
2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、（１）アメリカのレストラン労働者が置かれている状況についてのレポートを読み、（２）日本における同種の問題についても学んで

いく。低賃金で不安定な雇用の実態について、客観的に現実を把握することを通じて、今後日本ではどのような取り組みが求められるのかにつ

いてともに考え、議論を深めていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

事前の予習が必要です。個人もしくはグループごとの発表（受講者の人数による）と、その後のディスカッションテーマの提示を課題として課しま

す。

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SA)  §  外国語文献研究 (SA)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

13198

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

英語文献の読解力を高め、その内容を日本語（もしくは英語）で伝え、議論できるようになること。また、低賃金・不安定雇用の現実について、事

実関係を客観的に把握できるようになること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション（授業の進め方と、報告の割り当てな

ど）

１

ROC-UNITEDについての基礎的な知識（同組織のＨＰ情

報を読む）

２

アメリカのレストラン労働者の労働条件・労働環境に関す

る全般的状況

（National Executive Summaryを読む）

３

ワシントンＤＣのレストラン産業（１）

（ChapterI,II)

４

ワシントンＤＣのレストラン産業（２）

（ChapterII）

５

労働者の視点（１）

（ChapterIII）

６

労働者の視点（２）

（ChapterIII）

７

経営者の視点（１）

（ChapterIV）

８

経営者の視点（２）

（ChapterIV）

９

差別に関わる問題（１）

（ChapterV）

10

差別に関わる問題（２）

（ChapterV）

11

低賃金労働がもたらす社会的費用（１）

（ChapterVI）

12

低賃金労働がもたらす社会的費用（２）

（ChapterVI）

13

結論と政策提言（１）

（ChapterVII）

14

結論と政策提言（２）

（ChapterVII）

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 以下の内容によって評価します。

①出席状況

②授業中の報告内容

③レポート（ 終講義日提出）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

テキストとして、Behind the Kitchen Door: Inequality & Opportunity in Washington,DC's Thriving Restaurant Industry を使用します。

以下にアクセスし、ダウンロードしてください。http://www.rocunited.org/files/1101_BKD_DC_final.pdf

その他の参考文献は随時授業中に指示します。また、辞書としては、リーダース英和辞典、ロングマン現代英英辞典（www.ldoceonline.com）

を勧めます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

テキストとして使用するレポートをまとめた組織（Restaurant Opportunities Centers United）のサイトは以下です。受講登録前に一度アクセスして

ください。

www.rockunited.org

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中の発表では、テキストの内容を要約することよりも、何が重要な論点でどこに課題があるのか、日本への示唆は何か・・・など、自分の感

想・意見などを含めて報告してもらいます（詳しくは初回のオリエンテーションで説明します）。英文がどうしても読解できない箇所は飛ばし読み

し、全体の主旨をつかむことを優先して学習してください。

相談・質問などはメールでの連絡も可能です。junri@pa2.so-net.ne.jpまで。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

キャリアラダーとは何か Ｊ．フィッツジェラルド／勁草書房／／

使い捨てられる若者たち スチュアート・タノック／岩波書店／／

おおよその配点の目安は以下の通り。

①30％

②40％

③30％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

市民社会、資本主義、国家、家族、国民、これらの用語と概念は、社会学と現代社会分析にとって も重要なものの一部である。それらについ

て、示唆的な内容を含む現代ドイツの文献を紹介し検討する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

Die ersten 180 Tage der neuen EU, 2004.（初級者向け）

J. Kocka, et. al., Europaeische Zivilgesellschaft in Ost und West, 2000.（中・上級者向け）

受講者の希望を基に、その他の文献の可能性を含め、それらの必要部分の資料を配布する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SB)  §  外国語文献研究 (SB)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

15829

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

現代ドイツ語文献の初歩的理解を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業中に指示する。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

新聞・雑誌・書籍など、多様なメディアを通して、フランス語の長文読解力を身につける。

またそれを通して現在のフランス社会やその文化などについての理解を深める。

まだ長文はあまり読んだことがないという初級学習者から、実用的な読解力を身につけたいという中級者が主な対象。

週ごとにテーマを設定し、そのテーマに応じた新聞・雑誌記事などの短い文章を読む。使用する文章は前の週の授業時に配布し、予習してくるこ

とが前提。

前半期は、短く親しみの持てるテーマの文章を２～３個程度用意し、文法解説を交えつつじっくりと正確に読むことに重点を置く。

後半期には、長めの記事や簡単なコラムを１～２個用意してしっかりと読み込むと同時に、その場で文章を配り、辞書を使いつつ、短時間で大ま

かな内容を掴む練習も挟んでいく。

また内容をより身近に理解するため、必要に応じて視聴覚資料も用いて解説を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

フランス語の基礎科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回、予めテキストを配布するので、予習してくること。

また語学力によっては、任意で文法や単語についての自習が必要な場合もある。

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SC)  §  外国語文献研究 (SC)

担当者名 /  Instructor 藤井 友紀

15858

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

終的には、長めの新聞記事や簡単なコラムなどにざっと目を通し、その概要を把握できる程度の実用的なフランス語読解能力を身につける。

またそれを通じてフランスの社会・文化、国際関係などの「今」について知る。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス ①授業内容についての説明　②履修者の専攻・関心、

語学力の把握

1

フランス語新聞を読む　入門編 ①フランス国内各紙の紹介　②タイトルの読み方　③新

聞の構成

2

三面記事を読む ①犯罪・事故　②災害　③天気予報・日曜版を読む3

文化（１）スポーツ（Sport面、L’Equipe紙から） ①日本のスポーツ（選手・試合）に対するフランス報道　

②現地のスポーツ報道

4

文化（２）映画・芸術（Loisir面、映画雑誌から） ①日本映画に対する評価　②フランス映画に対する評

価　③芸術

5

文化（３）流行・食文化（Culture面・Loisir面、雑誌から） ①フランス料理とワイン　②ファッション・音楽6

文化（４）観光（Voyage面、ガイドブックから） ①パリとその近郊　②日本を紹介した旅行ガイドブック

の記事

7

文化（５）日本文化（Culture面、雑誌、E.Barralなどの論考

から）

①伝統文化　②ポップ・カルチャー（マンガ・日本文学・

アイドルなど）

8

社会（１）失業問題（新聞記事、F.Dubetなどの論考から） ①ストライキについての記事　②失業問題9

社会（２）移民問題（新聞記事、F.Dubet、E.Toddなどの論

考から）

①旧植民地と移民　②失業問題と移民問題10

社会（３）政治 ①サルコジ政権に対する報道：保守派新聞　②共産党

系新聞

11

国際関係（１） ①EU・ヨーロッパ諸国に関する報道　②フランス語圏の

新聞（スイス・ベルギー）

12

国際関係（２） ①旧植民地諸国に関する報道　②フランス語圏の新聞

（ニジェールなど）

13

国際関係（３） ①北米諸国に関する報道　②フランス語圏の新聞（カナ

ダ）

14

国際関係（４） ①日本に関する報道　②アジア諸国に関する報道　③

まとめ

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席:40%

予習・復習:60%

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

就職活動など、やむを得ない事情での欠席が多い場合、出席に代わる評価基準として、自主課題の提出を課す場合があります。

Le Monde、Parisien、Le Nouvel Observateur などのフランスの新聞記事を中心に、トピックに応じて、書籍・雑誌、フランス語圏諸国の新聞な

どを用いる。

毎回、使用するテキストは適宜配布する。

フランス語の基本文法に関する参考書

（特に、一般動詞の活用表一覧が載っているものが望ましい）

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Le Monde　http://www.lemonde.fr/

Le Point　http://www.lepoint.fr/

Figaro　http://www.lefigaro.fr/

Le Nouvel Observateur　http://tempsreel.nouvelobs.com/

Le Parisien　http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien

Liberation　http://www.liberation.fr/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

基本的な文法を理解し、辞書を引くことを厭わなければ、長文を読むことは決して難しい事ではありません。

長文を読むのはまだ自信がない学生や、全くの初習者でも、意欲さえあれば受講可能です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

  中国は毎日のように激変している。この授業は、激変している中国の 新の文献資料を購読し、読解力を高めながら、現代中国の社会を理解

していく。これがこの授業のねらいである。この授業は中国語を習った2回生以上の学生を対象とする。授業は学生の実情に応じて、易しいもの

から徐々に高度なものにシフトしていき、文献資料を講読しながら、翻訳の作業もしていく。留学生がいる場合には日本人学生と共同作業をして

いきたいと考えている。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SD)  §  外国語文献研究 (SD)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

15811

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

 ● 新の文献資料を通して激変している中国社会を観察することができる。

 ●文献の読解力を高めることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　儒教の始祖である孔子の故郷――「曲阜市」――　　

（１）

第1回

　儒教の始祖である孔子の故郷――「曲阜市」――　　

（２）

第2回

　いち早く市場経済を導入し、香港隣接している――「深

圳市」――　　（１）

第3回

　いち早く市場経済を導入し、香港隣接している――「深

圳市」――　　（２）

第4回

　現在も母系社会を維持している雲南麗江市の少数民族

――「納西族」――　（１）

第5回

　現在も母系社会を維持している雲南麗江市の少数民族

――「納西族」――　（２）

第6回

　人種も民族も違う新疆ウイグル自治区――「ウルムチ

市」――　　（１）

第7回

　人種も民族も違う新疆ウイグル自治区――「ウルムチ

市」――　　（２）

第8回

　ベトナムに隣接している広西壮族自治区――「防城港

市」――　　（１）

第9回

　ベトナムに隣接している広西壮族自治区――「防城港

市」――　　（２）

第10回

　エネルギー節約新型連合都市群湖南省――「長沙市・

株州市・湘潭市」――　　（１）

第11回

　エネルギー節約新型連合都市群湖南省――「長沙市・

株州市・湘潭市」――　　（２）

第12回

　台湾と向かい合いになっている福建省――「アモイ市」

――　　（１）

第13回

　台湾と向かい合いになっている福建省――「アモイ市」

――　　（２）

第14回

　まとめと資料集の作成

第15回



2011 年度シラバス立命館大学

 予定している都市や文献資料は若干の変動が生じる場合がある。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価

 日常的な取り組みや出席は50％、資料購読、翻訳作業などは50％。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 朝鮮半島文化の理解を深める。韓国の文化、家族制度に関する文献の講読、逐次刊行物をはじめ新聞報道、ホームページから日常生活に関

連する問題、例えば、経済事情、女性問題、就職、福祉、宗教などの記事を取りあげ、読解する。また日本語文献を朝鮮語で読み返す「翻訳」を

試みる。

大韓民国の文献・資料を主に使用するが、朝鮮民主主義人民共和国やその他の地域における朝鮮語出版物も用いる。全授業を通して「韓流」

ではつたわらない、奥深い韓国社会と生活者の実像に接近することができる。　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

 朝鮮語に自信のある学生はもちろん、意味は理解できなくても朝鮮語を読むことができる学生は安心して受講してほしい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SE)  §  外国語文献研究 (SE)

担当者名 /  Instructor 梁 愛舜

13344

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 ①社会と文化に関する用語を理解し、読解力の向上を目指す。

 ②テキストに出てくる歴史的事件の概要を説明できる。

 ③関心のある韓国の社会問題を、自身の視点で明快に説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　国立国会図書館関西館（精華町）のアジア情報室には豊富な朝鮮語資料が所蔵されている。未体験の学生は一度利用または参観されること

を勧める。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

한국 가족 제도사 연구 최재석／일지사／／

한국사회학（第37集4号） 김영범編／사단법인 한국사회학회／ISSN 1225-0120／

在日朝鮮人社会における祭祀儀礼 梁愛舜／晃洋書房／4－7710－1535－X／

사회과학논총（第18号） 조성남編／이화여자대학교 사회과학연구소／1975－8987／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入、講読 自己紹介、授業の進め方とテキストについて説明、テキ

スト講読

　韓国の社会事情―女性問題を中心に―①

第1回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の社会事情―女性問題を中心に―②第2回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の社会事情―女性問題を中心に―③第3回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の経済事情と福祉第4回

최재석著『한국 가족 제도사 연구』講読 　伝統的家族、「韓流」の家族①第5回

최재석著『한국 가족 제도사 연구』講読 　伝統的家族、「韓流」の家族②第6回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル①第7回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル②第8回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル③第9回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国社会とキリスト教第10回

이광규著『제외한인의 인류학적 연구』第二部「재일한
인」講読

　在日朝鮮人社会について①第11回

윤인전著「재외한인의 이주,적용,정체성」『한국사회학』

（제37집4호）講読

　在日朝鮮人社会ついて②第12回

梁愛舜著『在日朝鮮人社会における祭祀儀礼』第二章第

一節「儒教的家族」翻訳

　祖先祭祀、「孝」第13回

梁愛舜著『在日朝鮮人社会における祭祀儀礼』第二章第

二節「チェーサの世俗化の問題」翻訳

　世代交代、文化変容第14回

到達度確認テスト（６０分）と解説（３０分） 　第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　出席日数、発表、 終日の到達度確認テストなど総合的に評価100 ％
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上記の一部内容をテキストとして使用する。基本的にテキスト用として毎回プリントを配布する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールアドレス　eyr10111@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

여성학논집（第26集1号） 이재경編／이화여자대학교 한국여성연구원　／1598－7698／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　近年、日本ではフリーターやニートなど正規雇用に就くことができない若者が大きな社会的関心を集めているが、実は、他の多くの先進国でも

同じような問題が生じている。授業では、若者の就業を準備するという観点からアメリカにおける高校とコミュニティーカレッジ（2年制大学）の実態

と問題点を分析しているRosenbaum, James, 2001,“Beyond College for All: Career Paths for the Forgotten Half,” Russell Sage Foundation　を取

り上げ、輪読形式で読み進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は購入しなくてもよい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SF)  §  外国語文献研究 (SF)

担当者名 /  Instructor 大野 威

17054

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

アメリカにおける若者雇用のあり方を学ぶ。また課題の輪読を通じて、実用的な英語読解力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

訳出は一行ずつ輪読形式で行う。予習は必須。文献読解を目的とした授業であり、ヒアリング、スピーキング、ライティングは扱わない。またこの

授業は内容理解を重視するため、英文の説明とともに、本文の内容を理解するのに必要なアメリカの教育制度や就業行動についての解説もお

こなっていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

“Beyond College for All: Career Paths for the 

Forgotten Half,”

Rosenbaum, James／Russell Sage Foundation／0871547538／2001

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 授業の進め方の説明1

"Getting Started" (1) 輪読2

"Getting Started" (2) 輪読3

"Getting Started" (3) 輪読4

"Getting Started" (4) 輪読5

"Getting Started" (5) 輪読6

"Getting Started" (6) 輪読7

"Getting Started" (7) 輪読8

"Getting Started" (8) 輪読9

"Getting Started" (9) 輪読10

"Getting Started" (10) 輪読11

"Getting Started" (11) 輪読12

"Getting Started" (12) 輪読13

"Getting Started" (13) 輪読14

"Getting Started" (14) 輪読、まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席、予習の取り組み状況、発言の積極性を総合して評価する。5回以上欠席すると、単位が

取得できない。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

 この企画研究の授業は、教員の指導の下に中国の文化や社会について、それぞれの学生が自分の関心領域やテーマを設定して研究してい

く。この授業は、前期の学習、夏休みにおける蘇州大学での特別講義の受講や上海・蘇州・南京への現地調査、後期のレポート作成向けての学

習、の三セクションの勉強を通じて、激変している中国の社会や文化に対する認識を深めていくと同時に、国際交流の能力を高めながら、簡単な

実用の中国語会話も身につけていくことを目標とする。

 一、前期では、自主的学習や研究を行うと同時に、8回程度の授業を予定している。二、夏休みの9月19―25日（予定）は中国の上海・蘇州・南

京へ出かけ、現地調査を行う。と同時に、蘇州大学の教授による特別講義も受ける。また、蘇州大学の学生との交流も大いに進めていく。蘇州

は二千数百年の歴史持つ古い街であると同時に、 先端な工業都市でもある。日本企業が300社あまり進出している。日系企業の調査・見学も

視野に入れていく。三、後期では、前期の学習、夏休みの現地調査を踏まえて、研究課題を整理学習し、レポート作成の作業を進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SB)  §  企画研究（自主企画研究） (SB)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

14551

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 ●現地調査を通して中国の社会や文化に対する認識を深めることができる。

 ●実用の中国語会話も身につけていく。

 ●現地の人々や大学生と交流して、国際交流の能力を高めることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

  中国現地調査のための渡航費用は10万円程度が必要である。（大学の海外スタディ奨学金の補助を申請する予定）

　中国語の能力を問わないが、現地へ行って学んでみたい、現地の大学生と交流してみたい、現地の人々と中国語を使ってみたいという意欲を

もってほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　この授業の性格、内容、達目標などの説明、各自の関

心領域の紹介

第1回

　各自の関心領域やテーマの設定第2回

　関心領域の先行研究の学習と討議第3回

　研究資料の学習と討論（1）、簡単な実用会話の学習第4回

　研究資料の学習と討論（2）、簡単な実用会話の学習第5回

　研究資料の学習と討論（3）、簡単な実用会話の学習第6回

　蘇州・南京についての学習第7回

　上海についての学習第8回

　蘇州市、南京市での現地調査、蘇州大学の特別講義を

受ける

第9回

　蘇州市、南京市での現地調査、蘇州大学の特別講義を

受ける

第10回

　上海市での現地調査第11回

　現地調査を踏まえた研究討論（1）第12回

　現地調査を踏まえた研究討論（2）第13回

　レポート作成の討論学習第14回

　レポート集の編集・完成第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　日常的な取り組みや現地調査は50％、　 終レポートは50％。100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：コミュニケーションの現在と未来―難病者・障害者へのコミュニケーション支援を手掛かりに―

重い病や障害のために、コミュニケーションの方法が限られている人々がいる。テクノロジーが発達した現在、文字盤やコンピュータなど、アナロ

グやデジタルのツールを駆使して病や障害とともに生きる人々の生存を支えることができる。しかし、究極、「コミュニケーション」とは、「＜声＞を

発する人」と「その＜声＞を聴こうとする人」との相互行為である。

本プロジェクトでは、ALSをはじめ、難病者・障害者へのコミュニケーション支援を通して、「コミュニケーションの現在と未来」を考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

担当者の「生命科学と倫理」「生命倫理学」などを受講していることが望ましい

授業で適宜指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

※上記の授業スケジュールは（NPO「ある」の活動、ゲストスピーカー、患者さんの都合などにより変動する）

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SC)  §  企画研究（自主企画研究） (SC)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

14552

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・NPO法人「ある」の活動を通して、難病者・障害者の「生存の技法」を学ぶ

・難病者・障害者への／とのコミュニケーション（支援）を通して、自らの「コミュニケーション」を考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業担当者にしてはめずらしいアクティヴィティをともなう企画で、私にとってもチャレンジですが

生命倫理問題を頭でっかち・心でっかちで終わらせることなく、ともに気軽に楽しみたいとおもいます。

メーリングリストを作成予定

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概容とガイダンス１

ALSについて学ぶ①２

ALSについて学ぶ②３

コミュニケーション支援とテクノロジー①４

コミュニケーション支援とテクノロジー②５

コミュニケーション支援とテクノロジー③６

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）７

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）８

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）９

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）１０

ろう者とのコミュニケーション１１

「わたし・たち」の「＜コミュニケーション＞障害」１２

「わたし・たち」の「＜コミュニケーション＞障害」１３

報告書の作成１４

報告書の作成１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業や活動への参加

報告書の作成

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

・ニュース・ジャーナリズムの現実的な議論をするための基礎知識として、新聞記事・ニュースの制作現場を実際に体験し、ディスカッションを行

います。

・朝日新聞大阪本社・朝日放送(ABC)の協力をいただいて、夏季に２日間、各４コマ分を使って、新聞記事とニュース制作の実習を行います。

・その他オプショナルで見学なども予定しています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

クラス内で指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

時事問題は知っていることを前提に話します。新聞を読み、ニュースを見て社会の動きをきちんとフォローして下さい。クラスの中でのディスカッ

ションのネタとしても活用することが想定されます。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SD)  §  企画研究（自主企画研究） (SD)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

14553

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入のはなし・ニュースの決まり事を知る ジャーナリズム・民主主義・人権第１回

取材現場で直面する問題 実名／匿名・推定無罪・取材源の秘匿第２回

取材で使われるスキル インタビュー・記者会見・調査第３回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別の日）

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

朝日放送ニュースセンター見学第１２回

変わる取材現場 メディアスクラム・デジタル第１３回

ニュースの将来と私たち ソーシャルメディア・オンデマンド・フォーラム第１４回

まとめの議論第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・回数が限られているため、出席は「前提」です。（70%）

・以下のポイントにより評価します。

　①ディスカッションへの参加・貢献度

　②実習参加での積極度

　③コミュニケーション・ペーパー（数回課す予定です）

記事やニュース制作、その後のディスカッションの成果などを「報告書」としてまとめてもらいま

す。（30%）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

現代社会は、経済社会環境が大きく変動する中で、貧困や格差の拡大、社会的排除など、さまざまな諸問題に直面している。これらの諸課題に

対応する中で、「コミュニティ」の可能性にあらためて注目が集まっている。村おこしや都市再生、地域福祉の試みなど、個別の諸事例について

は各科目において紹介されているが、それらを包括的に捉え、より広い観点から考察する試みはなされておらず、そのため「コミュニティ」の持つ

理論的意義と限界については十分に検討されてきたとはいえない。

　本企画研究では、これらの現状をふまえて、政治学の観点から幅広く検討することによって、「コミュニティ」の理論的可能性について明らかに

するだけでなく、そこから得られる知見をもとに、現在のコミュニティの抱える課題、および、それへの処方箋を検討していく（そして可能であれ

ば、これらの成果を社会実践へと結びつけていきたい）。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

現代社会の諸問題への対応として「コミュニティ」が注目されているため、新聞やニュースなどを通じて、時事問題に興味を持つようにしておくこと

テキストについては、必ず事前に入手し、しっかりとディスカッションできるように、精読しておくこと

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SE)  §  企画研究（自主企画研究） (SE)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

14554

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本企画研究の到達目標は、文献購読およびディスカッションを通じて、①「コミュニティ」に関する政治学的な理解を深めること、そして、②学術的

な知見を具体的提言や実践へと結びつける主体性を身に付けることにある。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・テキストの輪読およびディスカッションを中心に運営していく

・より実りの多い時間にするために、テキストを事前に入手し、精読した上で授業に臨むこと

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

コミュニティ ジェラード・デランティ（著）／ＮＴＴ出版／／2006年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション－コミュニティへの注目の背景－ 福祉国家の変容、ポスト工業社会への移行、グローバ

ル化の進展

1

現代社会におけるコミュニティの現状と課題 貧困・格差の拡大、社会的排除、個人化、ガバナンス、

パートナーシップ、協働

2

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ① リベラリズム、コミュニタリアニズム、リバタリアニズム3

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ② 多文化主義、シティズンシップ、新しい社会運動4

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ③ ポストモダニズム、コスモポリタニズム5

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ④（3回か

ら5回のまとめ）

6

政治理論と実際の関係性7

コミュニティへの政治学的アプローチ① 政治哲学、リベラリズム8

コミュニティへの政治学的アプローチ② コミュニタリアニズム、道徳的権威主義、平等主義9

コミュニティへの政治学的アプローチ③ 経済領域との関連性、社会政策との関連性10

コミュニティへの政治学的アプローチ④ 市民社会、結社、コミュニティの再生（政治化・民主化）11

コミュニティへの政治学的アプローチ⑤（第8回から11回

のまとめ）

12

コミュニティの政治学的意義と課題13

現代社会におけるコミュニティの可能性14

まとめ－21世紀におけるコミュニティ－15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 報告・レジメの作成、ディスカッションへの参加、期末レポートの作成などをもとに、総合的に判

断する

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業内で適宜紹介していく

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

本講義で扱う予定のテキストは必ずしも容易なものとは言えないが、「コミュティ」を通じて、現代政治理論の現状と課題を検討することできる。政

治理論やコミュニティの哲学的基礎に興味のある学生にとって、本講義は有意義なものとなると考えられる。テキストを丁寧に検討・解説・議論し

ていくので、政治学の基礎知識は必ずしも必要はないが、受講希　望者には難しい内容でも簡単にあきらめない学問的姿勢を期待している。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニティの政治学 エイドリアン・リトル（著）／日本経済評論社／／2010年

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本企画研究では、国際的なメディア比較プロジェクトに取り組むこととし、特に、日韓のメディア（新聞、放送、映画、インターネットなど）について

比較メディア学の視点から学んでゆく。講義の中盤では、夏休み期間に、韓国・ソウルでのフィールドトリップ、いわゆる「インターナショナル・メ

ディアスタティーズ・キャンプ」を実施し、韓国メディアの特徴について実践的に理解する機会を持つ。これにより日本と韓国の共通点や相違点に

ついての理解を深めてもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

メディア、ジャーナリズム関連の講義を履修していることが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

本企画研究では、講義の一貫として夏季休暇中の9月に韓国ソウルでインターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプを実施するため、受講

にあたってはこれへの参加が必須となる。ソウルでは、提携大学の西江大学で、韓国メディアについて教授やメディア専門家から講義を受け、ま

た西江大学の学生とディスカッションを行う。講義・ディスカッションは英語で行われるため、受講生は英語力の向上を常に心がけておいて欲し

い。なお、メディアスタディーズ・キャンプへの参加費用は受講者の個人負担とする。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SF)  §  企画研究（自主企画研究） (SF)

担当者名 /  Instructor 金山 勉

14555

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本企画研究の到達目標は、国際的な比較メディア学の学びを通じ、異なる国の社会で運営されているマス・メディアの特性を理解し、その中から

発生している独自のメディア文化などについて考察し、分析できる能力を身に着けることである。本企画研究では、夏期休暇中（9月2週目から3

週目にかけて）、韓国・ソウルにおいて韓国のメディアについて集中的に学ぶメディア・キャンプを実施するため、立命館での夏季集中講義で開

講される科目受講を計画しようとする場合は、時期が重なることとなる。このため、本企画研究を履修する際に、十分検討して受講すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：国際メディア比較とは何か Comparing Broadcasting System第１回

フェーズ１（日本での学び）　

インターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプに備え

た学び

国際メディア比較研究の関連文献購読（その１）

第２回

国際メディア比較研究の関連文献購読（その２）第３回

日本と韓国のメディア比較（その１）第４回

日本と韓国のメディア比較（その２）第５回

フェーズ２（韓国・ソウルでの学び）＝夏期休暇中9月に7

日間の日程で実施する＝　

インターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプで学ぶ

　（韓国ソウルでプログラム提携大学の西江大学コミュニ

ケーション学部での講義）

韓国メディアを学ぶ

　　その１　新聞

第６回

韓国メディアを学ぶ

　　その２　放送

第７回

韓国メディアを学ぶ

　　その３　映画

第８回

韓国メディアを学ぶ

　　その４　インターネット

第９回

学生による日韓メディア比較ディスカッション（その１）

　各国メディアの特性を議論の中心とする

　立命館大学受講生と西江大学コミュニケーション学部

生との間で実施する（使用言語は英語）

第１０回

学生による日韓メディア比較ディスカッション（その２）

　日韓のメディア文化・流行を議論の中心とする

第１１回

フェーズ３（日本での学び）　

日本のメディア状況との比較

　日韓メディアの共通点

第１２回

日本のメディア状況との比較

　日韓メディアの相違点

第１３回

日韓間のメディアコンテンツ流通の可能性第１４回

まとめ、学びの報告書作成に向けて第１５回



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

韓国・ソウルでのインターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプの日程や参加費用などについては、個別に説明の時間を設けることがある

ので、これには必ず参加すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Electronic Media and Industrialized Nations: A 

Comparative Study

Donald R. Browne／Iowa State University Press／0813804221／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

東アジアのメディアコンテンツ流通 菅谷実編／慶應義塾大学出版会／4766411498／

ニュースの国際流通と市民意識 伊藤陽一編／慶應義塾大学出版会／476641148X／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業出席、授業参加、およびリアクションペーパーによる平常評価（60パーセント）、これに加え

てグループワークによるプレゼンテーション（20パーセント）、およびグループレポート（20パーセ

ント）により総合的に評価する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ベトナムの障害児教育・福祉の調査研究

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

上記以外に発表（セミナーおよびゼミナール大会）の準備のために集まることがある。

2単位であるが、後期のゼミナール大会をめざして一年間をサイクルとして活動する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本ベトナム友好協会京都府連合会ホームページ（http://www4.ocn.ne.jp/~nhatviet/）

 その他 /  Others

教員全員が、授業に参加できない場合がある。

授業日以外に集まる場合がある。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SH)  §  企画研究（自主企画研究） (SH)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積、桂 良太郎、黒田 学、津止 正敏

14556

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

2011年8月にホーチミン市およびフエ市等で開催（予定）される、日本ベトナム友好障害児教育・福祉セミナーに参加し、ベトナムの障害児教育・

福祉の現状を調査する。

帰国後、調査をもとに報告書（レポート）を作成する。また、この調査をもとに2011年12月に開催される産業社会学会主催のゼミナール大会で発

表をおこなう。また、日本とベトナムの学生・研究者の交流活動に参加したり、学部内外の関連する授業に参加したりして本授業の補いとする。

また、他大学学生との共同研究も積極的にすすめる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

日頃から国際社会に目を向けて、様々な国々の障害者問題をはじめ教育・福祉に関心を持ってほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『手づくりの国際理解教育』 藤本文朗・藤井克美・黒田学・向井啓二編／クリエイツかもがわ／9784863420069／

『ベトナムの障害者と発達保障』 黒田学／文理閣／9784892595103／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

顔合わせ/各自の興味や関心を出し合う。第1回

昨年度までのセミナーの様子をビデオや写真で見たり、

先輩や関係者の話を聞いたりして、研究の方法やイメー

ジをつかむ。

第2回～4回

8月のセミナーでのフィールド調査、観察、文献研究など

の準備を始める。

第5回～8回

セミナーでの役割分担や、調査方法について打ち合わせ

を行い、準備をすすめる。

第9回～10回

帰国後、セミナーおよび調査のふりかえりや反省。ゼミ

ナール大会に向けての発表の打ち合わせを行う。必要に

応じて追加調査を実施する。

第11回～12回

ゼミナール大会にむけてのレジュメ作成とプレゼンテー

ション（パワーポイント）を準備する。

第13回

ゼミナール大会で発表する。第14回

１年間の活動のまとめと来年の課題の確認第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ゼミナール大会の発表およびその準備原稿をレポートとして評価します。

企画研究への参加度、積極性、役割などを総合的に評価します。日本ベトナム友好障害児教

育・福祉セミナー（2011年8月実施予定）に参加したか、しなかったかで評価に区別はもうけな

い。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、デートＤＶについて、その社会的背景について、社会学的知見から理解を深めると同時に、既存の予防開発プログラムの効果を検証

しつつ、高校生・大学生向けのデートＤＶ予防プログラムの開発・実践を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

家族社会学　臨床社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SI)  §  企画研究（自主企画研究） (SI)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

14709

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、近代における親密な関係性が内包している暴力の特質を理解すると同時に、実践的解決方法を開発する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

このプログラムは当事者である若者の視点を生かしながら具体的にプログラムを作っていくので、意欲的かつ継続的に参加できる学生の受講に

限定する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

デートＤＶと恋愛 伊田広行／大月書店／9784272350346／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション デートＤＶ　ＤＶ　近代家族第1回

文献購読①第2回

文献購読②第3回

文献購読③第4回

資料分析①第5回

資料分析②第6回

資料分析③第7回

予防プログラムの開発①第8回

予防プログラムの開発②第9回

予防プログラムの開発③第10回

予防プログラムの実践①第11回

予防プログラムの実践②第12回

予防プログラムの実践③第13回

予防プログラムの編集第14回

今後の課題の整理第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 年度末にレポートを課す。20 ％

平常点評価 80 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

京都市京北町をフィールドワークの対象地として、納豆づくりをはじめ、その他当該地域での農林業活動を体験し、

それらを通じて地域の生活・産業を具体的に知るとともに、地域の経済的・社会的課題の発見と活性化に向けての

可能性について、農商工連携の推進と食育をテーマに加え、調査研究と社会的実践を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、フロンティ協会は学部インターンシップの受け入れ先でもあるので、ＮＰＯの活動に興味があれば

申し込んでほしい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SJ)  §  企画研究（自主企画研究） (SJ)

担当者名 /  Instructor 景井 充、高嶋 正晴

14557

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本プロジェクトの活動を通じて、大学とＮＰＯ法人フロンティア協会との協働による地域活動について、各人の関心・

テーマからフィールドワークや調査研究を行い、その成果を学内・学外で発表するとともに、年度末に成果報告書

としてまとめる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　京北プロジェクトを中心として、フロンティア協会がアレンジする各種現地活動やボランティア活動への

積極的参加、とりわけ、毎年の納豆フォーラムや栃の木フォーラムなど学内外での成果・活動事例の

発表への参加を望みます（なお、フィールドワークや地域行事などは、土曜日、日曜日に実施することが

多いので、なるべく多くの活動への参加ができるよう、留意して下さい）。

　また、今年度は農商工連携をテーマに加えた活動を開始する予定なので、そうした分野への関心も

持ってもらえるといいでしょう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

聞き書京都の食事（日本の食生活全集　第２６

巻）

「日本の食生活全集 京都」編集委員会（編）  ／農文協／／

伝承写真館　日本の食文化　第８巻　近畿 農文協（編）／農文協／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに　～京北プロジェクトの活動の概要および予定

の確定～ 

 第１回 

京北の概要　～現地視察から地域的特性を知る～  第２回 

京北の農業と納豆づくり①　～圃場の整備と大豆種まき

体験～

第３回 

京北の林業と栃の木植林活動①　～植林現場の視察～ 第４回 

京北の地域活性化活動の実施　～地域・ＮＰＯ・大学の

協働で～ 

（6月のホームカミングデーの一企画として、第４回「京

北納豆フェスタ」開催とその企画策定・準備・運営、ま

た、７月下旬には、京北での「カブトムシドーム」イベント

のサポートも） 

 第５～７回 

京北の農業と納豆づくり②　～大豆収穫体験～第８回 

京北の歴史文化資源　～古城調査の実践から～ 第９回 

京北の農業と納豆づくり③　～納豆作りと藁つと作りを体

験～ 

第１０回 

京北の林業と栃の木植林活動②　～栃の木植林を体験

～

第１１回 

大学の地域貢献事例の視察第１２、１３回 

学内外での活動成果報告（１１、１２月を予定：納豆フォー

ラムなど） 

第１４、１５回 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 講義への出席、活動への参加、および学内外のフォーラムでの成果報告など。 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・京北プロジェクトのブログＨＰ「京北プロジェクト」　http://ritskeihoku.kyo2.jp/

・特定非営利法人フロンティア協会ホームページ　http://www.nethousing.co.jp/frontier/

・京北商工会ホームページ　http://keihoku.kyoto-fsci.or.jp/ 

・大豆加工業界紙『トーヨー新報』　http://www.toyoshinpo.jp/

など

 その他 /  Others

京北プロジェクトの２０１０年度活動を報告する掲示板が以学館１Ｆにあります。納豆フォーラムの

様子なども報告されています。ブログやＨＰとともに、２０１１年度の活動の参考としてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

納豆本―やっぱり納豆が好き― ／フロム出版 ／／

農商工連携による「新地域おこし」のススメ 後久博／ぎょうせい／／

農業ブランドはこうして創る―地域資源活用促

進と農業マーケティングのコツ―

後久博／ぎょうせい／／

納豆大全―愛すべき伝統食品の謎を解く― 町田忍／角川文庫／／

農商工連携の地域ブランド戦略 関満博、松永桂子（編）／新評論／／

「食」の地域ブランド戦略 関満博、遠山浩（編）／新評論／／

「村」が地域ブランドになる時代 関満博、足利亮太郎（編）／新評論／／

《森林社会学》宣言―森と社会の共生を求めて

―

内山節（編）／有斐閣選書／／

地域と響き合う農学教育の新展開―農学系現

代ＧＰの取り組みから―

中島紀一（編）／筑波書房／／

食・農・からだの社会学 枡潟俊子・松村和則（編）／新曜社／／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本企画研究のテーマは、産業社会学部でこそ“学習者中心の学び”を現実化することができるという考え方に立って、産業社会学部ならではの

“学び”の技法と文化の開発に取り組むことである。具体的には、以下の２点を主題とする。①「社会的構成主義」と言われる学習理論を学びな

がら、産業社会学部ならではの“学び”の可能性をつかむこと、②「学ぶ主体」を形成する文化的な仕掛けとしての、産業社会学部におけるピア・

エデュケーションのありかたや、学生の自主活動・自治活動を検討すること。授業における具体的な活動には、他大学への視察、シンポジウム

の企画・開催に取り組む中で、文献や資料を素材とする実践的な学習に取り組みたいと考えている。

本企画は当初２年間の継続事業として構想したものだが、研究の進展を受けて３年目を開講する。今年度の 終的な到達目標は、視察調査や

シンポジウムの成果を学部内外に向けて広く成果公表し、また積極的な提言を行うことである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、教育社会学や高等教育に関心を持っていると非常に好都合である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業外での意見交換や情報の共有、学習会やシンポジウムの準備などが、それ自体アクティブラーニングとなろう。私的・個人的関心から出発

して、社会的意義を有する成果にまでその関心を育て上げる経験となるはずである。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SK)  §  企画研究（自主企画研究） (SK)

担当者名 /  Instructor 景井 充、坂田 謙司、高嶋 正晴

14710

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

前半期の目標は、１）“学習者中心の学び”の理論的支柱となる「社会的構成主義」学習理論を学ぶとともに、産業社会学部の学際学部としての

特性をつかむこと、２）上掲の学習理論の研究者を招聘して学習会を開催すること、３)後期に開催するシンポジウムの開催準備を進めること、で

ある。夏期休暇中には、他大学への視察や専門家へのインタビューを含めた調査活動に取り組む。視察調査の対象としては、学際プログラムに

精力的に取り組んでいる岡山大学や、地域連携教育などの形で様々なＦＤやアクティブラーニングを展開している大学を想定している。

後半期の目標は、１）前半期から後半期中頃までの活動を総括するシンポジウムを企画・開催すること、２)、同じく、産業社会学部における“学

び”の文化を醸成する方策について検討を深めること、である。 後に、活動全体を総括して報告書や論文の形で成果を取りまとめ、ゼミ大への

参加など発信活動を行う。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

密度の濃いアクティブラーニングとなるので、積極的に楽しみながら参加して欲しい。いわゆる座学とアクティブラーニングは別物でもないし矛盾

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

年間および前期の活動内容、基本的スケジュールの説

明（１）、意見交換

1

年間および前期の活動内容、基本的スケジュールの説

明（２）、意見交換

2

「学習理論」の意義と必要性に関する概説 ――「教育」と

「学習」の峻別

社会的構成主義、学際教育プログラム3

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（１） 社会的構成主義、学際教育プログラム4

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（２） 社会的構成主義、学際教育プログラム5

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（３） 社会的構成主義、学際教育プログラム6

「学習理論」に関する学習の総括、学習会の総括7

後期の活動内容、基本的スケジュールの説明（１）、意見

交換

8

後期の活動内容、基本的スケジュールの説明（２）、意見

交換

9

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（１）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題10

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（２）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題11

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（３）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題12

シンポジウムの開催準備13

シンポジウムに関する総括14

年間活動に関する総括、成果の取りまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常の活動への参加を評価対象とする。当事者意識を持って臨んでいるかどうかを判定する。100 ％
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特になし。上掲の講義概要と到達目標に相応しい文献や資料を用いる。なお、『構成主義パラダイムと学習環境デザイン』は共同購入する。

活動が進む中で、適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

しもしない。両者を相乗させながら、大学での学びの面白さを味わってみて欲しいと思う。

産業社会学部において、大学・学部教育それ自体が検討される機会は今までなかった。大学における学びのあり方について関心を持つ学生の

参加を広く求めたい。大学・学部に対する“消費者主権的依存”状態からも、シニカルな傍観者的態度からも自由になって、産業社会学部での学

びを自分自身にとって意義あるものとしたいと思う学生は、ぜひ参加してほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　経済成長が続く中国を中心に、アジアの消費市場は着実に拡大しています。その反面、芸術・文化の振興、創出の産業構造では、日本は先進

国です。ところがデシタル技術とインターネットの地球規模の急速な普及で、新たな課題が続々と生じています。それには、まず速やかに時代に

対応できる人材の育成です。ついては東アジア地域（日・中・韓）を主軸に､ASEAN加盟諸国における音楽文化・産業の実態を調査・研究し、推進

役の一助になるような報告書の作成と発進を目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

○語学（中国語、韓国語）の積極的な履修を望む。 

特に指定はしない。独自資料・テキストを活用。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

その都度指示する。 

 その他 /  Others

なし

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SL)  §  企画研究（自主企画研究） (SL)

担当者名 /  Instructor 反畑 誠一

14631

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

○音楽文化を通じて西欧と非西欧を比較し特性を学ぶ。

○ 新の市場特性を調査研究する。

○新たな情報ネットワークを構築する。

○ビジネス・プロデューサーの資質を拡充する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

国勢と民度 言語・宗教1

民族音楽の存在 洋楽事始2

市場規模と流通 海賊盤3

情報ネットワークの構築 海外交流4

教育制度の実態 音楽教育5

違法ネット利用の実態と法整備 百度（Ｂａｉｄｏ）6

メデイア事情の実態 許認可制度7

著作権制度の実態 国際条約8

J-POPの浸透度と進出の可能性 ハーリー（吟族）族9

コンテンツ産業振興戦略（韓国編） K-POPブーム10

コンテンツ産業振興戦略（中国編） C-POP11

コンテンツ産業振興戦略（シンガポール編） Ｃｏｏｌ　ＪＡＰＡＮ12

エンタテインメント産業の実情と展望 ライブ13

報告レポート作成準備 コンピレーションアルバム14

研究発表とディスカッション 報告レポート15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

募集人員は10人。介護政策における家族のポジショニングは、家族依存から家族支援を経て本人支援というステージを迎えています。ただ、本

人支援を政策理念として掲げた介護保険制度や障害者自立支援法では、家族が再度、介護の人的資源として介護場面に回収されるという新た

な事態を発生させています。また、本人支援という枠組みだけでは今日の介護問題を解決するには至っていないということも明らかなっていま

す。家族･介護者支援というテーマが本人支援というステージを経て再帰的に「ケアする人へのケア」というテーマとして浮上しています。この企画

研究では、障害児家族(父母、兄弟姉妹など)という障害児者という当事者とともに「もう一人の当事者」としての家族･介護者への支援について考

えていきます。ケアする人のケアを可能とするような地域社会についての理論的実証的研究が主なテーマとなっています。皆さんの積極的な参

加を歓迎します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

地域福祉論。家族社会学。

ゼミナール大会や父母教育後援会への参加を徹底します。これを目途としながら集団で一つの論文を完成させます。

その都度指示する

その都度指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

通年2単位の授業なので、基本は水曜日の2時間目に設定しますが、休日や長期休暇中にも合宿、フィールドワークを行うので、必ずしも毎水曜

日とは限りません。授業の進捗状況を見ながら、また受講生と相談しながら進めていきます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

研究連携組織として「京都障害児放課後ネット」

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SM)  §  企画研究（自主企画研究） (SM)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

14632

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

全員で一つの研究論文を作成する。既に実施した障害児家族へのインタビュー調査を元にして、家族によって語られた「暮らし」の実態から、障

害児とその家族の暮らしと社会参加支援を「働く」ということをテーマとして研究します。「障害児家族の介護離職の研究」ともなります。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

tsudome@1ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

インタビュー調査結果(文字起こし分)の分析検討 障害児　家族　介護離職　地域生活1～14

研究報告会「障害児と家族への支援を考える」の開催 障害児　家族　介護離職　地域生活15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 完成論文と報告会でのプレゼンによって評価する。100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

京都市右京区南太秦小学校区自治連合会が行政との協働で取り組んできた社会交通実験（市バス７０系統利用促進モビリティ・マネジメント）

や、社会的孤立防止プログラム（南太秦小学校におけるサンデー・モーニング・カフェ）の支援を展開する。その際、環境政策、交通政策として位

置づけられている社会交通実験には社会的孤立を防止する福祉的プログラムの付加、そして社会的孤立防止実験には食品ごみの堆肥化や軽

易な農作業などの環境的プログラムの付加を通じて、環境政策と福祉政策とが融合したまちづくりのプロセスをデザインし、各実験を推進する具

体的なプログラムを立案、実施する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「環境形成論」「景観デザイン論」「教養ゼミナール（７）」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

（１）授業時間以外にも地元関係者や行政関係者との打ち合わせ、土日に実施されるワークショップや調査、企画への参加などが予定されてい

ます。

（２）また、通常講義以外にも、衣笠セミナーハウスで合宿を行い、ワークショップや聞き取り調査のためのスキル・トレーニングなども実施するこ

とになります。実践的な活動を行うための必要となるスキルの取得と、実際に実践活動を展開していくことが必要となるので、かなりの時間と労

力を注ぎ込む必要があります。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SN)  §  企画研究（自主企画研究） (SN)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

14633

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）「聴く」ことを通じて、まちづくりにおけるステークホルダーのニーズを把握する力を身につける。

（２）「聴く」「眺める」ことを駆使して、プロセスとプログラムをデザインする力を身につける。

（３）実施したプロセスやプログラムを検証し、次の展開への改良点を明確にする力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンスならびに自己紹介・他己紹介 己を知る・他者を知るグループワークの導入１回目

これまでの経緯と対象地域の理解と把握 対象地域におけるこれまでの活動の経緯や成果、課題

の理解。

対象地域の地図や基礎データに基づく理解。

２回目

対象地へのフィールドワーク（１） まちあるきによる地域資源の発見と理解３回目

対象地へのフィールドワーク（２） 地元の要望で開設された市バス７０系統の乗り込み調

査

４回目

 対象地へのフィールドワーク（３） 南太秦小学校ふれあいサロンで毎月２回隔週日曜日の

午前中に展開される「サンデーモーニングカフェ」への参

加

５回目

対象地へのフィールドワーク（４） 南太秦小学校区自治連合会へのヒアリング調査６回目

対象地へのフィールドワーク（５） 自治体関係者へのヒアリング調査７回目

社会交通実験チームと社会的孤立防止実験チームの形

成

市バス７０系統の利用促進や福祉的要素を付加するた

めの社会交通実験チームと、南太秦小学校における

「サンデーモーニングカフェ」への環境的要素を付加す

るための社会的孤立防止実験チームのグループ分け

８回目

各実験の内容をパワーアップする新しい企画実施のため

のプロセスとプログラムのデザイン（１）

各実験毎にどのような新しい企画を行うのか？企画を

実施するまでのプロセスと、実際に実施する企画内容

についてのプログラムをデザインする。

９回目

各実験の内容をパワーアップする新しい企画実施のため

のプロセスとプログラムのデザイン（２）

前回デザインした各企画のプロセスと、企画内容につい

てのプログラムを精査し、決定する。

１０回目

新しい企画プログラムを展開するための予備調査ならび

に予備実験（１）

決定したプログラムが実際に展開できるのかどうか、地

元関係者や行政関係者との打ち合わせや予備実験、予

備調査を行う。

１１回目

新しい企画のプログラムを展開するための予備調査なら

びに予備実験（２）

地元関係者や行政関係者との打ち合わせや予備実験、

予備調査の結果を受けて、本格実施を展開するための

準備や調整を行う。

１２回目

新しい企画プログラムの実施（１） これまでに検討してきた新しい企画の本格実施１３回目

新しい企画プログラムの実施（２） 新しい企画の本格実施を終えての関係者へのヒアリン

グ調査

１４回目

各実験の新プロジェクト実施の振り返りと総括１５回目
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（１）少人数（15名）による参加型かつ実践的な授業となります。

（２）このシラバスでは１つの目安として全１５回のプログラムと内容を記していますが、内容が前後したり、前倒しになったり、授業と授業との合

間に地元関係者や行政関係者との打ち合わせが入ったりなど、地元や行政が進める社会実験の進捗に併せて、スケジュールが変更されること

が多々あります。

（３）ただし、その場合にも、事前の連絡や調整はしっかりと行いますので安心して下さい。

（４）また２、３回分をまとめた衣笠セミナーハウスで合宿集中ワークも予定しています。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境と都市のデザイン―表層を超える試み・参

加と景観の交点から

斎藤・土肥編著／学芸出版社／／担当教員も執筆陣に加わり、実践的な活動の中で

合意形成やワークショップがどう展開するかを記した本。担当教員がどのような実践を

経て今日に至っているかを理解してもらえる本です。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

参加のデザイン道具箱 世田谷まちづくりセンター／世田谷まちづくりセンター／／住民参加型企画の立案や

ワークショップのプログラムデザインのアイディアや応用例が豊富な実践的テキスト！

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 地域に入っての実践的な研究活動になるため、１５回の授業のみならず、市民組織や行政組

織との打ち合わせや準備作業など、授業時間の２〜３倍の時間と労力の投入が必要となりま

す。「今の社会をもっとまともなものにしたい」「他者や地域のために活動する中で自分を成長さ

せたい」という強い動機と問題意識、そして他者への思いやりを有することが、この研究に参加

しタスクを達成させる資質として必要です。作業に対する姿勢や、作業結果の内容を判断材料

として、全１５回を通じての成績評価を行います。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　グローバル資本主義の引き起こす世界的規模での諸問題、たとえば、貧困問題や環境問題を甘受しつつ、

私たちは、なおもこのままグローバル資本主義のなかに生きるか。それとも、また別の対抗的な社会経済の

あり方、その条件をいかに構想しうるのか。

　この授業では、資本主義経済のグローバル化とポスト資本主義的な社会経済のあり方をめぐる諸文献を

読み進め、そうした構想―とりわけ地域に根ざした社会経済のあり方―について議論し、考察していく。

　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

全体で共通して使用する教科書は定めない。授業で取り扱う諸文献については、参考文献一覧を参照されたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の題材となっている文献について、しっかりと目を通した上での出席を求める。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SP)  §  企画研究（自主企画研究） (SP)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

14559

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

関連する諸文献を読んで議論することを通じて、グローバルな社会経済の問題と展望について学び、知識と

理解を深めること、そして、それらを踏まえつつ、今後の望ましい社会経済のあり方と、その諸条件について

考察を深め、レポートとしてまとめること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の方法としては、以下の参考書欄にある諸文献をしっかりとふまえて、双方向的・参加型の授業を行う。

受講生は、予習をし、授業でのプレゼンや議論を通じて、各受講生の 終レポート作成に取り組むこととなる。

授業内容については、受講生の関心などによっては、文献の加除を考慮したい。

読む文献の量が若干多いので、隔週ないしその他のテンポでの授業運営となる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

フラット化する世界（増補改訂版、上下巻） Ｔ・フリードマン／日本経済新聞出版社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

グローバル資本主義の諸問題 論点整理と問題意識、運営方法の確認第1回

グローバル資本主義の現在 Ｔ・フリードマン『フラット化する世界』 第2回

グローバル資本主義の変容① Ｐ・ドラッカー『ポスト資本主義社会』第3回

グローバル資本主義の変容② 田坂広志『目に見えない資本主義』第4回

グローバル資本主義の変容③ Ｇ・Ｋ・プラハラード『ネクスト・マーケット』第5回

経済概念の問い直し Ｋ・ポランニーの「形式経済／実体経済」論第6回

経済成長と社会発展 Ｓ・ラトゥーシュ『経済成長なき社会発展は可能か』①　第7回

経済成長と社会発展 Ｓ・ラトゥーシュ『経済成長なき社会発展は可能か』②第8回

ポスト資本主義 Ｊ・Ｋ・ギブソン＝グラハム『ポスト資本主義政治』①第9回

多様なコミュニティ経済 Ｊ・Ｋ・ギブソン＝グラハム『ポスト資本主義政治』②第10回

連帯に基礎をおく経済 西川潤ほか編『連帯経済』第11回

ローカリズム①　 Ｈ・ノーバッグ＝ホッジ『懐かしい未来へ』第12回

ローカリズム②　 内山節『共同体の基礎理論』第13回

ローカリズム×連帯経済 農と食からグローバル経済の仕組みを捉えなおす第14回

振り返りワークショップ ポスト資本主義的な社会経済のあり方とその展望第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取り組み状況の評価として：

　授業への積極的な参加。（60％）

・レポート：毎回の予習としての要約レポートの作成（20％）

・ 終レポート：授業で取り扱った諸文献を元にレポートを執筆（20%）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ポスト資本主義社会―21世紀の組織と人間はど

う変わるか―

Ｐ・ドラッカー／ダイヤモンド社／／

目に見えない資本主義―貨幣を超えた新たな経

済の誕生―

田坂広志／東洋経済新報社／／

ネクスト・マーケット［増補改訂版］ Ｃ・プラハラード／英治出版／／

人間の経済Ⅰ―市場社会の虚構性― Ｋ・ポランニー／岩波書店／／

経済成長なき社会発展は可能か―＜脱成長＞

と＜ポスト開発＞の経済学―

Ｓ・ラトゥーシュ／作品社／／

Postcapitalist Politics J. K. Gibson-Graham／University of Minnesota Press／／

The End of Capitalism (As We Know It) J. K. Gibson-Graham／University of Minnesota Press／／

連帯経済―グローバリゼーションへの対案― 西川潤、生活経済政策研究所／明石書店／／

いよいよローカルの時代―ヘレナさんの「幸せ

の経済学」―

ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ、辻信一／大月書店／／

共同体の基礎理論―自然と人間の基層から― 内山節／農文協／／

肥満と飢餓―世界フード・ビジネスの不幸のシス

テム―

ラジ・パテル／作品社／／

未来をつくる資本主義―世界の難問をビジネス

は解決できるか―

Ｓ・ハート／英治出版／／

脱「開発」の時代―現代社会を解読するキー

ワード辞典―

Ｗ・ザックス／晶文社／／

現代マルクス主義のフロンティア Ｒ・マンク／萌書房／／

グローバリゼーション［新版］ Ｍ・スティーガー／岩波書店／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　３．１１大震災に際して、多様な震災ボランティアが生まれている。こうした過程は、日本における新たな社会創造に向けた重要なステップとなる

だろう。

　本企画研究では、１）すでに自主的に震災ボランティアに参加した学生、２）まだ参加できないが、興味関心のある学生、３）そもそも、ボランティ

アに疑惑を持っている学生を対象とする（つまり、少しでも、今回の震災ボランティアに関心がある学生を歓迎する）。本授業では、震災ボランティ

ア参加者へのインタビューを通じて、震災ボランティアの体験を共有化し、その意味を探り、さらに、その過程を学内に情報発信していくことを狙

いとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別段ない。あえて言えば、ボランティア入門やNPO・NGO論などの履修は好ましい。

１）震災対応の企画研究は、この授業以外に、遠藤先生、永橋先生が受け持たれる予定である。本企画研究は、こうした他の企画研究と有

機的に連携しながら進めていく。本企画研究の特徴は、他の２つに比して、震災ボランティアの可能性と課題について学び、本学部を含む、

学生全体に情報発信していくことにある。

２）これ以外に、本学ボランティアセンターなど、多様なアクターと連携を模索する。

３）他の震災対応の企画研究や専門演習と連携して、2012年春に情報を共有化し、社会に発信する共同研究会（公開シンポジウム）を企画

する予定である。本企画研究もその際にプレゼンテイターとして参加していきたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　本企画研究は、教室を出て、さまざまなアクターに会って、話を聞いていくアクティブな学びが中心となる。参加者の希望によっては、実際、震

災ボランティアに参加するなどのフィールドワークを授業外に積極的に行うことも追求する。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SQ)  §  企画研究（自主企画研究） (SQ)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

17133

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）日本におけるボランタリーセクターが抱える課題を把握する。

２）ボランタリーセクターを活性化させる様々な道筋について、とくに、震災ボランティアをフィールドとして理解する。

３）今回の震災ボランティアの意義について理解する。

４）震災ボランティア体験を広く学生に共有化する方法論を考える。

５）そして、実際、情報発信活動を行うアクティブな学びを追求する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　本企画に興味がある熱意ある学生の参加を歓迎する。もちろん、震災ボランティアに対して疑問を感じるという問題意識を持った学生も大いに

歓迎する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

今回の大震災について企画研究参加者の問題意識の共

有化

研究テーマの確認、震災ボランティア第１回

「全国ホームレス協会のこころみ」菅野氏の問題提起（音

声データ）

NPOネットワーク、新たな公共第２回

「イオンのこころみ」古谷氏の問題提起（DVDデータ） 企業の社会貢献活動、企業の震災対応第３回

「環境市民のこころみ」堀氏の問題提起（DVDデータ） FMラジオとインターネット発信の可能性、市民メディアと

環境運動

第４回

ボランティア問題へのアプローチ 日本のボランタリーセクターの課題、ボランティアにかか

わる文化的な問題

第５回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その１） インタビュー調査と調査まとめの共有化第６回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その２） インタビュー調査と調査まとめの共有化第７回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その３） インタビュー調査と調査まとめの共有化第８回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その４） インタビュー調査と調査まとめの共有化第９回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その５） インタビュー調査と調査まとめの共有化第10回

情報発信に向けた戦略会議 メディアの選択第11回

情報発信に向けたフィールド調査 メディアのフィールドワーク第12回

情報発信のための準備 第６回～第10回のデータの加工第13回

情報発信の実施 放送？　インターネット構築？　フェイスブック？第14回

情報発信活動の振り返り 活動成果の自己評価第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 本企画研究は、情報発信を目的としており、その具体的な成果を中心的に評価する。100 ％
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なし。

授業中に、適時、紹介していく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に、適時、紹介していく。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　東日本大震災の被災地から遠く離れた京都にあって、被災地の人々の支援のあり方をどう考え、どう関わっていったら良いのだろうか？本企

画研究では、人々の健康に着目し、体と心のケアをめざしたパフォーマンスの可能性を追求したい。関西に移住してきた被災地の人々を対象に

しつつも、可能であれば、被災地に赴きパフォーマンスの可能性を追求したい（被災地に行った場合、現地のニーズ（ガレキ撤去や炊き出し等）

にあわせた活動も展開する）。そのために、1．健康とは何か、体と心のケアに関するパフォーマンスの理論や実技などに関する情報収集や文献

学習を行う。2．実践例（日本ダンス・セラピー協会、日本プレイセラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽出する）を視察する。3．

被災地の人々の現状と課題を把握し、それに対応したパフォーマンスの可能性を探求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別段ない。あえていえば、「身体論」「ウエルネス論」などの履修は望ましい。

1．震災対応の企画研究は、この授業のほかに小澤先生、永橋先生が担当する予定である。本企画研究は、こうした他の企画研究と有機的

に連携しながら、進めていく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SR)  §  企画研究（自主企画研究） (SR)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

17135

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）体と心のケアに関する理論と実践を深く理解し、他者に伝えることができる。

（２）パフォーマンスの様々な意義について理解し、他者に伝えることができる。

（３）健康とは何かを、様々な観点から検討し、健康の維持・増進になにが必要なのかを理解し、他者に伝えることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明、今回の震災についての企画研究参加

者の問題意識の共有化

授業テーマの確認、問題意識の共有化第１回

健康とは何か、体と心のケアをめざしたパフォーマンスに

関する理論学習

健康、体と心、パフォーマンス第２回

体と心のケアをめざしたパフォーマンスの理論と方法に

関する情報収集

日本ダンス・セラピー協会、日本プレイセラピー協会、日

本ミュージックセラピスト協会

第３回

実践例の視察1（日本ダンス・セラピー協会、日本プレイ

セラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽

出する）

実践、視察第４回

実践例の視察2 （日本ダンス・セラピー協会、日本プレイ

セラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽

出する）

実践、視察第５回

ゲスト・スピーカーを招いて、被災地の人々の現状、特に

健康面に関する情報収集

被災地の人々の生活、健康、課題第６回

ゲスト・スピーカを招いて、関西に移住してきた被災地の

人々の現状、特に健康面に関する情報収集

関西、被災地の人々、健康、課題第７回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の可能性の追求

体と心、パフォーマンスの可能性第８回

関西に移住してきた被災地の人々への聞き取り調査１ 生活の現状、課題第９回

関西に移住してきた被災地の人々への聞き取り調査２ 健康の現状、課題第10回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案

体と心のケア、パフォーマンス、立案第11回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案とその検証1

体と心のケア、パフォーマンス、立案、検証第12回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案とその検証2

体と心のケア、パフォーマンス、立案、検証第13回

活動総括と成果のプレゼンテーション 総括、プレゼンテーション第14回

まとめと振り返り まとめ、反省第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　体と心のケアに関するパフォーマンスの情報収集と考察、ならびにパフォーマンスの企画立

案と検証など、参加者が主体、当事者となって積極的に進めていくことが求められている。日常

的な授業の取り組み状況を評価する。担当教員は、そうした参加者の積極的な活動を支援し、

関係するNPOや被災地ボランティアネットワークとの連携に力をそそぐ。

100 ％
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2．上記以外に、本学ボランティアセンター、京都ボランティアセンターなど多様な機関と連携して模索する。

随時提示する。

授業中に、随時、提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時、提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　本企画に興味のあり、行動力のある学生の参加を歓迎する。また、パフォーマンスの実践経験がなくても、問題意識を持った学生も大いに歓

迎する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　東日本大震災ならびに福島第１原発事故による被災地の日常生活や生産活動への大打撃をどう受け止めたら良いのか？被災地から遠く離

れた京都にあって、復旧復興や被災地の支援のあり方をどう考え、どう関わっていったら良いのか？私自身、まだ明確な道筋を見出せていな

い。その理由の１つに福島第１原発の事故とその影響の大きさがあり、活動の自由度が奪われるような「もどかしさ」を感じている。逆にこの「もど

かしさ」から、被災地ならびに被災者支援、ひいては、将来の防災計画やリスク分散の知見を集積できないか？そのような問題意識から、本企画

研究では「リスクを 小限に抑える小規模分散型のエネルギーの地産地消はいかにして可能か？」という問題設定を行う。本企画研究では、現

時点での電力供給量の１割近くを占める流込式水力発電に着目し、避難所や仮設住宅におけるマイクロ水力発電活用の可能性と課題を探求し

たい。可能であれば、被災地に赴きマイクロ水力発電を含む自然エネルギー設置のためのボランティア活動に従事してみたい（しかし、もし被災

地に行き、そこでのニーズが自然エネルギーの設置よりもガレキ撤去や炊き出し等であれば、現地のニーズに適う動き方を展開する）。以上の

探求を進める上でも、日本におけるマイクロ・小水力発電の実施例や可能性、課題などの情報収集や文献学習を行う。その出発点として、１００

年前から流込式水力発電を導入し市内約２万世帯の電気を作り出している京都市内４カ所の小水力発電所ならびに嵐山渡月橋小水力発電の

フィールドワーク学習、さらには他府県の事例を学ぶ。その上で、自然エネルギーの普及という観点で東日本大震災の復興支援を行っているいく

つかのNPO法人と交流、連携しながら、マイクロ・小水力発電活用の可能性を探求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代環境論」「環境技術論」「資源エネルギー論」「環境ライフスタイル論」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SS)  §  企画研究（自主企画研究） (SS)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

17137

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）東日本大震災の復旧復旧への関わりについて、自分の言葉でリアリティをもって語れるようになる。

（２）日本におけるエネルギー政策の現状や問題点を理解し、マイクロ・小水力発電の可能性と課題を深く理解し、他者に伝えることができる。

（３）被災地ならびに京都におけるマイクロ・小水力発電の普及の具体的な道筋や効果そして課題を深く理解し、他者に伝えることができる。

（４）マイクロ・小水力発電を成立させるために必要となる水の循環や涵養にも思いを馳せ、小規模分散型エネルギーの地産地消と共に、山林農

地の保全や農産物の地産地消も同時に追求していく発想法と具体的方法論を理解し、他者に伝えることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

日本のエネルギー　特に電気エネルギーの現状と課題

の理解

第１回

自然エネルギー普及の現状と課題ならびに可能性を把

握するための情報収集

第２回

自然エネルギーにおけるマイクロ・小水力発電の課題と

可能性を把握するための情報収集

第３回

日本におけるマイクロ・小水力発電の歴史と実践例の把

握と理解（１）

第４回

日本におけるマイクロ・小水力発電の歴史と実践例の把

握と理解（２）

第５回

京都における小水力発電のフィールドワーク（１）第６回

京都における小水力発電のフィールドワーク（２）第７回

京都における小水力発電のフィールドワーク（３）第８回

ゲストスピーカーを招いての自然エネルギーの実践例な

らびにその可能性と課題の共有

第９回

ゲストスピーカーを招いてのマイクロ・小水力発電の実践

例の共有

第10回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の可能性と課題

の把握（１）

第11回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の可能性と課題

の把握（２）

第12回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の企画立案とそ

の検証（１）

第13回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の企画立案とそ

の検証（２）

第14回

まとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 担当教員も自然エネルギーやマイクロ・小水力発電に関してはゼロからのスタート。マイクロ・小100 ％
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京都市内のフィールドワーク、被災地支援などは、可能であれば後期開講の前の夏期期間中に集中的に行いたい。なお、被災地支援に行

けるかどうかは、受け入れ先の事情やこちら側の体制、サービスラーニングセンターやその他環境NPOや被災地支援ネットワーク諸団との連

携などを勘案して判断することになる。

随時提示する。

随時提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

担当教員も右往左往、試行錯誤の中でこの企画研究を展開していく。何か知識を教える、という形には絶対にならない。被災地支援、原発問題

に関して、なんだか「もやもや」するという「心のひっかかり」を共有し、しかし、そのひっかかりを「もやもや」にとどめず、何か一歩踏み出したいと

いう気持ちを持ち寄って、積極的に、しかし、いろいろな局面で丁寧かつ誠実にコトを進めていける場や関係性を大事にしたい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

水力発電に関する情報の収集やその考察、ならびにフィールドワークの企画実施など、参加者

が主体、当事者となって積極的に進めていくことが求められている。担当教員は、そうした参加

者の積極的な活動を支援や環境NPOや被災地ボランティアネットワークとの連携に力をそそ

ぐ。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SA)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

12594

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％
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 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。
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授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SB)

担当者名 /  Instructor 大野 威

12595

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SC)

担当者名 /  Instructor 中井 美樹

12596

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SD)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

12597

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SE)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

12598

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現在の福祉国家において、現実の経済は新古典派経済学が想定しているように市場でだけ決まっているわけではない。市場経済とならんで国

家などがおこなう経済政策（財政・社会保障・金融などの諸政策）の影響も大きい。１９８０年代以降の日本の「小さな政府」（実は小さすぎる政

府）路線は、経済成長を叫びながら実際には経済格差を増大させたにすぎない。インフレの国・スウェーデンを念頭において、デフレに陥った日

本経済の問題点について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

経済学理論 (S)

担当者名 /  Instructor 伊藤 正純

13181

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標は、新聞の経済面・社会面に興味がもてるようになること、そして実際に読んでみて、少しはわかったという実感がもてるようになること

である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スウェーデン「生活の安全」というコンセプト 

  

  
 

福祉国家の理念、スウェーデンモデル、生活保障 4/6

経済は市場だけでは成り立たない 市場と財政は相互補完関係、「小さな政府」、「大きな政

府」

4/13

３つの福祉レジーム 自由主義レジーム、社会民主主義レジーム、保守主義

レジーム

エスピン・アンデルセン

4/20

国際競争力ランキング、国際競争力と「国民負担率」とは

無関係 

世界経済フォーラム、国際競争力ランキング、国民負担

率、北欧諸国の強さ、教育と生涯学習 

4/27

現代は「知識基盤社会」
 

経済の牽引力、公的な教育支出、Ｒ＆Ｄ、高等教育5/11

「小さな政府」は本当に高い経済成長率を生み出すこと

ができるのか 

日本の減税路線と財政赤字増大、成長戦略と経済格差

増大 

民主党政権は見直しているのか

5/18

「貧困大国」の双璧、アメリカと日本 「小さな政府」論に基づく減税政策、企業福祉とその破

綻、貧困大国の出現 

「トリクル・ダウン論」、所得再分配機能の放棄、相対的

貧困率、ジニ係数

5/25

「日本的経営」の問題点と北欧型「福祉国家」 正規雇用と非正規雇用、年功型賃金、職能給、職務

給、「福祉国家」と「生活の安全」 
 

6/1

 「デフレ」と人口減少社会
 

デフレはインフレターゲット論では克服できない

「安売り」競争、「デフレ」の病理、生活保護世帯の急増

6/8

未婚率の異常な高さとワーキング・プア 非正規雇用の増大、「自己責任」論の呪縛、未婚率、出

生率、サンボ 

6/15

「フレキシキュリティ」、「パートタイム社会」 デンマーク、オランダ、ＥＵ雇用戦略 6/22

労働組合は本当にもう化石なのか 
 

労働三権、労使協定、労働組合の経済的・社会的役割6/29

どんな社会を望むのか 北大のアンケート調査、日本型（日本的経営）より北欧

型が多い、しかし行政不信も強烈 

7/6

「成長戦略」か「反成長戦略」か これまでの成長戦略で本当に日本は経済成長したのか

外で稼ぎ出した富をいかに国内に還流させるかがカギ

7/13

福祉政策と環境政策の結合 
 

環境政策は経済成長政策 

グリーン資本主義

7/20

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述式論文試験。持ち込み不可。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ときどき授業の感想を書いてもらう。それに対する返事は次週の授業の冒頭で行う。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障 宮本太郎／岩波書店／978-4-00-431216-1／岩波新書

ポスト工業経済の社会的基礎 エスピン・アンデルセン ／桜井書店／4-921190-00-3／

スウェーデン・パラドックス 湯元健治・佐藤吉宗／日本経済新聞出版社／978-4-532-35448-0C3033／

 デフレ反転の成長戦略 山田久／東洋経済／978-4-492-39534-9／

スウェーデンにみる個性重視社会 二文字理明・伊藤正純 ／桜井書店／4-921190-16-X／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では主に、統計的な調査にもとづいて社会を記述・説明しようとする試みを扱う。私たちは日々、社会・世の中・世間といったものの一部

分に触れてはいるはずだが、全体としての社会の姿・特徴を想像することは実は非常に難しい。そこで計量社会学では、アンケートの結果を用い

て統計解析を行ったり、官庁統計を利用したり、文書・資料の内容分析を行ったりすることで、より正確かつより鮮明に社会の姿や世間のしくみを

とらえることを目指す。この授業では、そうした量的社会調査の方法とともに、その方法を用いることで社会についての発見を得た、既存の優れ

た計量社会学の研究に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に出題された課題を行うほかにも、新聞記事やテレビニュースに「社会調査」「世論調査」の結果が登場した時には、手続きや記述に問題

がないかどうか、改善の余地が無いかどうかを考えてみよう。

単位数 /  Credit 2

計量社会学 (SA)  §  計量社会学 (SA)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

13284

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計的な分析を通じて社会の仕組み・動きを浮かび上がらせるおもしろさを実感してもらうことが主要な目標である。そのために社会調査法の基

礎的な事項として、データ収集法、記述統計の計算法とその読み方、因果関係と相関関係の区別などを習得する。また、文書・資料を計量的に

分析する方法を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

[1] 分析手法を学ぶに当たって、社会調査データを実際に分析する実習を一部予定している。実習には、自分なりに「こんなことを調べてみよう」

という課題を持って積極的に参加する態度が望まれる

[2] 調査法や分析手法の解説を聞く際にも常に、「その方法をどんなふうに使えば、社会・世の中のことを明らかにできるだろうか」という意識を

持つことが望ましい。

[3] 授業中に「後で復習しよう」とは考えないこと。授業中に一通り理解するつもりで出席することが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ    大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武   ／ミネルヴァ書房 ／4623041042／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

科目内容についての概説 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 1

社会調査の目的と調査方法 社会学理論、社会学的想像力、社会統計学2

量的調査の仮説構成 理論、概念、測定、仮説検証、探索的分析、計量的モノ

グラフ 

3

質問文・調査票の作り方 既存の調査の活用、データ・アーカイブ 4

標本抽出と実査 サンプリング・エラーとその他のエラー、統計学的仮説

検定、調査法

5

調査データによる記述的分析 度数分布表、クロス集計表 6

分析実習１ 度数分布表、代表値 7

分析実習２ クロス集計表、カイ二乗検定、CramerのV 8

量的調査と質的調査 相補的な関係、参与観察、フィールドワーク、インタ

ビュー

9

質的データ（文書・資料）の計量的分析 内容分析、テキストマイニング 10

新聞記事・雑誌のテキストデータの収集と分析 データベース利用法、テキスト整理法、コーディング 11

自由回答データの収集と分析 コーディング、他の変数との関連12

分析実習３ コンピュータを用いた質的データの分析13

分析実習４ 多変量解析14

まとめ 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 学期中に何度か平常レポート提出を課す（20%）。また、学期末に 終レポート提出を課す

（80%）。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会調査データ・アーカイブ「SRDQ」

http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp

 その他 /  Others

ko-ichi@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本人の姿    岩井紀子・佐藤博樹編   ／有斐閣 ／4641280681 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では主に、統計的な調査にもとづいて社会を記述・説明しようとする試みを扱う。私たちは日々、社会・世の中・世間といったものの一部

分に触れてはいるはずだが、全体としての社会の姿・特徴を想像することは実は非常に難しい。そこで計量社会学では、アンケートの結果を用い

て統計解析を行ったり、官庁統計を利用したり、文書・資料の内容分析を行ったりすることで、より正確かつより鮮明に社会の姿や世間のしくみを

とらえることを目指す。この授業では、そうした量的社会調査の方法とともに、その方法を用いることで社会についての発見を得た、既存の優れ

た計量社会学の研究に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に出題された課題を行うほかにも、新聞記事やテレビニュースに「社会調査」「世論調査」の結果が登場した時には、手続きや記述に問題

がないかどうか、改善の余地が無いかどうかを考えてみよう。

単位数 /  Credit 2

計量社会学 (SB)  §  計量社会学 (SB)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

13291

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計的な分析を通じて社会の仕組み・動きを浮かび上がらせるおもしろさを実感してもらうことが主要な目標である。そのために社会調査法の基

礎的な事項として、データ収集法、記述統計の計算法とその読み方、因果関係と相関関係の区別などを習得する。また、文書・資料を計量的に

分析する方法を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

[1] 分析手法を学ぶに当たって、社会調査データを実際に分析する実習を一部予定している。実習には、自分なりに「こんなことを調べてみよう」

という課題を持って積極的に参加する態度が望まれる

[2] 調査法や分析手法の解説を聞く際にも常に、「その方法をどんなふうに使えば、社会・世の中のことを明らかにできるだろうか」という意識を

持つことが望ましい。

[3] 授業中に「後で復習しよう」とは考えないこと。授業中に一通り理解するつもりで出席することが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武  ／ミネルヴァ書房／4623041042／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

科目内容についての概説 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 1

社会調査の目的と調査方法 社会学理論、社会学的想像力、社会統計学 2

量的調査の仮説構成 理論、概念、測定、仮説検証、探索的分析、計量的モノ

グラフ 

3

質問文・調査票の作り方 既存の調査の活用、データ・アーカイブ4

標本抽出と実査 サンプリング・エラーとその他のエラー、統計学的仮説

検定、調査法 

5

調査データによる記述的分析 度数分布表、クロス集計表6

分析実習１ 度数分布表、代表値 7

分析実習２ クロス集計表、カイ二乗検定、CramerのV8

量的調査と質的調査 相補的な関係、参与観察、フィールドワーク、インタ

ビュー

9

質的データ（文書・資料）の計量的分析 内容分析、テキストマイニング10

新聞記事・雑誌のテキストデータの収集と分析 データベース利用法、テキスト整理法、コーディング 11

自由回答データの収集と分析 コーディング、他の変数との関連12

分析実習３ コンピュータを用いた質的データの分析 13

分析実習４ 多変量解析14

まとめ 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 学期中に何度か平常レポート提出を課す（20%）。また、学期末に 終レポート提出を課す

（80%）。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会調査データ・アーカイブ「SRDQ」

http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp

 その他 /  Others

ko-ichi@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本人の姿       岩井紀子・佐藤博樹編  ／有斐閣 ／4641280681 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、現代社会の中長期的変動を踏まえつつ、我が国の教育の概要を説明する。現在、「規制緩和」と「地方分権」の原理にもとづく改革

により、我が国の教育は大きく転換している。講義では、これまでの教育動向をのべたうえで、現在の教育改革動向を確認し、今後の展望を試

みる。とくに高度経済成長期以後の日本では、教育についての通念が経済社会の動向と密接に関連していることから、受講生が教育経験をふり

かえりながら、今後社会で生活するうえで必要な教育についての視点を提供する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

現代教育社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 湯田 拓史

12592

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

個人の発達と社会の発展との関連を理解する。

教育制度と産業社会との接続について多面的にみる。

現在進行している教育改革の概要を認識する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

毎時間レジュメを配布します。

これまでの教育経験を振り返ったうえで受講してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

教育の経済 三上和夫／春風社／978-4861100499／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会変動と教育  教育通念　教化と教育の違い1

教育の法制度体系 憲法　教育基本法　学校教育法2

学校教育 一条校　学校設置基準　教育特区3

教育と経済　その１ 義務教育費国庫負担4

教育と経済　その２ 家計教育費　機会費用（放棄所得）5

就学　―就学義務と就学奨励― 就学奨励支援　教育への権利6

教職への道　―養成・採用・研修― 開放性免許制度　教師塾の登場7

学校間接続　―高校通学区域制度と入試方式― 単独選抜　総合選抜　拡大する全県一区8

変貌する就学前教育　―幼保一元化― 幼稚園　保育所　認定こども園9

地方分権社会と教育 文部科学省・都道府県教育委員会・市町村教育委員

会・知事部局

10

地域社会と学校 地域連携11

産業社会と教育 臨時教育審議会以後の社会　就職活動　就職協定12

少子化社会の学校設置 市町村合併　通学区域　スクールバス13

高等教育の変貌　―国立大学法人の登場と私立大学― 国立大学法人　私立学校助成金14

学習社会の到来 知識と技能の絶え間ない更新を要求する社会15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） １．講義で示した語句の説明。

２．論述（１問）で、講義内容の理解度と論理性を評価する。

60 ％

平常点評価 出席をとります。定期的に小レポートを記入してもらうことで、これまでの教育経験のまとめと講

義での内容が認識されているかどうかをみます。

40 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　現代は,多面的な異文化交流が繰り広げられる一方、人種・民族・宗教問題、あるいは地域間経済格差の拡大などを背景とした戦争・内紛が絶

えない。この講義では、①20世紀の世界と日本の歴史を振り返り、現代日本社会の歴史的位置を確認し、②世界的な観点から、今日の日本の

産業・労働問題、教育・文化・福祉などをめぐる問題と今後の展望について検討していきたい。なお、本年度は、従来の講義と違い、第1次世界大

戦前後から講義をはじめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　特に希望はないが、経済学の基礎知識を各自で学んでおくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代史 (S)

担当者名 /  Instructor 伊藤 武夫

15868

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

　今日の世界システムと日本の経済社会との重層的な構造的連関を理解すること。

　専門教養としての歴史認識に磨きをかけること

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

20世紀システムとその変容 　現代はいつからはじまるか、今日の世界の政治的・経

済的諸問題の多くはいつ頃から明確になってきたか、20

世紀世界システムの形成、21世紀世界システムの捉え

方について

第１回　

第1次世界大戦(1)－1910年代のヨーロッパの変容－ 　大戦の背景、戦争の長期化、総力戦の展開、ロシア

革命、ドイツ帝国の崩壊

　敗戦国は各講和条約をどのような状況で受けたか、

裏切られた植民地の人びと

第２回

第一次世界大戦(2)－1910年代の中国と日本－ 　辛亥革命と中華民国の成立、日本の大戦景気と米騒

動、アジアをめぐる米国と日本

第３回

戦後の新しい世界秩序 　国際連盟の成立、ワシントン会議、中東地域の再編、

石油利権の動き

第４回

1920年代の欧米の経済と世界恐慌 　ドイツの賠償問題、イタリアのファッショ化、アメリカの

繁栄、世界恐慌、

　経済のブロック化

第５回

第二次世界大戦への道 　ドイツのナチス党政権の誕生、ベルリン・ローマ枢軸、

スペイン内乱、第二次世界大戦の勃発

第６回

中国の内戦と「満州国」建国 　1920年代の中国、世界恐慌に巻き込まれた日本、「満

州国」建国、日中全面戦争へ

第７回

第二次世界大戦から冷戦体制へ 　第二次世界大戦の推移、国際連合の成立、東西冷戦

体制への移行、非同盟の動き

第８回

福祉国家の形成とソ連型福祉 　戦後の復興と成長、英国の社会福祉、北欧の福祉、ソ

連型福祉、そして日本

第９回

成長の限界と新自由主義 　成長の限界、ニクソン・ドクトリン、ＯＥＣＤ諸国、多国籍

企業、南北問題、ソ連・東欧の経済、新自由主義の台

頭、ソ連崩壊

第10回

日本の低成長への移行と新自由主義の台頭 　２つのオイルショック、フレキシブル生産システム、プラ

ザ合意とその後のバブル経済

新中間大衆の時代

第11回

1990年代の経済のグローバル化と日本 　冷戦終結後の「大競争」時代、1995年という時、世界

規模の資本再編、日本農業の問題

第12回

グローバル化時代の日本企業と小泉政権の役割 　輸出依存型の経済構造、ＯＥＣＤとＧ８、日本企業と途

上国、日本の雇用環境、

規制緩和、郵政民営化　

第13回

世界からみた日本の雇用、生活保障、教育問題 　新しい労使関係の構築へ、生活保障の国際比較、教

育制度改革の問題　

第14回

覚めた眼で現実を 世界的無秩序への恐怖、アジア・アフリカ、ラテンアメリ

カで今、

ポスト戦後社会論をめぐって

第15回
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・3回に１度の割でコミュニケーションペーパーを配布・授業後に回収します。

　質問や意見への回答は、重要なものは授業でしますが、多くはWebCTの「ディスカッション」欄へ

　投稿し、公開します。

　

　教科書は用いない。講義レジメを用意する。

 参考書・参考文献は、適宜、授業のなかで紹介

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・WebCTで、できるだけ事前に講義レジメを公開するので、関係文献の予習、あるいは受講後の質問や感想を「ディスカッション」欄へ投稿するこ

と。可能な限り返信をします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

戦後世界経済史 猪木武徳／中公新書／978-4-12-102000-0／

日本経済論 橋本寿朗／ミネルヴァ書房／4-623-02098-3／必読

20世紀のヨーロッパ経済 D・H・オルドクロフト／晃洋書房／4-7710-1402-2／

日本の「失われた20年」 片岡剛士／藤原書店／978-4-89434-729-8／可能な限り一読を

ポスト戦後社会 吉見俊哉／岩波新書／978-4-00-431050-1／必読

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記）  定期試験で評価100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、現代日本政治を題材としながら、政治学の基本的な思考法や概念を体系的に学習する。日本政治の諸現象を政治学の文脈に位

置づけることによって、本講義は、現代政治の特徴をよりよく理解すること、そして政治学の基本的な発想法を学ぶことを目的とする。講義では、

映像資料や新聞なども利用して、 近の日本政治のトピックに言及しながら、政治学の基本的概念を学ぶという形式を採る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代政治論 (S)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

13180

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現代政治学の基本的な思考法や概念を身につける

・政治学の理論枠組に位置づけることで、現代（日本）政治の特徴を把握する

・現代（日本）政治に対して、自分自身の意見を持てるようにする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・現代政治を理解するためには、学術的な視角だけでなく、現実に生じていることを把握する必要がある。そのため、新聞やテレビ、インターネッ

ト等を通じて、関心を高めていくことが望ましい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：現代社会が直面する諸課題と政治の

関係

貧困・格差の拡大、社会的排除、地球環境問題第1回

１：政治とは何か、政治学の研究対象 政治、政治学第2回

２：現代国家の特質①－政治経済システムとしての福祉

国家－

ケインズ主義的福祉国家、労使妥協、戦後コンセンサス第3回

３：現代国家の特質②－福祉国家の諸基盤－ 埋め込まれたリベラリズム、フォーディズム、性別役割

分業、賃金稼得者モデル、戦後コンセンサス

第4回

４：政党 政党の役割、クリービッジ政党、包括政党第5回

５：利益集団 利益集団の役割、集合行為問題、多元主義、コーポラ

ティズム

第6回

６：官僚制 行政国家、政官関係（の変容）、行政改革第7回

小テストとこれまでの復習第8回

７：福祉国家の危機と諸批判 福祉国家の危機、諸批判（経済的自由主義、ネオマル

クス主義、保守主義、ニューレフト、環境、マイノリ

ティー、ジェンダーなど）

第9回

８：福祉国家の変容－新しい時代の政治経済システム－ 経済のグローバル化、ポスト工業社会、ポストケインズ

主義的福祉国家

第10回

９：ポスト福祉国家時代の多様性 ネオリベラリズム、新保守主義、新しい社会民主主義、

第三の道

第11回

１０：政治の変容①－新しい政治の台頭－ ニューポリティクス、価値観の変容、新しい政党、新しい

社会運動

第12回

１１：政治の変容②－国家の変容－ 国家の相対化、民営化・市場化、福祉多元主義、ガバ

ナンス、分権化、

第13回

１２：ポスト福祉国家をめぐる諸構想 ワークフェア、アクティベーション、ベーシックインカム第14回

まとめ：現代社会における政治の役割第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・講義内容の理解度および学習の到達度を確認する

・試験問題は、講義で説明した用語や概念を数行で説明する短答式および論述形式とする

70 ％

レポート試験 ・講義で学習した内容をふまえた、現代政治に関するもの（詳しくは講義の際に説明する）20 ％

平常点評価 ・前半を終えた段階に小テストを行い、講義の理解度を確認する

・形式は、講義で説明した用語や概念を簡単に説明する短答式とする

10 ％
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本講義では、特定のテキストを採用せず、各回ごとにレジメを配布し、それに基づき授業を進めていく。参考文献については適宜紹介してい

く。講義内容を理解し、各自で学習を進めていくために、政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する。例えば、下記の文献から、各自

の好みに合ったものを選んでほしい。

加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学（第三版）』有斐閣、2008年。

久米郁夫・川出良枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝『政治学』有斐閣、2003年。

大嶽秀夫・鴨武彦・曽根泰教『政治学』有斐閣、1996年。

個別のテーマに関する参考文献は適宜紹介していくが、講義全体に関する参考文献としては、以下のものを参照してほしい。

田口富久治・中谷義和（編）『比較政治制度論（第３版）』法律文化社、2006年。

新川敏光・井戸正伸・宮本太郎・眞柄秀子『比較政治経済学』有斐閣。

建林政彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』有斐閣、2008年。

村松岐夫・伊藤光利・辻中豊『日本の政治（第２版）』有斐閣、2001年。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義で適宜紹介していくが、政府機関や各新聞社などのホームページなどが有益である。

 その他 /  Others

講義中の私語は、他の受講生の迷惑になるため、厳禁とします。また、その他の注意点については、イントロダクションの際に説明します。講義

内容や学習方法など分からないことがあったら、講義の前後の時間や質問用紙を用いて、積極的に質問してください。

参考書 /  Reference Books

授業の前後およびオフィスアワー以外の時間については、メールなどで事前に連絡してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

コミュニケーションとは多義的な意味がこめられる概念です。そのため、コミュニケーションのとらえ方は、社会学、哲学、心理学、社会心理学、情

報科学といった多様な分野で様々なアプローチがなされています。この講義では、主に、社会心理学（第2～5回目）と記号論（第6～9回目）から

みたコミュニケーションについて理解を深めた上で、現代のコミュニケーションの動向についてメディアの歴史的展開や、近代化という社会変動を

軸にしながら、社会学的に考察（第10～15回目）します。現代的な事例を出しながら授業を進めますが、コミュニケーションについて、個別的な事

象から捉えるのではなく、いくつかの理論的なアプローチを学ぶことで一般化して広く理解することをめざします。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しません。レジメを使用します。レジメは教室で配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・毎回配布するレジメを読み直して、理解を深める

・不明な点は質問などで明確にする

・授業で紹介した参考文献を読んでみる

単位数 /  Credit 2

コミュニケーション理論 (S)

担当者名 /  Instructor 池田 知加

13155

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・社会心理学やメスメディア論などの観点から説得コミュニケーションについて理解し、説明できる。

・記号論的な観点から実際のコミュニケーション状況について分析することができる。

・コミュニケーションへの理論的な理解を深めた上で、現代コミュニケーションの動向について社会学的に論じることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

影響力の武器：なぜ、人は動かされるのか ロバート・Ｂ・チャルディーニ ／誠信書房／4414302692／第2～5回目の参考文献

プロパガンダ：広告・政治宣伝のからくりを見抜く アンソニー・プラトカニス、エリオット・アランソン／誠信書房／4414302854 ／第2～5回

目の参考文献

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス    コミュニケーション　コミュニケーション論第１回  

自己を知らせるコミュニケーション   対人コミュニケーション 自己開示第２回  

他者の心を動かすコミュニケーション   説得コミュニケーション　簡便法 第３回  

マスメディアと説得コミュニケーション-1   テレビ　効果研究 第４回 

マスメディアと説得コミュニケーション-2 プロパガンダ　感情 第５回  

コミュニケーションの記号と意味-１  記号論 ソシュール第6回  

コミュニケーションの記号と意味-2  ロラン・バルト デノテーション・コノテーション第7回  

記号化した世界  消費社会　欲望　差異第8回  

身体の記号論   パノプティコン 規律訓練第9回  

メディアとコミュニケーション  コンピュータに媒介されたコミュニケーション（CMC） No 

Sense of Place  

第10回  

コミュニケーションと「場所」  場所の無効化 グローバル化 第11回   

コミュニケーションと文化  異文化コミュニケーション　多文化主義第12回   

コミュニケーションと近代化  ポスト慣習社会　規範　個人化 第13回   

見知らぬ人とのコミュニケーション   都市　セネット第14回  

コミュニケーションと公共空間  ハーバーマス　公共圏第15回  

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 客観テスト（基礎的事項の理解）　

論述（テーマ設定・論理的構成力）

80 ％

平常点評価 授業内容の理解を深めるために、小レポート（A4 1枚程度）を授業内で実施する場合がありま

す

20 ％
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参考文献については授業でも適宜紹介します。授業内容について理解を深め、自分なりにはさらに深く考察したい場合などは参考にしてくだ

さい。               

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

私語は厳禁です。学生証を提示の上、即退出、以後の授業への参加は認めません。レジメは教室でのみ配布します。 

教室にコミュニケーション・ペーパーをおいておきますので活用してください。

メール・アドレスはtit21744@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

記号の知/メディアの知：日常生活批判のための

レッスン

石田英敬／東京大学出版会／4130100947 ／第6～9回目の参考文献

場所感の喪失 ジョシュア・メイロウィッツ／新曜社／4788508699 ／第10～14回目の参考文献

人生相談「ニッポン人の悩み」：幸せはどこにあ

る? 

池田知加／光文社新書／4334032968 ／第10～14回目の参考文献

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

一国の生産技術のありかたは、その経済状況のみならず、生活水準や諸文化のスタイルにも大きな影響を与える。またそれ以上に、技術は今

後の地球環境の変化の方向に決定的な影響を与える因子でもある。本講義では、生産技術が社会の諸事象にいかに絡みついているのかを具

体的に解きほぐし、またその発展過程を歴史的に解明していくことで、現代技術を批判的に捉える視点を示し、技術に関する問題の解決指針を

与えていく。

それには、技術自身について理解すること以上に、それが社会の中でどのように機能しているか、役にたっているかについてのセンスを磨く必要

があらわれる。技術を生活や社会の中に正確に位置づけ、その中から、スペックに惑わされない本来的な「技術と社会の発展」のありようについ

て考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

資源エネルギー論を同時に履修していくことが望ましい（履修順序は問わない）

対象となる科学・技術についての説明に専門概念を使用することもありますが、そうした事項については、その都度丁寧に説明いたします。受講

に理系的知識を前提としてません。 

なし

テキストはありません。随時レジュメ、参考資料を配布していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

産業技術論 (S)

担当者名 /  Instructor 山口 歩

15895

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

技術発展の指標について理解し、現今の技術を評価できるようになること 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

1冊のテキストで学習できるものでありませんので、講義を聞き逃さないようにしてください

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

技術と労働 大沼正則／岩波書店／ISBN4-00-003662-9　c0336 ／

アメリカンシステムから大量生産へ D.A.ハウンシェル／名古屋大学出版会／ISBN4-8158-0350-1／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション　技術発展と社会発展 技術発展　社会発展1

発明と普及の時間差について 蒸気船と帆船　動力と制御2

大型化の利得について スケールメリット　表面効果と体積効果3

産業革命論１　　道具と機械 道具と機械　産業革命4

産業革命論２　　大量生産社会 大量生産5

工作機械論 工作機械　汎用と専用　アメリカンシステム6

フォーディズム　流れ作業 コンベア流れ生産　大量生産7

フォーディズム２　テーラーシステム テーラーシステム8

ポストフォーディズム リーン生産方式9

日本的生産様式 FMS　JIT　10

ロボット論 ロボット　Ｒキューブ 11

半導体工業論 半導体　ＩＣ12

エレクトロニクス製品の現状　1 楽器の問題 ＰＣＭ　デジタル13

エレクトロニクス製品の現状　２　PC　通信技術 PC　ケイタイ14

 全体まとめ　技術発展とは 

 

技術発展15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義者の論理を正確に理解すること 100 ％
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適宜、講義などで紹介していきます

 その他 /  Others

なし

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、社会調査士プログラムの一環として今年度から開講される科目である。複雑化・多様化する現代社会において、人々の生活のリアリ

ティに迫る手法として、質的調査が注目を集めている。本講義では、情報処理や計量社会学に含まれている量的調査との相互補完関係にある

質的調査について、基本的な考え方、様々な種類の質的調査の方法とそれぞれの特性について学習する。同時に、受講生が自ら質的調査を実

施する（グループ調査および個人調査）ことを通じて、質的調査についての理解をより実践的に深めることを目的とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

量的調査に関する基礎知識を前提として講義を進めるため、関連する社会調査士プログラム等（情報処理、計量社会学）を受講しておくことが望

ましい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

質的調査論 (SA)  §  質的調査論 (SA)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

15905

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、質的調査の理論的・哲学的基礎を理解すると同時に、調査での実践力を培うことで、社会調査にかかわるスキルの向上を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『「あたりまえ」を疑う社会学－質的調査のセン

ス』

 好井裕明 ／光文社新書／9784334033439／

社会調査へのアプローチ―論理と方法 大谷 信介他／ミネルヴァ書房／9784623041046 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

“語り”と出会う―質的研究の新たな展開に向け

て

能智 正博／ミネルヴァ書房／9784623047239 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

質的調査入門 調査倫理第1回

質的調査と量的調査の比較 帰納法、演繹法、リアリティ第2回

質的調査の歴史 シカゴ学派、エスノメソドロジー第3回

インタビュー調査の計画 インタビュー調査法、回想法、ライフ・ヒストリー第4回

第５回：「あたりまえ」を疑う社会学① 生の「固有性」　相互作用　役割演技第5回

「あたりまえ」を疑う社会学②

 

「いま、ここ」　ポジショナリー第6回

「あたりまえ」を疑う社会学③

 

実証主義　グラウンデッド・セオリー　対話的構築主義第7回

「あたりまえ」を疑う社会学④

 

カテゴリー化　ドミナント・ストーリー　オルタナティヴ・ス

トーリー

第8回

「あたりまえ」を疑う社会学⑤ アクティヴ・インタビュー第9回

質的調査の分析方法 オープン・コーディング、脱文脈化、再文脈化第10回

事例研究①第11回

事例研究②第12回

調査研究発表会①第13回

調査研究発表会②第14回

質的調査のセンス第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・講義の 後にミニレポートの提出を課す場合がある（20%）

・インタビュー調査のトランスクリプションおよびレポートの提出（80%）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

アクティヴ・インタビュー―相互行為としての社会

調査

ジェイムズ・ホルスタイン、ジェイバー・グブリアム／せりか書房／9784796702584 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、社会調査士プログラムの一環として今年度から開講される科目である。複雑化・多様化する現代社会において、人々の生活のリアリ

ティに迫る手法として、質的調査が注目を集めている。本講義では、情報処理や計量社会学に含まれている量的調査との相互補完関係にある

質的調査について、基本的な考え方、様々な種類の質的調査の方法とそれぞれの特性について学習する。同時に、受講生が自ら質的調査を実

施する（グループ調査および個人調査）ことを通じて、質的調査についての理解をより実践的に深めることを目的とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

量的調査に関する基礎知識を前提として講義を進めるため、関連する社会調査士プログラム等（情報処理、計量社会学）を受講しておくことが望

ましい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

質的調査論 (SB)  §  質的調査論 (SB)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

15988

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、質的調査の理論的・哲学的基礎を理解すると同時に、調査での実践力を培うことで、社会調査にかかわるスキルの向上を目指す。

 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「あたりまえ」を疑う社会学－質的調査のセンス  好井裕明 ／光文社新書／9784334033439／

社会調査へのアプローチ―論理と方法 大谷 信介他／ミネルヴァ書房／9784623041046 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

“語り”と出会う―質的研究の新たな展開に向け

て

能智 正博／ミネルヴァ書房／9784623047239 ／

アクティヴ・インタビュー―相互行為としての社会

調査

ジェイムズ・ホルスタイン、ジェイバー・グブリアム／せりか書房／9784796702584 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

質的調査入門 調査倫理 第１回

質的調査と量的調査の比較 帰納法　演繹法　リアリティ  ナラティヴ　第２回

質的調査の歴史 シカゴ学派　エスノメソドロジー  第３回

インタビュー調査の計画 インタビュー調査法　回想法　ライフ・ヒストリー  第４回

第５回：「あたりまえ」を疑う社会学① 生の「固有性」　相互作用　役割演技  第５回

「あたりまえ」を疑う社会学②

 

「いま、ここ」　ポジショナリー第６回

「あたりまえ」を疑う社会学③ 実証主義　グラウンデッド・セオリー　対話的構築主義第７回

「あたりまえ」を疑う社会学④ カテゴリー化　ドミナント・ストーリー　オルタナティヴ・ス

トーリー  

第８回

「あたりまえ」を疑う社会学⑤ アクティヴ・インタビュー第９回

質的調査の分析方法 オープン・コーディング、脱文脈化、再文脈化  第１０回

事例研究①第１１回

事例研究②第１２回

調査発表会①第１３回

調査発表会②第１４回

質的調査のセンス第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・講義の 後にミニレポートの提出を課す場合がある（20%）

・インタビュー調査のトランスクリプションおよびレポートの提出（80%）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

社会学の生誕、確立の歴史を、重要な社会学者に則して概説する。その際には、社会学の形成発展を促した西欧近代社会の展開との関連を重

視する。したがって、重要な社会学者の理論内容とともに、その歴史的社会的背景や思想的背景についてもできるだけわかりやすく解説し、社

会学が立ててきた社会への問いの性格や意味について理解し考えていくことを重視して講義する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「基礎社会学」を受講していることはぜひ勧めたい。その他、社会学に関わる諸講義を受講しておれば、関心も持て理解しやすくなるだろう。ま

た、西欧近代史、近代の哲学思想（史）や経済学、政治学にかかわる講義も理解を助けるであろう。

社会学を学ぶ学生にとっては社会学史に関する知識は必須の知識ともいえる事柄なので、軽視しないで授業時のプリントや講義ノートや参考書

をもとに自主的に学習して欲しい。

単位数 /  Credit 2

社会学史 (S)

担当者名 /  Instructor 佐藤 春吉

13285

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学を基礎づけてきた古典的な社会学者の社会学説を理解し、社会的歴史的な背景のなかで問われた時代や社会の問題を考え、それをう

けて各社会学者が設定した問題、重要概念や研究方法、社会学研究に立ち向かう考え方について学び、社会学的思考のための基礎的な素養

を身につけることを目標にする。

具体的到達目標は、①代表的社会学者の主要な学説内容、主張、キー概念を理解すること、②それらの諸概念を普段の生活や学習に応用して

考えていく社会学的思考力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学成立の背景；１６世紀以来の西欧近代の誕生と

１９世紀ヨーロッパ市民社会の危機と変容と社会思想な

らびに社会科学の課題 

ヨーロッパ近代市民社会 第１回

社会学の前史としての社会思想；近代市民社会の成立と

啓蒙主義的市民社会論；１ホッブス、ロック、ルソー 

近代社会の形成、自然法と経験科学、社会契約 第２回

社会学の前史としての社会思想；近代社会の成立と啓蒙

主義的市民社会論；２アダム・スミス 

自然法を基礎とした経験科学への展開、啓蒙の成果第３回

社会学の生誕とその意味；資本主義の矛盾と啓蒙主義

思想の破綻（１９世紀問題）とそれに立ち向かう社会科学

としての社会学 

啓蒙の破綻と変容、１９世紀的転換期の危機第４回

社会学の生誕１；コントとスペンサー 社会有機体説、歴史発展の法則、実証主義第５回

社会学の生誕２；資本主義の矛盾とマルクス（１） 資本主義の矛盾、階級、疎外、物象化 第６回

社会学の生誕２；資本主義の矛盾とマルクス（２） 史的唯物論、生産力、生産関係、土台と上部構造第７回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ１；ジンメル 

社会化の形式、形式社会学、心的相互作用第８回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ２；デュルケーム（１） 

実証主義、社会学主義、集合意識、社会的拘束力、方

法論的集合主義

第９回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ２；デュルケーム（２） 

社会的事実、聖なるもの、俗なるもの、象徴主義第１０回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（１） 

価値自由、理念型、方法論的個人主義、行為の諸類

型、理解社会学、合理化

第１１回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（２） 

支配、権力、支配の諸類型、集団類型、官僚制 第１２回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（３） 

カリスマ、プロテスタンティズムと資本主義の精神、エー

トス、世俗内禁欲、使命予言、模範予言、ゼクテ、脱魔

術化 

第１３回

第一次大戦以後の社会学；シカゴ学派とアメリカ社会学

の展開

都市社会学、トマス、ミード 第１４回

現代社会学の出立；パーソンズ社会学とその批判 ＡＧＩＬ図式、機能要件、構造機能主義、ラジカル社会

学、現象学的社会学、ハーバーマスとコミュニケーション

的合理性 

第１５回
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評価は、試験中心です。講義を聴くだけでなく、配布されるレジメやＷｅｂＣＴ上の「講義ノート」その他の参考書を使用して、普段に学習するこ

とが大切です。勉強していなければ、答えられない試験問題が出ます。 

教科書は指定しません。授業は授業時に配布する「講義レジメ」を使用して行います。別途WebCTに掲載する「講義ノート」も活用して下さい。

上のアドバイスの欄に挙げたその他の参考書も、活用して下さい。 

特に指定しません。授業は授業時に配布する「講義レジメ」がもっとも重要です。別途WebCTに掲載する「講義ノート」も活用して下さい。講義

ノートには参考文献があげてありますので、適宜参考してください。本シラバスのア「ドバイス」の欄にあげた参考書はぜひ活用して下さい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講にあたっては、毎回の講義に出席するとともに、講義時に配布する「講義レジメ」とＷｅｂＣＴ上に掲示する「講義ノート」をもとに、自宅学習を

することが重要になります。講義ノートとレジメを活用するとともに、以下の社会学史の参考書と辞典も活用することを勧めます。

新睦人他『社会学の歩み』有斐閣新書

同『社会学の歩み　パート２』有斐閣新書

那須壽編『クロニクル社会学』有斐閣選書

浜島朗編『社会学小辞典』有斐閣

　また、普段から古典と言われる重要な社会学者の著作を読むこと。自分の研究テーマをもって学習し、社会学を応用的に生かすように普段か

ら心がけることが大切です。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

特になし

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義時に配布する講義レジメ、ＷｅｂＣＴ上で掲示する講義ノートをもとに、自宅学習をすることが重要になります。講義ノートとレジメを活用すると

ともに、以下の社会学史の参考書と辞典も活用することを勧めます。

新睦人他『社会学の歩み』有斐閣新書

同『社会学の歩み　パート２』有斐閣新書

同　編『新しい社会学の歩み』有斐閣

那須壽編『クロニクル社会学』有斐閣選書

浜島朗編『社会学小辞典』有斐閣

　また、普段から古典と言われる重要な社会学者の著作を読むこと。自分の研究テーマをもって学習し、社会学を応用的に生かすように普段か

ら心がけることが大切です。 

メール；hast01932@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験を行います。試験は、社会学史上重要な社会学者の学説、その基礎概念の知識を問いま

す。 

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「社会」の成り立ちを理解するのに役立つ代表的な社会学理論を紹介する。取り上げるのはデュルケームやヴェーバー、シカゴ学派、パーソンズ

のシステム理論、マートンの中範囲の理論である。これらの古典理論と現代の主要な社会理論との関連も合わせて説明する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会学史、社会調査関係の授業

参考書は授業のなかでそのつど紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業前にテキストの指定箇所を読み、授業中に指示する文献は図書館等で目を通すようにすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

社会学理論 (S)

担当者名 /  Instructor 宝月 誠

15881

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の考え方や基本的な概念を理解し、説明できる。

社会学視点を活用して具体的な社会現象を説明することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業ではテキストのほかにレジメを配布するので熟読すること。またコミュニケーションペーパーを利用して積極的に質問してほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会学のあゆみ 新睦人ほか／有斐閣／4-641-08-857-8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方と社会学のテーマ 共同態・権威・ヒエラルキー・聖なるもの・疎外第1回

デュルケームの社会理論　その1：『社会分業論』 集合意識・有機的連帯・社会的連帯・分業第2回

デュルケームの社会理論　その2：『自殺論』 自己本位主義・集団本位主義・アノミー・社会的潮流・実

証主義

第3回

デュルケームの社会理論　その3：『宗教生活の原初形

態』

トーテミズム・儀礼・集合的沸騰・シンボルと分類体系第4回

デュルケームの社会理論　その4：方法論 実証主義からシンボルの社会学へ第5回

ヴェーバーの社会理論　その1：『プロテスタンティズムの

倫理と資本主義の精神』

世俗内禁欲・エートス・親和性・意図せざる結果第6回

ヴェーバーの社会理論　その2：『儒教と道教』 氏族・家産官僚制・読書人・儒教の教え第7回

ヴェーバーの社会理論　その3：『社会科学と社会政策に

かかわる認識の「客観性」』を中心に方法論の検討

理念型・比較社会の方法・因果帰属第8回

デュルケームとヴェーバーの比較 差異法・一致法・共変法・意味の役割・因果分析第9回

シカゴ学派の社会理論　その1：トマスとズナニエツキ

『ポーランド農民』

移民・社会解体・ナラティブ形式第10回

シカゴ学派の社会理論　その2：パークとバージェス 人間生態学・都市エスノグラフィー・人種葛藤第11回

シカゴ学派とミード プラグマティズム・シンボリック相互作用論・界の理論と

の関連

第12回

パーソンズのシステム論 構造機能分析・ＡＧＩＬの相互交換・ルーマンの理論第13回

マートンの中範囲の理論 機能分析・準拠集団の理論・合理的選択理論との関連第14回

理論的視点の整理 現代社会に活用できる社会学理論の総括第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学理論の考え方や基本的な概念がどれだけ理解できているのかによって評価する。90 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーを提出して、みんな理解を促進するような的確な質問を出された方

には、加点する。

10 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は，社会・経済の様相を，経済学の基本的な発想や思考方法を理解しつつ，特に「制度」という視点から理解していくためのエッセンスを，

理論と現実の両方で学んでいくことを主題とします。

具体的には，（1）グローバル化する世界を理解する上での，通時的・歴史的な視点から見た欧米先進諸国間での多様性やその類型の問題，

（2）社会保障政策の1つであり，ニュース等でも頻繁に取り上げられる医療関連諸制度の問題，（3）自動車産業の代表的企業（e.g.，Toyota, 

Honda, Volvo, Ford，Mercedes）の企業活動とその環境や文脈，（4）タイの家計行動から見た，社会経済システムの独自性・固有性を巡る問題，

これら4つのトピックを取り上げて，制度の役割や機能を理解していきます。そして，制度が，社会経済システム全体や，個々のアクター（企業や

家計，あるいは私たち1人1人）のそれぞれに関連することを，具体的に，または，理論的に説明出来るようになることを目的とします。同時に，社

会を理解するためのアプローチの1つとして，経済と政治，あるいは文化等も関係し合い，結びついていることを説明する上での，制度アプローチ

のメリットや課題についても随時考えていきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義終了後に，内容の要約・学習の手引きをほぼ各回配布していく（配布方法は，初回講義で確認）。これと，各自の講義板書ノート，パワーポ

イント資料，これらの3つを併せて，講義のポイント，概念や用語等を特に復習すること。

単位数 /  Credit 2

社会経済学 (S)  §  社会経済学 (W)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

15808

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）ニュースや新聞にも出てくる基本的な経済用語や経済に関する図やグラフの意味を説明出来ること。

（2）経済学の根本的な発想や特徴的な方法について，理解していること。

（3）制度の視点から，社会経済システムの違いや制度の下でのアクターの多様性を，理論的に，または，現実的に考えつつ，説明出来ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講上の諸ルールの確認／イントロダクション：経済を理

解する眼としての制度

「ミクロ」「マクロ」「制度」1

経済学的思考のエッセンスとアプローチの主な特徴 「市場」「需要と供給」「マクロ変数」2

制度と社会経済システム①：第2次世界大戦後から1970

年代初頭までの欧米諸国を例に

「フォーディズム」「資本主義の黄金時代」3

制度と社会経済システム②：1970年代初頭から1990年代

中葉までの欧米諸国を例に

「アフター・フォーディズム」「労働市場」「技能と熟練と機

械化」「社会保障」

4

制度と社会経済システム③：1990年代～現在まで／補足

と小括

「制度階層性」「制度補完性」「制度比較優位」5

政策手段としての制度①：市場と制度との理論的な違い

について

「社会的厚生（の損失）」「公平性と効率性」「医療サービ

ス」

6

政策手段としての制度②：経済学の歴史から見た所得再

分配や格差・貧困への認識

「経済発展」「ジニ係数」「政府の規模（夜警国家と福祉

国家）」，「潜在能力アプローチ」

7

政策手段としての制度③：日本の医療諸制度の現状 「（公的）医療保険制度」「医療報酬制度」「薬価制度」8

政策手段としての制度④：続日本の医療諸制度の現状と

医療制度の将来

「医療法」「介護保険制度」「高齢化社会」「医療費抑制

問題」「制度設計」

9

制度の下でのアクター①：企業活動とそれを取り巻く環境 「生産モデル論」「利潤戦略」「成長分配様式」「CG妥協」10

制度の下でのアクター②：欧米の自動車諸企業の変遷を

中心に

「多様性とフレキシビリティー」「量」「量・多様性」の各戦

略

11

制度の下でのアクター③：日本の自動車諸企業の変遷を

中心に

「継続的原価低減」「イノヴェーション・フレキシビリ

ティー」「整合性を欠く」の各戦略

12

社会的慣習や文化としての制度①：経済システムの固有

性・独自性を巡って

「フォーマルな制度」「インフォーマルな制度」「取引費

用」

13

社会的慣習や文化としての制度②：タイの家計行動の事

例を中心に

「家計行動」「布施」「保護－被保護関係」「社会階層」

「所得再分配」

14

制度アプローチの課題と講義の総括 「制度論的ミクロ・マクロ・ループ論」「構造的両立性」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 3つの到達目標に対する主に相対的な到達度60 ％
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（1）各項目の詳細は，初回講義で説明・確認。

（2）上記「％」は「点」に換算し100点満点で成績算定。

※本の内容そのものに従って講義は展開しないが，主な用語等を参照・確認する様に指示する。あるいは，小レポート課題の対象の1つとし

ても使用する。入手することが望ましい。

●講義内容をより深く理解するために

・第03回～第05回／山田鋭夫（2008）『さまざまな資本主義』藤原書店，ISBN：978-4894346499。

・第10回～第12回／清水耕一（監訳）江口友朗（訳）『生産モデル（仮題）』ナカニシア出版，2011年刊予定（原著：Boyer, R., Freyssenet, M., 

(2002) The Productive Models: The conditions of Profitability, Palgrave 　　　

Macmillan）。

※その他，必要に応じて講義で紹介・指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

●第3回～第5回：OECD（http://www.oecdtokyo.org/）＜一部英語＞。

●第7回～第9回：厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/）＜特に厚生労働白書など＞。

●第14回～第15回：タイ王国国家統計局（http://web.nso.go.th/）＜英語＞。

 その他 /  Others

・メール連絡の場合には，必ず，自分の学年・組・学籍番号・氏名をメールの「Title」に書くこと。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（1）経済学の知識・テクニックの有無は問いません。但し，講義への出席を前提に授業は展開します。

（2）経済には直接あまり興味・関心がない学生，例えば，社会（学），文化，政治（学）等に興味がある学生の受講も歓迎します。

（3）講義は，板書とパワーポイントの併用形式です。パワーポイントを使用する場合は，適時，資料配布します（方法は，初回講義で確認）。ま

た，話していることもメモする習慣・技術を身につける様に。

（4）日常の学習は，「授業外学習の指示」を参照し実践すると共に，各自の興味や関心ある各種社会問題を講義の視点や内容に基づいて説明

出来ないかどうかを考えてみると，講義への理解も深まります。

●メールでのやりとり，または，事前予約の上でオフィス・アワー時に対面。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

入門制度経済学 宇仁宏幸他（訳）／ナカニシア出版／978-4779501661／2007

平常点評価 ①講義内容を利用した各自の興味や関心に関する小レポート（20％）。

②ランダムな出席確認や講義に関する質問票への回答（20％）。

③講義中に，一度警告したにも関わらず，再度騒いでいた場合には，氏名等を確認し減点対象

とする（1回につき－5％）。

40 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

　人々は社会からさまざまな影響を受けながら日々の生活を送っている。このような個々人の中に見られる社会的影響の産物として社会的態度

をとらえることができる。社会的態度はどのように形成され、どのような条件下で変化しうるのか。本講では社会的態度を中心に、個々人の持つ

パーソナリティや社会的動機、個人と個人との対人認知や対人関係、個人と集団とのかかわりあい、集団と集団との相互作用、さらに比較文化

といった複眼的な視点から社会の中の人間行動を考えてみる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

心理学、社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.ritsumei.ac.jp/~monden/

単位数 /  Credit 2

社会心理学 (S)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

13210

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

人間が社会から受ける影響、人間と人間のと相互作用、個々人の態度の形成と変容などについて理解できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

http://www.ritsumei.ac.jp/~monden/Reference/

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会心理学とは 社会心理学の位置づけ、他の領域との関連性１）

社会心理学の歴史・研究方法  社会心理学の研究の流れ、研究方法２）

個人の中の社会的影響 社会が個人に与える影響について欲求・動機づけ・本

能概念

３）

達成欲求 達成欲求の測定法、達成欲求と行動特性、達成欲求４）

親和欲求 親和欲求、不安と親和欲求５）

対人認知 情動の認知、パーソナリティの認知６）

印象形成 暗黙裡のパーソナリティ理論、相貌と印象、言語情報か

らの印象形成、行動観察による印象形成

７）

社会的態度とは 態度と対象の関係、態度の定義・機能８）

態度の形成 態度形成の問題について認知的成分、感情的成分、行

動傾向成分

９）

態度の変化 コミュニケーターの信憑性、コミュニケーションの提示方

法

１０）

対人魅力の規定因 空間的近接・身体的魅力・態度の類似度・他者評価１１）

対人魅力の理論 理論相互依存性理論・バランス理論・錯誤帰属説１２）

人格とは パーソナリティの概念、パーソナリティの理論、活動シス

テムとしてのパーソナリティ、心理＝社会的アイデンティ

ティ

１３）

人格の形成 社会化の概念と過程、価値の社会的学習、社会的学習

のメカニズム、モデリングとしての同一視、文化的価値

の伝達と内在化

１４）

文化と「人格形成」 乳児期からの社会的学習、子育てと文化のパターン１５）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 重要語句と研究例、理論の理解を確認する。70 ％

平常点評価 理解度を確認するため不定期に小テストまたはレポート課題を課す。30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSを用いて、社会調査等で得たデータを解析する方法について学ぶ。特に、社会調査と統計学の基礎や、基本

的な統計分析方法について、実際のデータをもとに確認し、応用方法を習得することを目指す。大量のデータを集計し、項目どうしの関連や違い

を調べることで、データから何が見えてくるのか、データをどう読みとればいいのかを、共に学んでいこう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本授業は社会調査データの分析に関するものなので、「社会統計学」と「社会調査論」の2つについて、受講済みである、または受講済みと同等

の知識があることを前提として行う。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）ができること。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

単位数 /  Credit 2

社会調査情報処理 (SA)  §  情報処理 (SX)  §  社会調査情報処理 (SA)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

15876

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使って基本的な統計解析ができるようになる。具体的手法としては「重回帰分析」の習得までが目標となるが、受講生の興味関心や習熟

度に応じ、さらに高度なモデルも射程に置く。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査と統計学 社会調査、記述統計学、量的調査、全数調査（悉皆調

査）、標本調査、母集団と標本、非標本誤差と標本誤

差、無作為抽出法、量的データ、質的データ、時系列

データ、クロスセクション・データ、パネル・データ

１

統計学の基礎（復習・確認を兼ねて） 統計量、度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏

差、分散、歪度、尖度、標準誤差、中央値、自由度、確

率密度関数、正規分布、中心極限定理、区間推定、信

頼区間

２

データを入手する／ウェブ上で分析する（既存の社会調

査データの入手・オンライン分析方法）

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、SSJDA（東京

大学SSJデータアーカイブ）、SRDQ（質問紙法にもとづく

社会調査データベース）、オンライン・データ分析

３

データを変換する／グラフと図を作成する ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

４

相関分析 相関分析、クロス表分析、連続変数、離散変数、（ピアソ

ンの積率）相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関

と因果関係の区別、疑似相関、偏相関分析

５

統計的検定 帰無仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤り、第2種の

誤り、棄却域、有意水準（危険率）、両側検定、片側検

定、有意確率

６

クロス表分析と検定 クロス集計表、クラメールの連関係数、χ2分布、独立

性の検定、χ2検定

７

平均の差の検定・分散分析 t分布、対応のない2つの母平均の差の検定、分散分

析、ANOVA（一元配置分散分析）、多重比較

８

（単）回帰分析 従属変数（被説明変数）、独立変数（説明変数）、定数

項、回帰係数、残差（実測値－予測値）、 小2乗法、決

定係数、決定係数の検定（F検定）、偏回帰係数の検定

（t検定）、予測値

９

重回帰分析 多変量解析、ダミー変数、標準化、標準化（偏）回帰係

数、交互作用、多重共線性、VIF（分散拡大因子）、（自

由度調整済み）決定係数、決定係数の検定（F検定）、

（偏）回帰係数の検定（t検定）

10

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）因子分析・主成分分析

因子分析、主成分分析、因子抽出法、回転、因子得

点、因子寄与、因子負荷

11

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）ロジスティック回帰分析

2値データ、順序付け可能な離散変数、ロジット変換、

Wald統計量、尤度比統計量、尤度比検定、2項ロジス

ティック分析、多項ロジスティック分析、順序ロジスティッ

ク分析

12
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本授業では教科書は用いず、毎回の授業時にレジュメを配布する。

本授業で学んだ内容のうち、重回帰分析までを、さらに詳細に（数学的な背景も含め）知りたい学生は、下記の文献を読むことを薦める。

・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学』ハーベスト社、1990年、ISBN4938551128。

また、本授業の内容に加え、さらに高度な分析手法を学びたい学生には、下記の文献を読むことを薦める。

・川端亮編著『データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析』ミネルヴァ書房、2010年、ISBN4623057305

・数理社会学会 (監修）、与謝野有紀・高田洋・安田雪・栗田宣義・間淵領吾 (編集）『社会の見方・測り方』勁草書房、2006年、

ISBN4326601868 

・太郎丸博『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN4888489645

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

ただし、やむを得ない理由により欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリントを熟読し、内容について十分に理解しておくこと。

なお、本授業の受講に際しては、以下の3点を求める。

1. 学内パソコンの利用IDとパスワードを、事前に各自で確認しておくこと。

2. 「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を、事前に済ませておくこと。

3. 自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を用意し、各回の授業で持参すること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

・WVS（World Values Survey：世界価値観調査）［無料登録すれば、データは即時ダウンロード可能］：http://www.worldvaluessurvey.org/

・ISSP（International Social Survey Programme：国際社会調査プログラム）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業で学ぶ統計分析は、ひとびとの意識や行動について知るための1つの方法である。なので、ひとびとの意識や行動について、何か知りた

いトピックを持つことが、本授業で紹介する統計分析手法を習得する上で、一番の助けとなる。

トピックは、自身で興味関心があるものなら何でも構わない。「幸せ」「恋愛」「結婚」「友人関係」「職業」「お金」「スポーツ」「外国」「環境」「健康」、

まずは何でもいいので考えてみてほしい。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。そこで必要な手法を身につけた上で、各自関心のあるトピックに取り組めば、新たな発見に出会えることだろう。もちろん、受講生全体の習

熟度に応じて、授業の進度は柔軟に調節するつもりである。

なお、授業中の私語は他の受講生の学習を妨げるので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や意見がある場合は、遠慮なくそ

の場で挙手し、発言されたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

SPSSによる多変量解析 村瀬洋一・高田洋・広瀬毅士／オーム社／4274066266／SPSSを使った分析の具体的

方法について解説。ただしロジスティック分析については触れていない

文科系学生のための新統計学 小野寺孝義・菱村豊／ナカニシヤ出版／4888489858／本授業で学ぶ分析手法につい

て、豊富なイラストで解説、親しみやすい

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／数学というだけで拒絶反応を起こしそうな人におす

すめ

マンガでわかる統計学［回帰分析編］ 高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」について、こちらも数学恐怖症の方に

日本人の価値観・世界ランキング 高橋徹／中央公論新社／4121500814／調査研究の成果を分かりやすく紹介、データ

からどのようなことが分かるのか、具体的に知ることができる

分析方法の応用(1) 分析モデルの構築、ケースの選択、値の再割り当て、変

数の計算、差の検定、相関分析、クロス表分析、分散分

析

13

分析方法の応用(2) ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、差の検

定、多変量解析

14

分析結果の報告 重回帰分析、プレゼンテーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則として、毎回の授業で統計分析等に関する実習課題を課し、授業時間内にその成果を報

告してもらう（成果点30％）。また、 終回では各自の関心に基づく統計分析について報告を

行ってもらう（成果点50％）。これらに授業への出席の頻度（努力点20％、ただし備考にあるよう

に、授業態度によって減点の可能性あり）を加味し、総合的に成績を評価する。

100 ％
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・ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research：政治・社会調査のための大学協会）［本学学生はデータの即時ダウン

ロード可能、ただし無料登録とメール認証が必要］：https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct

データを授業で使用する場合、ダウンロードの具体的方法については授業内で説明する。

このほか必要なものに関しては、講義内で適宜説明する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSを用いて、社会調査等で得たデータを解析する方法について学ぶ。特に、社会調査と統計学の基礎や、基本

的な統計分析方法について、実際のデータをもとに確認し、応用方法を習得することを目指す。大量のデータを集計し、項目どうしの関連や違い

を調べることで、データから何が見えてくるのか、データをどう読みとればいいのかを、共に学んでいこう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本授業は社会調査データの分析に関するものなので、「社会統計学」と「社会調査論」の2つについて、受講済みである、または受講済みと同等

の知識があることを前提として行う。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）ができること。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

単位数 /  Credit 2

社会調査情報処理 (SB)  §  情報処理 (SY)  §  社会調査情報処理 (SB)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

15884

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使って基本的な統計解析ができるようになる。具体的手法としては「重回帰分析」の習得までが目標となるが、受講生の興味関心や習熟

度に応じ、さらに高度なモデルも射程に置く。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査と統計学 社会調査、記述統計学、量的調査、全数調査（悉皆調

査）、標本調査、母集団と標本、非標本誤差と標本誤

差、無作為抽出法、量的データ、質的データ、時系列

データ、クロスセクション・データ、パネル・データ

１

統計学の基礎（復習・確認を兼ねて） 統計量、度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏

差、分散、歪度、尖度、標準誤差、中央値、自由度、確

率密度関数、正規分布、中心極限定理、区間推定、信

頼区間

２

データを入手する／ウェブ上で分析する（既存の社会調

査データの入手・オンライン分析方法）

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、SSJDA（東京

大学SSJデータアーカイブ）、SRDQ（質問紙法にもとづく

社会調査データベース）、オンライン・データ分析

３

データを変換する／グラフと図を作成する ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

４

相関分析 相関分析、クロス表分析、連続変数、離散変数、（ピアソ

ンの積率）相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関

と因果関係の区別、疑似相関、偏相関分析

５

統計的検定 帰無仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤り、第2種の

誤り、棄却域、有意水準（危険率）、両側検定、片側検

定、有意確率

６

クロス表分析と検定 クロス集計表、クラメールの連関係数、χ2分布、独立

性の検定、χ2検定

７

平均の差の検定・分散分析 t分布、対応のない2つの母平均の差の検定、分散分

析、ANOVA（一元配置分散分析）、多重比較

８

（単）回帰分析 従属変数（被説明変数）、独立変数（説明変数）、定数

項、回帰係数、残差（実測値－予測値）、 小2乗法、決

定係数、決定係数の検定（F検定）、偏回帰係数の検定

（t検定）、予測値

９

重回帰分析 多変量解析、ダミー変数、標準化、標準化（偏）回帰係

数、交互作用、多重共線性、VIF（分散拡大因子）、（自

由度調整済み）決定係数、決定係数の検定（F検定）、

（偏）回帰係数の検定（t検定）

10

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）因子分析・主成分分析

因子分析、主成分分析、因子抽出法、回転、因子得

点、因子寄与、因子負荷

11

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）ロジスティック回帰分析

2値データ、順序付け可能な離散変数、ロジット変換、

Wald統計量、尤度比統計量、尤度比検定、2項ロジス

ティック分析、多項ロジスティック分析、順序ロジスティッ

ク分析

12
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本授業では教科書は用いず、毎回の授業時にレジュメを配布する。

本授業で学んだ内容のうち、重回帰分析までを、さらに詳細に（数学的な背景も含め）知りたい学生は、下記の文献を読むことを薦める。

・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学』ハーベスト社、1990年、ISBN4938551128。

また、本授業の内容に加え、さらに高度な分析手法を学びたい学生には、下記の文献を読むことを薦める。

・川端亮編著『データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析』ミネルヴァ書房、2010年、ISBN4623057305

・数理社会学会 (監修）、与謝野有紀・高田洋・安田雪・栗田宣義・間淵領吾 (編集）『社会の見方・測り方』勁草書房、2006年、

ISBN4326601868 

・太郎丸博『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN4888489645

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

ただし、やむを得ない理由により欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリントを熟読し、内容について十分に理解しておくこと。

なお、本授業の受講に際しては、以下の3点を求める。

1. 学内パソコンの利用IDとパスワードを、事前に各自で確認しておくこと。

2. 「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を、事前に済ませておくこと。

3. 自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を用意し、各回の授業で持参すること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

・WVS（World Values Survey：世界価値観調査）［無料登録すれば、データは即時ダウンロード可能］：http://www.worldvaluessurvey.org/

・ISSP（International Social Survey Programme：国際社会調査プログラム）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業で学ぶ統計分析は、ひとびとの意識や行動について知るための1つの方法である。なので、ひとびとの意識や行動について、何か知りた

いトピックを持つことが、本授業で紹介する統計分析手法を習得する上で、一番の助けとなる。

トピックは、自身で興味関心があるものなら何でも構わない。「幸せ」「恋愛」「結婚」「友人関係」「職業」「お金」「スポーツ」「外国」「環境」「健康」、

まずは何でもいいので考えてみてほしい。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。そこで必要な手法を身につけた上で、各自関心のあるトピックに取り組めば、新たな発見に出会えることだろう。もちろん、受講生全体の習

熟度に応じて、授業の進度は柔軟に調節するつもりである。

なお、授業中の私語は他の受講生の学習を妨げるので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や意見がある場合は、遠慮なくそ

の場で挙手し、発言されたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

SPSSによる多変量解析 村瀬洋一・高田洋・広瀬毅士／オーム社／4274066266／SPSSを使った分析の具体的

方法について解説。ただしロジスティック分析については触れていない

文科系学生のための新統計学 小野寺孝義・菱村豊／ナカニシヤ出版／4888489858／本授業で学ぶ分析手法につい

て、豊富なイラストで解説、親しみやすい

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／数学というだけで拒絶反応を起こしそうな人におす

すめ

マンガでわかる統計学［回帰分析編］ 高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」について、こちらも数学恐怖症の方に

日本人の価値観・世界ランキング 高橋徹／中央公論新社／4121500814／調査研究の成果を分かりやすく紹介、データ

からどのようなことが分かるのか、具体的に知ることができる

分析方法の応用(1) 分析モデルの構築、ケースの選択、値の再割り当て、変

数の計算、差の検定、相関分析、クロス表分析、分散分

析

13

分析方法の応用(2) ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、差の検

定、多変量解析

14

分析結果の報告 重回帰分析、プレゼンテーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則として、毎回の授業で統計分析等に関する実習課題を課し、授業時間内にその成果を報

告してもらう（成果点30％）。また、 終回では各自の関心に基づく統計分析について報告を

行ってもらう（成果点50％）。これらに授業への出席の頻度（努力点20％、ただし備考にあるよう

に、授業態度によって減点の可能性あり）を加味し、総合的に成績を評価する。

100 ％
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・ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research：政治・社会調査のための大学協会）［本学学生はデータの即時ダウン

ロード可能、ただし無料登録とメール認証が必要］：https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct

データを授業で使用する場合、ダウンロードの具体的方法については授業内で説明する。

このほか必要なものに関しては、講義内で適宜説明する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

わたしたちが暮らす社会では、さまざまな現象が起きています。それらを理解するためには、社会現象そのものを客観的に捉え、考え、その結果

を発信することが必要です。社会調査とは、そのために欠かすことのできない手法です。この授業では、さまざまな社会調査の種類や特徴を整

理したうえで、調査票調査を中心に、調査の企画から調査票の作成、対象者の抽出、調査の実施、結果の分析と報告という一連のプロセスにつ

いて解説していきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会統計学、計量社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・雑誌・テレビ・インターネット等で登場する社会調査・世論調査・アンケート調査の結果を必ずチェックして、批判的に読むクセをつけましょ

う。「批判的に読む」とは、調査の結果を鵜呑みにせず、かといって頭ごなしに否定もせず、おかしいところはないか、あるとすれば「どこが」「どう」

おかしいのかを考えながら読むということです。

単位数 /  Credit 2

社会調査論 (S)  §  社会調査論 (S)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

13191

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会調査を実施し、結果をまとめ、論文・レポートや報告書等で報告するために必要となる、社会調査や調査手法に関する基礎的な知識、対象

者に対する接し方やデータ管理の倫理、データの分析法や調査結果のまとめ方等について理解することが目標です。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業は社会調査に関する授業の中でも基礎なものとなります。可能であれば1年次に履修することを勧めますが、そうでない場合も、可能な限

り早い年次で履修するようにしましょう。また、計量社会学および社会統計学を合わせて履修することを勧めます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査とは何か、なぜ必要なの

か？

社会調査、社会調査史１

量的調査と質的調査(1) 量的調査、質的調査、調査票調査、観察法、自由面接

法

２

量的調査と質的調査(2) 調査票調査、統計的調査、全数調査、標本調査、事例

研究、地域調査

３

社会調査の手順と倫理 調査倫理、仮説４

社会調査と理論：疑問から理論へ、理論から設問へ(1) 記述、説明、理論、命題、概念、仮説５

社会調査と理論：疑問から理論へ、理論から設問へ(2) 記述、説明、理論、命題、概念、仮説、調査研究例６

標本調査とサンプリング(1) サンプリング方法の考え方と

歴史

標本調査、サンプリング、割当法、無作為抽出法７

標本調査とサンプリング(2) サンプリング方法の実際 単純無作為抽出法、多段抽出法、系統抽出法、確率比

例抽出法、層化抽出法

８

標本調査と標本誤差：標本誤差と非標本誤差・推定の精

度

標本誤差、非標本誤差、推定９

調査票の作成：項目の選択・用語と文章・回答の形式・調

査項目の配列

調査票、ワーディング、尺度、コーディング10

調査の実施とデータ管理：対象者への対応、データの入

力、エディティング、コーディング

エディティング、コーディング11

データの集計と記述：基礎的集計・変数の種類・データの

記述方法

基礎統計量12

データを分析する：２変数の関連分析（クロス表分析）、エ

ラボレーション

クロス表分析、エラボレーション13

データを分析し、結果をまとめる：２変数の関連の分析方

法（相関分析、疑似相関）と調査結果のまとめ方

相関分析、相関係数、疑似相関、調査研究例、調査倫

理

14

確認テストと解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業 終日に確認テストを行い、その結果をもとに評価を行います。ただし、出席日数が所定

の回数を下回った学生については、確認テスト受験資格を認めませんので注意してください。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールによる連絡が基本です。直接質問等を行いたい場合も、事前にメールでアポイントを取るようにしてください。メールアドレスは初回の授

業で告知します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ（第2版） 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武／ミネルヴァ書房／4623041042／

社会調査の基礎　社会調査士A・B・C・D科目対

応

篠原清夫・清水強志・榎本環・大矢根淳／弘文堂／4335551339／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　この科目では、社会調査データを集計・分析する上で必要となる統計的分析方法の基礎を学ぶ。調査データを集計し要約的に記述する方法、

母集団の特性値を推定する方法、母集団についての仮説を検定する方法について、理論的基礎を講義するとともに練習問題を通じて実際に

データ分析を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、高校レベルの基礎的数学の知識を前提とする。

提出期限を過ぎた課題（宿題）は受け取らないので、提出期限までに必ず提出すること。

講義は教科書に沿って進める。教科書の説明を補うためにプリントを随時配布する。教科書の練習問題も授業・課題で利用・解説するので、

開講までに必ず入手しておくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の授業内容を必ず復習すること。課題を解きながら考えると理解が深まる。

またExcelの関数が使える者は、パソコンでも課題を解いて確認してみるとさらによい。

単位数 /  Credit 2

社会統計学 (S)  §  社会統計学 (S)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

13338

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計学の基本的な概念と方法について、説明することができる。

記述統計と推測統計の基本的方法を用いて、調査データの要約、推定、統計的仮説検定を行うことができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

統計学は積み立て型の科目なので、遅刻・欠席をすると授業についていくことが困難になる。授業への出席と課題提出は必須である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

よくわかる統計学 Ⅰ 基礎編 金子治平・上藤一郎編／ミネルヴァ書房／978-4-623-04926-4／教科書に沿って講義

を行う

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

統計データとは、統計的方法とは 統計データ、統計的方法、統計変量、記述統計、推測

統計

第１回目

比率と指数 変化率、寄与度・寄与率、指数第２回目

分布とその特性 度数分布表、ヒストグラム、代表値、散布度第３回目

相関 相関関係、相関係数第４回目

回帰 回帰分析、独立変数、従属変数、 小２乗法第５回目

確率の基礎 順列、組み合わせ、確率、条件付確率、ベイズの定理第６回目

確率変数と分布 確率変数、確率分布、期待値、分散、２項分布、正規分

布

第７回目

母集団と標本、標本調査法 母集団、標本、サンプリング、ランダムサンプリング第８回目

統計量の標本分布（１） 統計量、母数、標本分布、標本平均の分布第９回目

統計量の標本分布（２） 大数の法則、中心極限定理第１０回目

統計的推定（１） 点推定、区間推定、良い推定量の基準、信頼区間、母

平均の推定、ｔ分布

第１１回目

統計的推定（２） 母比率の推定、母平均の差の推定第１２回目

統計的検定（１） 仮説検定、有意水準、第Ⅰ種・第Ⅱ種の過誤、母平均・

母比率の検定

第１３回目

統計的検定（２） 平均値の差の検定第１４回目

クロス集計表とその検定 クロス集計表、カイ２乗分布、適合度検定、独立性の検

定

第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 統計学の基本的概念の理解度、基本的方法を使ったデータの分析力をみる。70 ％

平常点評価 授業内容の理解を確実なものとするために、簡単な課題（宿題）を１０回程度課す。課題の提出

状況を平常点とする。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

電卓を使って練習問題を解くので、毎回の授業に√の計算のできる電卓を必ず持参すること。Excelが使えるものはノートパソコンを持ち込んでも

よい。

参考書 /  Reference Books

電子メールで。

nagasawa@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・涙なしの統計学 D.ロウントリー／新世社／4-88384-035-2／数式をほとんど使っていないので、数学が

苦手な人には読みやすい

統計学入門 東京大学教養学部統計学教室編／東京大学出版会／4-13-042065-8／書名は入門

となっているが、高度な内容も含む
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、社会保障制度を考察するのに当たり、その内容を総論と各論とに分け、それぞれについて解説する。具体的な内容は以下の通り

である。

(1)　社会保障制度総論：①社会保障制度の理念・概念・対象、社会保障制度の体系(社会保険、公的扶助、公衆衛生・医療、社会保障関連制

度)、③社会保障の機能(生存権･ 低生活の制度的保障(ナショナル・ミニマムの保障)、所得再分配、生活と経済の安定化、社会的統合)、④社

会保障財源

(2)　社会保障制度各論：①年金制度、②医療保険制度。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代と福祉。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会保障関係情報の収集(新聞、テレビ、雑誌、インターネット)。社会保障制度の各種の問題点・課題に関する文献学習。

単位数 /  Credit 2

社会保障論 (S)  §  社会保障論 (SG)

担当者名 /  Instructor 城下 賢一

10394

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義は現在の日本の社会保障制度を体系的に把握し、その現代的課題について考察することを基本目標とする。具体的な達成目標は以下

の通りである。

 (1)　必要に応じて、外国の社会保障制度を取り上げ、日本の社会保障制度との相対比較を行う素養を身につける。

（2）社会保障制度の課題として取り上げられている様々なトピックス－社会保障費の「国民負担率増大抑制」論、「高齢化社会危機」論、「公的年

金加入の損得」論など－を概観し、制度の課題について理解を深め、課題に対する解決策を考察する力を培う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会保障制度の理念と範囲 大きな政府、小さい政府、社会保障制度審議会「50年勧

告」、選別主義と普遍主義

1

社会保障制度の機能 選別主義・普遍主義、 生存権、所得再分配、社会的統

合、多様なライフスタイル、少子高齢化と社会的サポー

ト

2

少子高齢化と社会的サポートの国際比較 日本とスウェーデン、育児休業・給付、児童手当、保育

所

3

社会的不平等とその実態 社会階層、経済資本、文化資本、所得再分配制度、ア

ファーマティブ・アクション

4

女性と貧困 高齢単身世帯、シングルマザー、生活保護、養育費、貧

困の連鎖

5

社会保障財政の現状と問題 社会保障給付費、国民負担率、「高齢化社会＝危機」

論、「純負担」、社会保障制度への投資効果

6

所得保障と年金制度 私的扶養の限界、近視眼性、市場の失敗、経済変動、2

階建て方式、給付スライド、被保険者、保険料、国庫負

担、保険料納付減免除制度

7

基礎年金制度の仕組み 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金8

基礎年金制度の問題と解決策 国民年金空洞化問題、社会保険方式の修正、税方式9

厚生年金制度の仕組み 被保険者、標準報酬、 老齢厚生年金、障害厚生年金、

遺族厚生年金

10

厚生年金制度の問題と解決策 世代間の給付/保険料の倍率、積立方式、賦課方式、

保険料固定方式

11

医療保険制度の概要 民間医療保険の限界、アメリカの医療保険、国民医療

費、地域保険と職域保険療養の給付、現物給付、現金

給付、公費負担医療、医療保険の財源

12

医療保険制度給付の内容 療養の給付、訪問看護療養費、入院時食事療養費、入

院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、高額療

養費、移送費、出産育児一時金、出産手当金、傷病手

当金、埋葬料、医療保険制度の財源

13

高齢者医療の概要、および、医療保険制度の問題と解決

策

後期高齢者医療制度、国民健康保険の滞納の要因、

国民健康保険制度の滞納対策(短期被保険証、資格証

明書)、国民健康保険制度の抜本改革

14

社会保障制度の発展要因と今後の社会保障制度 収斂化理論、ネオ・マルクス理論、民主主義・利益団体

論、国家中心理論、社会民主主義理論(権力資源論)・

福祉レジーム論

15
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国立社会保障・人口問題研究所・http://www.ipss.go.jp/。社会保障・福祉に関する 新データなどを得ることができる。

社会政策研究ネットワーク関西(SPSN関西) ・http://www.eonet.ne.jp/~aksugino/spsn/。社会保障・福祉に関する 新のトピックスを知る上で好

適。

 その他 /  Others

学生が授業に参加するにあたって守るべきルールとして、①積極的な質問、②携帯電話の禁止、③私語厳禁。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義は社会保障・福祉に関する制度・政策系科目の基礎となるものである。本講義を履修後、他の制度・政策系科目を履修することが望まし

い。また、社会保障の問題について当事者意識を持ち、自分なりにその解決策が提示できるように積極的に学習することが求められる。

基本的にオフィスアワーで対応する。連絡希望者は授業終了直後に相談日程について問い合わせること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『社会保障―論点・解説・展望(増補改訂版)』 木村敦編著／学文社／9784762017889／

『現代社会保障論―皆保障体制をめざして』 里見賢治／高菅出版／9784901793322／

『福祉社会 : 社会政策とその考え方(補訂3版)』 武川正吾／有斐閣／4641121192／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に沿って適切な解答がなされているかを基準に評価する。70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーを用いて平常点評価を行う。評価は、授業内容に関する適切なコメ

ントや質問がなされているかということを基準にして行う。

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SA)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

11971

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SB)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

11972

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SC)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

11973

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SD)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

11974

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SE)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

11975

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SF)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

11976

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7



2011 年度シラバス立命館大学

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SG)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

11977

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SH)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

11978

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SI)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

11979

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13



2011 年度シラバス立命館大学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SJ)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

11980

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SK)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

12113

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SL)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

12114

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SM)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

12115

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SN)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

12116

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SO)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

12117

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SP)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

12118

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SQ)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12119

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SR)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12120

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (SS)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12121

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

パソコンとインターネットが社会生活のあらゆる分野に浸透しつつある今日、情報ネットワーク環境の活用能力を身につけることは文字の読み書

きと同様に社会生活に不可欠となっている。高校での情報科目必修化はそのあらわれであり、大学における情報科目は基礎を修得したことをふ

まえた、より進んだスキル獲得へと深化している。また、大学での学びにおいても、レジュメ作成、プレゼンテーション、レポート及び論文作成に至

るまで、講義やゼミでの全ての学びに不可欠となっている。

この科目では、産業社会学部での４年間の学びに必要なパソコンの利用法（Windowsの操作、ワープロ、表計算）と情報ネットワーク（e-mail、イ

ンターネットWWW）の利用法について、体系的に実習を行う。また、演習などの学習に不可欠なオンラインデータベースの活用法やインターネット

からの情報検索方法など学術情報関連、授業支援ツールの利用方法、情報ネットワークを利用する上で必要となるマナーやセキュリティなど、

主体的な学修と研究の基礎となる情報リテラシーを実習により学んでいく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ガイダンス中に行われるコンピュータ・スキルの自己申告に基づいて、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、「入門」ク

ラスを申告する場合には、自身のコンピュータ経験や高校における情報授業の内容などの理由を明記する必要がある。また、各クラスの学習内

容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操作指導など講義運営が異なる。自分のスキルにあったクラスを選択することも重要だが、

より高いレベルを修得する意欲も持って欲しい。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受

講を強く勧める。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーI (ST)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12122

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜１～4回　全レベル共通＞

オリエンテーション

学内システム活用の基礎1

ID/パスワード管理、Windows7の基本操作（タスクバーの

活用、プログラムの起動と終了）、学内システムの利用方

法（Bbls）、メディア管理・ファイル・フォルダの管理方法

（教材フォルダの利用）

他人のIDの無断利用、USBメモリ、学内システム、教材

フォルダ

1

学内システム活用の基礎2

Webメールの送受信（大学からの重要メールの確認）、

メール送信時のマナー、アドレス帳の活用、Webメールの

管理、添付メールの取り扱い、圧縮・回答ソフトの利用方

法と意義

メールの書き方（良い例・悪い例）、添付メールの取り扱

い、データ圧縮の意義

2

情報検索

情報セキュリティ

図書館情報の活用

Webでの情報検索、検索情報の扱い方、情報セキュリ

ティ（Webコミュニケーション上でのトラブルなど、コン

ピュータウイルス、各種ネットワーク利用時に起きる問題

点を理解する、 近のトラブル事例の紹介）、RUNNERS

（蔵書検索）、新聞データベース（朝日新聞『聞蔵』）の活

ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺、脆弱性、Winnyでの

ファイル流出、プロフでのトラブル、USBメモリから広まる

コンピュータウイルス

3

１～3回目のまとめ

【課題１】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題1：情報検索

4

＜5回目以降　入門＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き･文字装飾)、タイトル･本文･記書き文の違い、文書

の保存・印刷（バックステージビューの活用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

5

文書作成基礎2

表の作成、ワードアート、クリップアートを活用した文書作

成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート

7
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表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

表紙、箇条書きスライドの作成

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

13

PowerPoint2

表、グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライド

ショーの実行

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　初級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント）、タイトル・本文・記書き文

の違い、文書の保存・印刷（バックステージビューの活

用）、表の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書作成（ワードアート、クリップアート、

図の挿入、テキストの折り返し）

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、表作成、バックス

テージビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、

テキストの折り返し

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（SUM、AVERAGE、MAX、MIN）、オート

フィル機能

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、表の書式設定（罫線、表示形式、書式設

定、表の構成変更）、相対参照と絶対参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

10

表計算基礎4

関数と絶対参照（復習）、グラフの使い分け、基本的なグ

ラフ（棒グラフ・円グラフ）の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN）、相対参照、絶対参照、グラフ作成（棒グラフ、円

グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

13
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、スライドショーの実行、配布資料印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

＜5回目以降　中級＞

文書作成基礎1

Word2010の画面構成、案内文書の作成（ページ設定、箇

条書き、文字装飾、インデント、均等割付、スタイル設

定）、タイトル・本文・記書き文の違い、ヘッダーとフッ

ター、表作成、文書の保存・印刷（バックステージビュー

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

5

文書作成基礎2

画像を利用した文書（ワードアート、クリップアート、図の

挿入、図ツールバーを利用した画像処理）

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

6

文書作成基礎3

【課題2】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題２：案内文書の作成

ページ設定、文字配置、インデント、スタイル設定、均等

割付、ヘッダーとフッター、表作成、バックステージ

ビュー、ワードアート、クリップアート、図の挿入、図ツー

ルバー

7

表計算基礎1

Excel2010の画面構成、Excelの基本操作、効率の良い

データ入力（文字データと数値データ、セル参照、四則演

算、移動・コピー、範囲選択、消去、保存）、関数を使った

計算（SUM、AVERAGE）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

8

表計算基礎2

関数を使った計算（MAX、MIN）、オートフィル機能、表の

書式設定（罫線、表示形式、書式設定）、相対参照と絶対

参照

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

9

表計算基礎3

関数（復習）、関数と絶対参照（復習）

関数応用（RANK、COUNT、COUNTA）

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

10

表計算基礎4

関数応用（復習）

グラフの使い分け、基本的なグラフ（棒グラフ・円グラフ）

の作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

11

表計算基礎5

【課題3】

総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題３：関数を使った表計算とグラフ作成

基本操作、四則演算、関数（SUM、AVERAGE、MAX、

MIN、RANK、COUNT、COUNTA）、相対参照と絶対参

照、グラフ作成（棒グラフ、円グラフ）

12

PowerPoint1

PowerPoint2010の画面構成、PowerPointの基本操作、

簡単なスライド作成（表紙、箇条書き、表）、配色の変更、

クリップアートの挿入

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

13

PowerPoint2

グラフスライドの作成、画面切り替え効果、スライドショー

の実行、配布資料の印刷

基本操作、文字スライド、表スライド、グラフスライドの作

成、画面切り替え効果、スライドショーの実行、配布資

料の印刷

14

到達度試験

前期まとめ

到達度試験

後期へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。 100 ％
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RainbowGuide2011、情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SA)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

12039

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SB)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

12040

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12



2011 年度シラバス立命館大学

文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SC)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

12041

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SD)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

12042

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SE)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

12043

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SF)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

12044

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SG)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

12045

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SH)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

12046

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SI)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

12047

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SJ)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

12048

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SK)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

12187

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SL)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

12188

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SM)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

12189

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SN)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

12190

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SO)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

12191

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SP)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

12192

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SQ)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12193

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SR)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12194

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12



2011 年度シラバス立命館大学

文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14



2011 年度シラバス立命館大学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (SS)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12195

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14



2011 年度シラバス立命館大学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

【入門】及び【初級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキル

の向上を目指す。論文作成、データ処理に不可欠なワードプロセッサー（Word）や表計算（Excel）、ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーション

ソフト（PowerPoint）の使用について確実に実習することで、主体的な学修と研究のためのスキルをより確実なものとする。

【中級】この科目では、パソコンや情報ネットワークの利用法について、前期の情報リテラシーⅠにおける学習を踏まえ、さらにスキルの向上を目

指す。ゼミ発表などに必要となるプレゼンテーションソフト（PowerPoint）のより高度な使用方法を実習により学修するとともに、ホームページの仕

組みについても学ぶことで、主体的な学修と研究のためのスキルの向上と次の段階への展開を図る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーIに引き続き、「入門」「初級」「中級」の３グレード制のクラス編成を行う。なお、情報リテラシーIの修得内容をふまえた上で、上位の

グレードへの変更のみ希望を受け付ける。情報リテラシーIと同様に、各クラスの学習内容はほぼ同じであるが、受講生のスキルに合わせた操

作指導など講義運営が異なる。さらなるスキルアップやキャリアにつながるスキル獲得を目指す場合には、情報リテラシーIIIの受講を強く勧め

る。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーII (ST)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12196

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

コンピュータの基礎をふまえた上で応用的なスキルを修得し、産業社会学部で学ぶ４年間の学習面での活用ができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

＜入門＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、表

スライド・グラフスライドの作成（復習）、文字と図のバラン

ス（レイアウトを考える、視線の流れを理解する）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2スライドデザインのルール、ビジュア

ル化への流れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概

念化、図解技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプ

を使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、カラーリング(配色表現･

配色の基本技法、カラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題1：指定テーマによるプレゼンテーション作成

（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期復習（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、絶

対参照）

応用関数1（COUNT、COUNTA）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

6

 表計算応用2前回関数の復習、応用関数2（RANK、IF） 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

7

 表計算応用3前回関数の復習、前期グラフの復習、円グ

ラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

8

 表計算応用4表とグラフの印刷、複合グラフの作成、シー

トの編集（挿入、移動、コピー、削除、名前の変更）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、MAX、MIN、RANK、

COUNT、COUNTA、IF）、グラフ（棒グラフ、円グラフ、複

合グラフ）、シートの編集

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、見出しの書式設定、

見出し番号の設定（段落番号）、レポートタイトルの書式

設定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

12
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文書作成応用3

 脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント（復習）

見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図表の挿

入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーとフッター、

インデント

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜初級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

1

 プレゼンテーション2マスタの利用、ビジュアル化への流

れ（表・グラフ・チャート表現技法）、図解の概念化、図解

技法（図表ギャラリーの利用、オートシェイプを使った図

形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

3

 プレゼンテーション4アニメーション効果の追加、発表の

準備、配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資

料の印刷）発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）

代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、アニメー

ション効果、プレゼンテーションの発表技法と評価・改善

方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数1

（COUNT、COUNTA、RANK）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、応用的な関数2（IF、

COUNTIF）、前期グラフの復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

7

 表計算応用3前回の関数の復習、応用的なグラフ、表と

グラフの印刷、複数シートの活用

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

8

 表計算応用4シートの編集、複数シート間の計算、総復習 絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF）、シートの編集、３D集計、グラ

フ（複合グラフ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、見出しの入

力、本文の入力、参考文献の入力、スタイルを利用した

見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、レポート

タイトルの書式設定

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成

スタイル、見出し番号の設定、Officeソフト間の連携、図

表の挿入、図表番号の設定、脚注、段組、ヘッダーと

フッター、インデント、文章校正機能、セクション区切り、

目次

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題１で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

＜中級＞

 プレゼンテーション1プレゼンテーションの構成と計画、ス

ライドデザインのルール、マスタの利用

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

1

 プレゼンテーション2ビジュアル化への流れ（表・グラフ・

チャート表現技法）、図解の概念化、図解技法（図表ギャ

ラリーの利用、オートシェイプを使った図形描画）

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

2

 プレゼンテーション3グラフ表現、バランスとカラーリング

(文字サイズや図の配置、配色表現･配色の基本技法、カ

ラーリング技法の注意点) 

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

3

 プレゼンテーション4アニメーションの設定、発表の準備、

配布資料の作成（ノートの活用、スライド・配布資料の印

刷）、発表技法と改善

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

4

プレゼンテーション5

 【課題1】課題１：指定テーマによるプレゼンテーション作

成（スライドの提出）、と代表者プレゼン実施

プレゼンの構成、図解化、表・グラフでの表現、プレゼン

テーションの発表技法と評価・改善方法

5

 表計算応用1前期Excelの復習と解説、応用的な関数

（IF、COUNTIF、SUMIF）

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

6

 表計算応用2前回の関数の復習、前期グラフの復習、応

用的なグラフ、表とグラフの印刷

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

7

 表計算応用3前回のグラフの復習、シートの編集、複数

シート間の計算

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

8

 表計算応用4データベースの利用方法（並べ替え、オート

フィルタ）、総復習

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

9

表計算応用5

 【課題2】総復習（ここまでの内容まとめ）

課題2：データの集計と複合グラフの作成

絶対参照、関数（SUM、AVERAGE、RANK、COUNT、

COUNTA、IF、COUNTIF、SUMIF）、シートの編集、３D集

計、グラフ（複合グラフ）、データベース（並べ替え、オー

トフィルタ）

10

 文書作成応用1文書の階層化、ページ設定、スタイルを

利用した見出しの設定、見出し番号の設定（段落番号）、

レポートタイトルの書式設定

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

11

 文書作成応用2ExcelやPowerPointからのデータ利用方

法（埋め込みオブジェクト）、図表の挿入、図表番号の設

定、脚注の設定、段組、ヘッダーとフッター、インデント

（復習）

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

12

 文書作成応用3文章校正機能、セクション区切り、表紙の

作成、目次作成、参考文献の記入

アウトライン機能、脚注、ヘッダーとフッター、インデン

ト、ページ番号設定、段組み、文章校正機能、Officeソフ

ト間の連携

13

文書作成応用4

 【課題3】総復習（ここまでの内容のまとめ）

課題3：課題1で作成したプレゼンテーションの内容をまと

め、レポート化する

14

到達度試験

 後期総まとめ到達度試験

１年間のまとめ、これからの授業へのつながり

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点、課題提出状況、小テスト・ 終講義日に実施する検証テストによって評価する。100 ％
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情報リテラシー2011（Windows7＆Office2010）、配布資料

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 ・データ保存用にUSBフラッシュメモリを1つ用意し、学生証番号と氏名を記入したラベルを各自貼付しておくこと。

 ・授業開始後5分までは出席扱い。6分から15分までは遅刻扱い。16分以上遅れた場合は欠席扱いとする。

なお、遅刻1回あたり0.5回分の出席点とする。詳細は、授業内で説明する。

 ・宿題を数回実施する予定。

 ・欠席時に配布したレジュメはレジュメ棚およびコースツールに設定するので、各自で確認すること。

 ・課題作成のために自習が必要な場合がある。

 ・不明点は各自でサポートルームを活用して解決すること（サポートルームの実施時間・場所は授業内で説明する）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

ハリウッドの100年の歴史を分析することで、映画誕生期から現在に至る映画イメージと映画産業の関係の推移と特徴を、同時代の政治的、社

会的、文化的背景のもとで捉える。さらには今後の映画産業のあり方、可能性、方向性についても考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし、毎回レジメ、資料を配布

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ハリウッド映画だけでなく、多くの、様々なジャンルの映画を観ること

毎回、映像資料や参考文献をあげるので、授業後に参照すること

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SB)  §  専門特殊講義 (SB)

担当者名 /  Instructor 神谷 雅子、松谷 容作

13204

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

映画のイメージと産業構造の関係性を理解し、批判的に思考する視座を養う。

映画産業と政治、文化、社会の関係について理解を深める。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・映画を観た際は、必ず何らかのメモをとること

・映画の制作年代と同時代の産業システムを常に意識すること

・疑問点、問題点があれば積極的に質問すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『映画館と観客の文化史』 加藤幹郎／中公新書／／2006年

『ハリウッド100年史講義――夢の工場から夢の

王国へ』

北野圭介／平凡社新書／／2001年

『映画の政治学』 長谷正人、中村秀之／青弓社／／2003年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

映画産業論　導入１ 映画産業論とは第1回

映画産業論　導入２ 映画産業を考えるための見取り図第2回

映画の誕生とハリウッド シネマトグラフ、キネトスコープ、映画興行第3回

古典的ハリウッド 古典的ハリウッド映画、D・W・グリフィス第4回

サイレント全盛のハリウッド 垂直統合、スター、ジャンル第5回

黄金時代 トーキー、ミュージカル映画、プロダクション・コード第6回

自意識の映画 アルフレッド・ヒッチコック、オーソン・ウェルズ、第二次世

界大戦

第7回

40年代のハリウッド パラマウント訴訟、フィルム・ノワール第8回

アンビバレントな映画産業 パッケージ型制作、アトラクション、メロドラマ第9回

自由と映画 政治、スペクタクル、作家主義第10回

ハリウッド再生① スター作家、レイティング・システム第11回

ハリウッド再生② イベント化、水平統合、テレビ第12回

今日のハリウッド① 水平統合、新作家主義第13回

今日のハリウッド② メガコングロマリット化、多角化第14回

今日のハリウッド③ ニュー・ライン・シネマ、ミラマックス、物語、国際化第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問への解答内容で、授業への理解度をはかる。80 ％

平常点評価 毎回授業後、コミュニケーションペーパーを提出してもらう。その内容で、授業の理解を確認す

る。

20 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

メディアに露出しているニュースやドキュメンタリー番組などは、どんな取材と論議を経てつくられ、読者や視聴者に届けられるのか。事件、事

故、政治、経済、国際、芸能、スポーツ・・・。一つの記事や番組の中には、過去から現在に連なる歴史の「縦軸」と、グローバル化が進む地球的

な広がりを示す「横軸」とが交差する中で、各メディアがそれぞれの価値観で、選び取った読者へのメッセージが込められている。メディアの第一

線で活躍している朝日新聞記者や朝日放送報道局員・カメラマンなどの現場報告を受けて、「特ダネ」はどのようにして生まれるのか、その舞台

裏の生々しい議論、さらにメディアが日々発信しているニュースの背景や「意味」を、それぞれのメディアの中で交わされている「論議」も踏まえな

がら、同時進行的に紹介、解析していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SC)  §  専門特殊講義 (SC)

担当者名 /  Instructor 白石 憲二

13205

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

新聞やテレビなどメディアが日々発信しているメッセージについて、その狙いなどを客観的に理解し、バランスのとれた視点で、その記事や番組

などのすぐれた点や不十分な点を評価、指摘できるようになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

できるかぎり新聞を読みテレビのニュース・ドキュメント番組などに接するように心がける。とくに興味あるテーマについて継続的にウオッチし、各

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに～メディア、報道の役割とは～ 白石憲二 客員

教授

発掘力第１回（9/30）

社論～支持される主張とは～　前田史郎氏（朝日新聞論

説委員）

争論第２回（10/7）

バラエティ～ワイドショー～岩城正良氏（朝日放送制作局

制作部長）

笑い第３回（10/14）

地震と科学報道～打ち続けたメール～　桜井林太郎氏

（朝日新聞科学医療グループ記者）

衝撃音発生第４回（10/21）

どうなる原発政策　稲田清英氏（朝日新聞経済グループ

記者）

エネルギー第５回（10/28）

国際報道とは～イラン革命など～　安東建氏（朝日新聞

編集局長補佐）

特ダネ第６回（11/4）

ドキュメンタリー～テレメンタリー番組～　西村美智子氏

（朝日放送報道局ディレクター）

証言第７回（11/11）

生活報道と震災　山田佳奈氏（朝日新聞生活文化グルー

プ記者）

教訓第８回（11/18）

報道カメラマンの１日～ 新機材など～　高木伯之氏（朝

日放送映像編集部長）

空間第９回（11/25）

写真取材の現場から～シャッターチャンス～　久松弘樹

氏（朝日新聞写真グループデスク）

集中第１０回（12/2）

事件報道と人権～テレビニュースの現場から～　星信幸

氏（朝日放送報道局次長）

メディアスクラム第１１回（12/9）

スポーツ取材の 前線～トラ番記者～　福角元伸氏（朝

日新聞スポーツ部記者）

トラ番第１２回（12/16）

地域報道の現場から～密着～　臼倉恒介氏（朝日新聞

京都総局長）

目線第１３回（12/23）

開かれた新聞とは～市民ネットと投書～　筑瀬重喜氏

（朝日新聞声担当）

ブログ第１４回（1/6）

まとめ・質疑応答　白石憲二客員教授 質問力第１５回（1/13）

※講師の業務の予定により、テーマの変更や講師の変

更が発生する可能性があります。 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 「課題についての理解度、論旨の構成や説得力を重視する70 ％

平常点評価 毎回のコミュニケーションペーパー、数回おきのミニレポートで理解度をはかる30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　http://www.pressnet.or.jp/ 日本新聞協会プレスネット、週一回更新の「紙面展望」。

加盟新聞社の社説の論調をテーマ別に紹介している。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

メディアの論調を比べてみる。大きな事件の判決報道などで、自分ならどう本記（判決の中身を伝える記事）を書くか、判決要旨などを読んで試し

てみる。読解力と文章力がつく。テレビニュースなら、現場からどう伝えるか、リポーターの立場になって考えてみる。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

NHK講座　テレビ放送完全デジタル化元年の放送を展望する：大河ドラマ「江」、感動の瞬間を伝える伝道師・スポーツ実況アナウンサー、通信

端末スマートフォンと放送はどのような接点を持てるか、放送が視聴者の私たちにどのような変化をもたらすかなど、日本の放送界をリードする

プロフェッショナルが、直接、講義し、質問にも答えます。また受講生が番組企画し、一人ひとりコメントももらえるなど、アクティブ感のある講義が

シリーズで繰り広げられる講座です。本講座を受講すれば、日本の公共放送が現在どのような状況におかれているのかを理解することができま

す。放送経営、ニュース・ドラマ制作、技術の現場、激動する今日の経済や国際関係報道の一線を経験してきたジャーナリスト、カメラマンが何を

感じ、何を伝えてきたかについて、放送メディア・ジャーナリズムにおける 新の動きを学びとることを目的にしています。15回のシリーズで行うこ

の講義には、メディアと舞台、国際報道、未来の 先端メディアテクノロジーについてなど、日本を代表する講師陣が講義を展開します。 　

※2011年度の本講座は、2010年度に続き、キャンパスプラザ京都ではなく立命館大学衣笠キャンパスで開講されますので、注意してください。ま

た、授業は毎週金曜日16:20～17:50実施を基本としますが、4月29日と5月6日は休講とします。代わりに、6月25日と7月16日の土曜日、13:00～

14:30に正規講義として行います。 　

※講師とテーマは都合により変更になることがあります。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SD)  §  専門特殊講義 (SD)  §  特殊講義（総合） (VA)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13218

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

放送に興味を持っている学生から、将来、放送の現場を担いたいと希望する学生まで、国内・国際の放送ジャーナリズム、ドラマやスポーツ中継

の映像番組制作、デジタル化された放送メディアの環境変化と未来に至るまで興味関心を幅広く満たせる内容となっています。この講義を通じ

て、放送のあり方、放送の将来展望について考える力をつけてもらうことを目標にします。講義では、毎年恒例で、受講生からも評価が高い「受

講生自身の手による放送番組企画の提案」という実践的課題にも取り組んでもらいます。各受講生から提出された番組企画案には、制作のプロ

フェッショナルが一人ひとり丁寧にコメントを書いて、個別にフィードバックします。これを通じて、受講生が、放送番組制作者の立場をより身近な

ものとして理解・批評する力をつけることができます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スタートアップ企画：(対談講義)デジタル元年～映像を通

じて伝えること

※小林千洋／京都放送局長、辰巳琢郎／俳優(特別ゲス

ト)

4月8日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱① ドラマ

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の制作舞台裏

※屋敷陽太郎／制作局チーフプロデューサー

4月15日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱② ス

ポーツ

感動の瞬間を伝える伝道師～スポーツ実況の世界～ア

テネ五輪体操男子団体～「栄光への架け橋」誕生秘話

※刈屋富士雄／ＮＨＫアナウンサー

4月22日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱③ 編成

視聴者ニーズと編成

※白石信子／編成局編成センター担当部長

5月13日

NHKを支える仕事① 営業

完全デジタル元年　受信料と公共放送について考えてみ

ませんか？ 

※長村中／営業局計画管理部長

5月20日

NHKを支える仕事② ニュース報道

災害報道の現場から～阪神淡路大震災と東日本大震災

～

※住田功一／大阪放送局チーフアナウンサー

5月27日

NHKを支える仕事③ 技術

完全デジタル元年 未来をめざして　驚きの 先端メディ

アテクノロジー

※久保田啓一／NHK技術研究所長

6月3日

番組企画に求められるもの 双方向授業①

番組制作の基本・提案課題設定

※東條充敏／京都局チーフディレクター

6月10日

番組企画関連講座

3つのたまごの生みの親が伝授 

※中谷日出／解説委員室解説主幹

6月17日
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特に指定しない。

特に指定しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔①

カメラマンの仕事～映像で表現するということ～

※林克明／京都局技術部カメラマン

6月24日

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔②

経済取材の醍醐味 

※飯田香織／報道局記者(「Bizスポ」経済キャスター)

※土曜講義。教室変更の場合があるので掲示に注意。6月25日（土曜講

義）

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔③

ＮＨＫの常識をぶち壊せ！～ＮＨＫエンターテインメント戦

略～

※吉田照幸／制作局専任ディレクター(ｻﾗﾘｰﾏﾝNEO)

7月1日

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔④

新米ディレクター奮闘記

※磯田美菜／京都放送局ディレクター(中継「ニュース

610 京いちにち」)

7月8日

番組企画に求められるもの 双方向授業②

提案の秘訣・提案課題プレゼンテーション

※田島徹／京都放送局放送部長

7月15日

いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ

※塚田祐之／NHK理事

※土曜講義。教室変更の場合があるので掲示に注意。7月16日（土曜講

義）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 【平常点評価】75 %

各回で、フィードバックコメントを書いてもらう。各講義で自分が受け止めた内容のサマリー、こ

れに加えて個人的にどのような感想を持ったかを記述して、講義の 後に提出してもらう。各５

ポイント満点で評価する。5ポイント×15回講義＝７５ポイントとなる。

【レポート】25 %

学期中に課題として出される個人の番組提案を評価の対象とする。この課題は、番組企画に対

する専門的な技量を評価するものではなく、講義を通じて受講生が獲得した視点や発想の面白

さを、いかに番組提案にうまく反映させているかが評価の主ポイントとなる。このため各講義に

おいて受講生が放送番組について個人的に考えを書き留めるなどして、アイデアを積み上げる

作業さえしていれば平均以上のポイントは獲得できる。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、一般社団法人日本音楽出版社協会、社団法人全国コンサートツアー事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家

著作隣接権センターなど３つの団体他の寄附から成り立つ講座である。音楽評論家で日本レコード大賞常任実行委員でもある反畑誠一先生

（産業社会学部客員教授）が担当。講義内容は、コンテンツ産業界の 前線で活躍されている方々をゲスト講師として招聘し、リレー形式の講義

で構成される。 

　デジタル技術の進化やインターネットの地球規模の普及は、エンタテインメント産業界に大きな構造的変革をもたらしており、深刻な問題を伴っ

ている。この状況を受け、2010年1月1日には、著作権者の了解を得ずにインターネットで配信された音楽や映像をダウンロード（受信）することも

違法とする改正著作権法が施行されるなど、インターネット全盛時代の知的所有権の保護と活用は限りなく日常に近い問題として、これまでにな

く社会的関心事となっている。 

　一方で、このデジタル化やインターネットの普及などによる情報テクノロジーの進化と国際化により、誰もが表現者となり得る時代をむかえ、市

民一人ひとりが創作者として権利ビジネスに参画していくことも可能になった。つまりこれは、著作権などの知的所有権の実態をビジネスの観点

からも学ぶことが、芸術文化・エンタテインメント産業の新たなビジョンづくりの上で大切であるというメッセージであると言える。 

　このような現状を踏まえ、この科目では、デジタル化とインターネットがもたらした文化・産業の構造変化を多角的に現状分析・認識し、次世代

の方向性を研究することを課題とする。 

　音楽産業をはじめ、映像・放送などのコンテンツ・ビジネスやエンタテインメント・ビジネスに関心を持つ学生、将来これらの業界で働くことを志望

している学生には、特に受講を勧めたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特には指定しないが、後期の専門特殊講義Ⅰ（SF）「デジタル/ネット文化・産業論Ⅱ」　

を通年で受講することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SE)  §  専門特殊講義 (SE)  §  特殊講義（総合） (VB)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、反畑 誠一

13217

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

□国際的視野をもって、現実を直視し、一流を知る中で、現在のコンテンツ・ビジネスの実態を語ることができる。 

□過去を知り、蓄積した知識をもとに、叡智と感性と創造力をもって、コンテンツ・ビジネスの明日を考察することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「オリエンテーション」  

 反畑誠一（音楽評論家・立命館大客員教授）

「学習目的と学習内容」1（4/13）

「デジタル時代におけるクラシック音楽の課題」

武藤英明先生（プラハ放送交響楽団客演常任指揮者）

「人材不足」2（4/20）

調整中

中西健夫先生（株式会社ディスクガレージ代表取締役社

長、A.C.P.C.副会長）

「エネルギー」（仮）3（4/27）

「音楽クリエーターの課題」

亀田誠治先生（音楽プロデューサー）

「メリット・デメリット」4（5/11）

「音楽出版ビジネスの課題」

谷口元先生（一般社団法人日本音楽出版社協会会長）

「国際化・契約」（仮）5（5/14）

「ニコニコ動画の進化」

杉本誠司先生（株式会社ニワンゴ　代表取締役社長）（予

定）

「NHK」（仮）6（5/18）

「お笑い文化」

中井秀範先生（吉本興業株式会社執行役員　吉本お笑

い総合研究所副所長）

「興業」7（5/25）

「中間総括」

反畑誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「音楽著作権」8（6/1）

「ライブ映像と進化」

御領博先生（株式会社ミュージックエンタテインメント　メ

ディアビジネスグループ代表）

「MTV」9（6/8）

「ネット時代における著作権管理」

甲斐顕一先生（株式会社ドワンゴ・ミュージックエンタテイ

ンメント代表取締役社長）

「初音ミク」10（6/15）

「デジタル放送と音楽番組」

山本たかお先生（テレビ朝日放送編成・制作局次長・音

楽番組チーフプロデューサー）

「ミュージックステーション」11（6/22）

「電子出版2011」

宮田和樹先生（株式会社実業之日本社　マーケティング・

コミュケーション推進室長）

「多機能端末」(仮)12（6/29）



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない

その都度、指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「マネージング・ディレクターというお仕事」

石井由里先生（ユニバーサル合同株式会社ストラテジッ

クマーケテイングジャパン　マネージング・デイレクター）

（予定）

「マネーシング」(仮)13（7/6）

｢音楽配信ビジネス2011｣

加藤裕一先生（株式会社レコチョク代表執行役代表）（予

定）

「クラウド・コンピューティング」14（7/13）

「前期総括」

反畑誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「レコード産業の現況」15（7/20）

※エンタテインメント業界の 前線で活躍されている方々

をゲストとしてお迎えする関係上、業務のご都合上、講

師・テーマラインアップや順番等については変更される可

能性があります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　毎回のコミュニケーション・ペーパーと期中2回のレポートにより総合的に評価する。

なお、本講座ではエンタテイメント産業の第一線で活躍をされているゲスト講師との双方向の授

業展開を行っている。各講師への質問を事前・事後に受け付け、可能な限りのご回答もお願い

をする予定であるので、意欲的に参加をすること。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、一般社団法人日本音楽出版社協会、社団法人全国コンサートツアー事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家

著作隣接権センターなど３つの団体他の寄附から成り立つ講座である。音楽評論家で日本レコード大賞常任実行委員でもある反畑誠一先生

（産業社会学部客員教授）が担当。講義内容は、コンテンツ産業界の 前線で活躍されている方々をゲスト講師として招聘し、リレー形式の講義

で構成される。 

　デジタル技術の進化やインターネットの地球規模の普及は、エンタテインメント産業界に大きな構造的変革をもたらしており、深刻な問題を伴っ

ている。この状況を受け、2010年1月1日には、著作権者の了解を得ずにインターネットで配信された音楽や映像をダウンロード（受信）することも

違法とする改正著作権法が施行されるなど、インターネット全盛時代の知的所有権の保護と活用は限りなく日常に近い問題として、これまでにな

く社会的関心事となっている。 

　一方で、このデジタル化やインターネットの普及などによる情報テクノロジーの進化と国際化により、誰もが表現者となり得る時代をむかえ、市

民一人ひとりが創作者として権利ビジネスに参画していくことも可能になった。つまりこれは、著作権などの知的所有権の実態をビジネスの観点

からも学ぶことが、芸術文化・エンタテインメント産業の新たなビジョンづくりの上で大切であるというメッセージであると言える。 

　このような現状を踏まえ、この科目では、デジタル化とインターネットがもたらした文化・産業の構造変化を多角的に現状分析・認識し、次世代

の方向性を研究することを課題とする。 

　音楽産業をはじめ、映像・放送などのコンテンツ・ビジネスやエンタテインメント・ビジネスに関心を持つ学生、将来これらの業界で働くことを志望

している学生には、特に受講を勧めたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特には指定しないが、前期の専門特殊講義Ⅰ（SE）「デジタル/ネット文化・産業論Ⅰ」を通年で受講することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SF)  §  専門特殊講義 (SF)  §  特殊講義（総合） (VC)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、反畑 誠一

15925

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

□国際的視野をもって、現実を直視し、一流を知る中で、現在のコンテンツ・ビジネスの実態を語ることができる。 

□過去を知り、蓄積した知識をもとに、叡智と感性と創造力をもって、コンテンツ・ビジネスの明日を考察することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「オリエンテーション」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「AKB48」第１回

「違法ダウンロードの実態」(仮)

畑 陽一郎先生（一般社団法人　日本レコード協会理事）

｢Ｌマーク｣第２回

「私的録音録画補償金制度をめぐる訴訟事件のその後」

（仮）

椎名 和夫先生（実演家著作隣接権センター(CPRA)運営

委員・音楽家）

「実演家と権利」第３回

「感性の磨き方」（仮）

杉山 恒太郎先生（株式会社電通　常務執行役員）

「コピーライター」第４回

「蹴球事始」(仮)

奥寺 康彦先生（株式会社横浜フリエスポーツクラブ

（YOKOHAMA FC）代表取締役会長

「海外挑戦」第５回

「ネットで英国ロックバンドをスカウト！日本先行デ

ビュー」（仮）

森川 欣信先生（株式会社オフィスオーガスタ代表取締

役）

「グローバル化」第６回

「テクノミュージック進化論」（仮）

松武 秀樹先生（演奏家権利処理機構　ミュージックピー

プルネスト副代表幹事・音楽プログラマー）

「テクノポップ」第７回

「中間総括」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「アジア」第８回

「日本のアニメーション文化」（仮）

夏目 公一朗先生（株式会社アニプレックス代表取締役執

行役員社長）

第９回

「デジタル/ネットワーク時代の宣伝プロモーション」(仮)

稲垣 博司先生（エイベックス・マーケティング株式会社代

表取締役会長・同エンタテインメント取締役）

「マーケティング」第１０回

「FMラジオ局の現況と展望」(仮)

栗花落 光先生（FM802代表取締役専務）

「野外フエス」(仮)第１１回

「ネット時代の読書術」（仮）

橋本 大也先生（データセクション株式会社　取締役会長

CIO）

「1日Ⅰ冊」第１２回



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない

その都度、指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「池井戸潤作『下町ロケット』直木賞受賞の構図」

白井 勝也先生（株式会社小学館副社長）

「ベストセラー」第１３回

｢著作権の世紀｣（仮）

福井 健策先生（弁護士・骨董通り法律事務所）

第１４回

「期末総括」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「著作権」第１５回

※エンタテインメント業界の 前線で活躍されている方々

をゲストとしてお迎えする関係上、業務のご都合上、講

師・テーマラインアップや順番等については変更される可

能性があります。 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回のコミニュケーション・ペーパーの提出（代行は厳禁）と期間中２回の提出（厳守）により総

合的に評価する 

なお、本講座ではエンタテイメント産業の第一線で活躍をされているゲスト講師との双方向の授

業展開を行っている。各講師への質問を事前・事後に受け付け、可能な限りのご回答もお願い

をする予定であるので、意欲的に参加をすること。

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　20世紀を支えてきた巨大メディアの新聞とテレビをめぐる環境は、多メディア、デジタル化時代を迎えて大きく変化している。新聞では、紙媒体

に加え、ネット記事が浸透し、一時無料化の流れが強まったが、欧米紙の間では有料化の動きも見られる。テレビでは、広告収入を基本とする

経営が主流であったが、オンデマンド形式の放送では、番組単位で販売されるなど、新たなビジネスモデルも生まれている。これらの変化は、経

営面はもちろんのこと、コンテンツにも多大な影響を与えている。

　また、若者の新聞離れは以前から指摘されてきたが、 近の調査では、テレビは、若者が必要とするメディアにおいて、携帯電話、パソコンに

次いで3位に甘んじるなど、テレビ離れもみられ、若者とメディアの向き合い方も変化している。

　本講座は讀賣テレビ放送株式会社および読売新聞大阪本社から、記者、ディレクター、プロデューサー、アナウンサー、編成マン、事業セクショ

ン等多様なプロフェッショナルを毎回ゲストスピーカーに迎え、リレー講義形式で授業を進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SG)  §  専門特殊講義 (SG)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13144

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

変貌するメディア環境をめぐる問題意識を視野に入れながら、21世紀のメディアの課題と可能性を具体的に探る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

21世紀の新聞とテレビを取り囲む環境 粟谷佳司 准教授1

【新聞】多メディア化の中の新聞 読売新聞大阪本社編成局総務　中村 弘氏2

【新聞】事件・事故報道のいま 読売新聞大阪本社社会部次長　吉村 慎吾氏3

【新聞】政治報道～国と地方の現場から～ 読売新聞大阪本社社会部次長　指尾 喜伸氏4

【新聞】世界を伝える 読売新聞大阪本社編集委員　中津 幸久氏5

【新聞】スポーツジャーナリズム 読売新聞大阪本社運動部長　佐々川 修二氏6

【新聞】新聞事業の現状と未来 読売新聞大阪本社事業本部長　窪田 邦倫氏7

【テレビ】ライフラインとしてのテレビ 讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室長　藪田 正弘

氏（他、現場記者１名予定）

8

【テレビ】テレビは今どこにいるのか 讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏

9

【テレビ】デジタル化とは何か 讀賣テレビ放送コンテンツ事業推進部　山下 雄司氏10

【テレビ】アナウンサーの現場から 讀賣テレビ放送アナウンス部　脇浜 紀子氏11

【テレビ・新聞合同】テレビ、新聞の現在と未来（仮称） 読売新聞大阪本社論説委員　本多 宏氏、社会部長　田

口 晃也氏

讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏、労政部長　松山 浩士氏

12

【テレビ・新聞合同】テレビ、新聞の現在と未来（仮称） 読売新聞大阪本社論説委員　本多 宏氏、社会部長　田

口 晃也氏

讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏、労政部長　松山 浩士氏

13

【テレビ】テレビ報道の現場から 讀賣テレビ放送解説委員　春川 正明氏14

授業内レポートと全体まとめ 粟谷 佳司 准教授15

※講師の業務の予定により、テーマの変更や講師の変

更の可能性があります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①毎回の講義でミニレポートを書いてもらう（配点５０点）。なおこれは出席点も兼ねるので、QR

コードを毎回持参すること。

② 終授業日に６０分程度、論述中心の「授業内レポート試験」を実施（配点５０点）。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

専門特殊講義―APU国際学生との異文化交流

本専門特殊講義では、産業社会学部の学部生が、APUの「日本語･日本文化」クラスの国際学生との間で、日英２言語によるインターネットを利

用した遠隔交流授業を実施し、異文化理解と異文化間コミュニケーション能力を高め、英語による発信型コミュニケーション能力を育成することを

目指す。また日英２言語による国際的対話力を強化し、国際交流に求められる企画力、交渉力、リーダーシップ、異文化対応力などの実践的国

際対応力を伸ばすことを目的とする。

具体的な活動内容は、異文化理解と異文化間コミュニケーションに関する講義で、交流授業の意義・目的を導入した後、遠隔交流や対面交流に

よるコミュニケーション活動と協働学習（collaborative learning）を行ない、以下の２つテーマを決めて課題、調査、ディスカッション、プレゼンテー

ション、ディベートなどを行なう。

テーマ（１）学生が選ぶディベートの論題

テーマ（２）「グローバル化にともなう日本と各国の社会問題」

遠隔交流では、メール交換、テレビ会議システムによる自己紹介や大学紹介、小グループによるスカイプを利用した情報交換や意見交換、テレ

ビ会議でのプレゼンテーションやディスカッションを実施し、相互のキャンパスを訪問して実施する対面交流における混合チームによるディスカッ

ションやディベートなどの協働学習をとおして、日英２言語による実践的異文化間コミュニケーション能力を高める。授業は講義を含めてすべて

英語で行ない、協働学習は時間を決めて、使用言語を英語と日本語に分けて実施する。

配当回生は、産業社会学部2回生以上、受講生数上限は25名

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SH)  §  専門特殊講義 (SH)

担当者名 /  Instructor 坂本 利子

20181

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）国際的対応力：多文化･多言語環境で日本語と日本文化について学ぶＡＰＵの国際学生と、日本社会と各国の社会の制度や文化について

日英2言語で情報交換や意見交流、協働作業などのさまざまな形態の交流と対話を経験することによって、企画力、交渉力、リーダーシップ、異

文化対応力などの国際的対応力を実践的に伸ばす。

（２）発信型コミュニケーション能力：国際学生とのさまざまなコミュニケーション活動と相互評価を組み合わせた活動を通して，日英2言語による

発信型コミュニケーション能力の向上を図る。

（３）グローバル化への対応力：　多様な文化的背景や社会的経験を持つ国際学生と、日本社会と各国の社会でグローバル化にともなって生起

している諸問題について協働学習で調査と報告をすることによって、グローバル化にともなう問題の解決に向けて主体的・実践的に対応できる思

考力や判断力、行動力を育成する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明と導入 異文化理解、異文化間コミュニケーションとは何か？1回

・異文化理解・異文化間コミュニケーションについて導入

・産社とAPUの混合チーム編成①

・TV会議システムによるグループごとの自己紹介と大学

紹介について導入

2回

メールとTV会議システムによるグループごとの自己紹介

と大学紹介

3回

・ディベート導入と産社のクラスディベートチーム編成② ・対面交流について導入4回

・「学生が選ぶディベートの論題」決定

・クラスディベート準備

・対面交流準備5回

・クラスディベート準備

・対面交流準備―混合チームごとに意見交換（メールとス

カイプ）

6回

クラスディベート7回

対面交流におけるディベート8回

･対面交流について振り返り（アンケートと意見交換）

・混合チーム編成③

・テーマ（２）「グローバル化にともなう日本と各国の社会

問題」について導入

9回

・テーマ（2）について比較調査の方法と発表について ･レポート報告10回

・混合チームごとにレポートの報告（スカイプ） ・テーマ（2）について比較調査11回

・課題：学期末レポートについて ・テーマ（2）について調査計画報告、比較調査･意見交

換（TV会議）

12回

・テーマ（2）について比較調査･意見交換（スカイプ）13回

テーマ（2）について発表・意見交換（TV会議）14回

・対面交流と交流授業全体について意見交換

・異文化間コミュニケーションと異文化交流について振り

返り

（課題：学期末レポート）15回
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中でアドバイスをします。

email

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席および授業への積極的参加　            20%

課題（コミュニケーションペーパーと小論文）20%

   プレゼンテーション     20%

   ディベート     20%

学期末レポート（異文化交流授業について）  20%

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　本科目は、立命館大学の本拠地である京都市についての見識を深めるために、京都の運営母体である京都市役所において日々第一線で活

躍する職員のオムニバス形式による講義を通じて、京都市政の概要をよりリアルなかたちで理解することを目的としている。2011年度において

は、こうした講義を踏まえつつ、京都市政の全般的な習得とともに、受講生自らが市政に対して積極的な関心を持ち、かつ主体的な学びへと発

展させるために、受講生による市政の創造と提言を行っていくことを通じて、本科目に関係する市行政担当者にフィードバックするとともに、大学

と地域との双方向の取り組みをめざす。

　千年の都としての伝統と格式を持ち、現在もなお、国内のみならず国外からもその歴史的・文化的なグレードが評価される京都のまちは、それ

が単に過去の遺物や形骸化した景観なのではなく、そこで暮らす人々の多年にわたる日常の営みが息づいているからに他ならない。こうした

人々の営みが、移り変わる時代の文化や産業をその時々において支え、伝統と革新が絶えず葛藤と再生を繰り返しながら共存するハイブリッド

な京都という空間を創り出してきた。本科目では、現在の京都の人々の暮らしにおいて不可欠でありかつ身近な自治体としてある京都市政につ

いて、その現状を知り、学び、考察し、関わっていくことの重要性を認識し、また、それを通じて、京都に暮らす（あるいは学ぶ）一市民としての自

覚と役割を身につけ、京都の未来像を構想し、持続的発展に貢献できるような人材の育成をはかる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　地域社会、地域政策、地域経済などに関連する基礎的な科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SI)  §  専門特殊講義 (SI)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊、中西 典子

15813

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　本講義では、京都市との連携のもと、生きた学問として、京都市政を実践的かつ総合的に学んでいく。具体的には、まず、京都市行財政の全

体像を把握した上で、ハードとソフト両面にわたる政策の現況について、①都市計画と景観政策、②まちづくり、③環境政策、④産業政策、⑤食

文化、⑥保健福祉政策、⑦教育政策、⑧国際化、という８つの分野から習得し、それらの分野を横断していく市民力・市民参加の方向性を展望し

ていく。

　また、京都市政の現状と取り組み、課題をよく理解した上で、京都市の一構成員として市政を担っていることへの責任と自覚を育むために、受

講生自身が、関心のある分野において京都市政のオリジナルなプランを企画し、提言するというかたちで成果を報告することによって、市政への

主体的な関与を試みる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明1

京都市政のしくみ① 京都市の組織と人事行政のあらまし/京都市の産業構

造と産業振興策

2

京都市政のしくみ② 京都市の市政改革/京都市の総合計画3

京都（行政区）の基本計画 みんなで考えよう！！はつらつ北区のまちづくり4

京都の景観政策 時を超え光り輝く京都の景観づくり5

京都のまちづくり 京都市の都市計画/地震に強いまちづくり6

京都の環境政策 京都市の地球温暖化対策～地球環境にくらしが豊かに

調和するまちを目指して～/地域ぐるみで農と環境を守

ろう！

7

京都の産業政策 京都市の財政／京都商業の現状と課題～おいでやす

京の商い～

8

京都の食文化 京の台所をささえる～中央卸売市場第一市場～／京の

旬野菜推奨事業～栄養たっぷり、京の旬野菜を食べる

～

9

京都の保健福祉政策 データで見る京都市の保健福祉／地域福祉の推進10

京都の教育政策① 市民とともに進める京都市の教育改革11

京都の教育政策② 少年非行（問題行動）の防止と立ち直り支援12

国際化と京都 京都市の国際化に向けて～多文化が息づくまちを目指

して～

13

京都を担う市民参加と協働 参加と協働による、豊かで活力のある地域社会の実現14

まとめ 京都市政プランの企画と提言～学生によるポスターセッ

ション～

15

※なお、現職の京都市の職員の方々にお越しいただく関

係上、担当者の都合がどうしてもつかなくなった場合に

は、スケジュールや講師、テーマの変更等が発生する可

能性があります。 
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

京都市情報館　http://www.city.kyoto.lg.jp/

国際京都学協会　http://www.kyotogaku.org/index.html

京都創生推進フォーラム　http://www.kyoto-sousei.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　受講生は、京都市政に関する広報や新聞記事、ホームページなどに日頃から目を通しておくこと、また、京都市内を歩いて見聞することによっ

て、京都市政を実感として得るようにしてもらいたい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドキュメント京都市政―次代を生きるあなたに伝

えたい 

梶 宏／白川書院／478670038X／2002年

京都学校物語 京都市教育委員会、 京都市学校歴史博物館／京都通信社／4903473201／2006年

京都市政 公共経営と政策研究 村上 弘、田尾 雅夫、佐藤 満／法律文化社／4589029944／2007年

かくて教育は甦った―市民ぐるみの京都市教育

改革の実践

門川 大作／致知出版社／4884748131／2008年

都市のにぎわいと生活の安全―京都市とその

周辺地域を対象とした事例研究

井口 富夫／日本評論社／4535556032／2009年

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の講義に課すコミュニケーションペーパー、および、市政プランの企画と提言に関するプレ

ゼンテーション内容とポスターセッション（ 終成果物）により判断する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「ポピュラー音楽」は、聴いて楽しむだけなら特に学ぶ必要はないかもしれません。しかしダーウィンは「人類の起源」の中で、中国の書物に「音楽

は天地を覆す力を有す」という格言を紹介しています。また同著の中でシューマン博士の観察として、「何ページもの書物よりも、ただ１曲の音楽

の中に、はるかに大きな感動の高まりを凝縮させるものがある」と「音楽の力」を指摘しています。音楽は人間の感性と理性によって創作された

不可欠のコミュニケーション手段です。世界にはいろいろな音楽があります。この講座では、デジタル技術の発達とインターネットの普及によっ

て、環境が激しく変貌するなかで、私たちにとって音楽の存在と音楽文化の本質と変遷について、身近な「ポピュラー音楽」を通じて、ジャンルを

問わず多角的に考察、研究し、新たな「音楽の系譜づくり」と21世紀の「音楽の聴き方」の追求で成果を残したいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

オリジナルの「レジュメ」ＣＤ、ＤＶＤ等を活用します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SK)  §  専門特殊講義 (SK)

担当者名 /  Instructor 反畑 誠一

15933

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①ウィーン古典派音楽からアフリカのバンバータまで、聴き方を知る。

②日本の「流行歌」の変遷と特性を知る。

③音楽文化・産業の拡張と拡散を考察する。

④21世紀の「ポピュラー音楽文化」の創出を担う。

⑤音楽著作権・著作隣接権を学び、知識を蓄える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ＣＤ、ＤＶＤ、ライブなどを積極的に聴いたり、観賞するよう心がけてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「音楽の聴き方」 岡田曉生著／中央公論新書／／

「デシタル時代の著作権」 野口祐子著／集英社刊／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「音楽の存在と聴き方」 「音楽力」1

「日本人と音楽」 「沖縄音楽」2

「ポピュラー音楽の巨匠たち」（西欧編） 「マイケル・ジャクソン」3

「ポピュラー音楽の巨匠たち」（日本編） 「武満徹」4

「ポピュラー音楽の独創性と普遍性」 「スタンダード」5

「ポピュラー音楽の多様性」 「ロック」6

「非西欧音楽の存在」 「音楽地図」7

「メディアと大衆音楽」 「音楽配信」8

「広告と音楽」 「コマーシャル」9

「日本のレコード産業史」 「著作隣接権」10

「アジアの音楽市場」 「Ｋ－ＰＯＰ」11

「ポピュラー音楽の系譜」 「ジャンル」12

「映像文化と音楽」 「映画音楽」13

「ポピュラー音楽と著作権」 「シンガー・ソングライター」14

「ポピュラー音楽の未来」 「デジタル時代」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 80 ％

平常点評価 20 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「専門特殊講義II―衣笠国際学生との異文化交流」

産業社会学部の学部生が、衣笠の国際学生の短期留学プログラムSKP（Studying in Kyoto Program）科目、「異文化間テーマ演習」のクラスとの

異文化交流授業を通して、目標言語である英語と、国際学生の学習言語である日本語の2言語による異文化間コミュニケーション能力と発信型

コミュニケーション能力を高めるとともに、日本社会と国際学生の出身国を含めた国際社会の諸問題や異文化理解力を高めるテーマについて、

国際学生と協働学習（collaborative learning）による比較調査や意見交換を行い、その結果を目標言語である英語で発信し、また国際学生の日

本語での発信をサポートし、日本社会と国際社会についてグローバルな視点から理解を深め、他文化へ開かれた姿勢とさまざまな異文化対応

力や民主的な異文化間コミュニケーションの方法を実践的に学ぶ。

具体的活動内容は、異文化理解、異文化間コミュニケーションに関する講義、異文化間コミュニケーションを意識化するためのテーマ活動、国際

学生との混合チームによる以下の（１）から（３）のテーマについての協働学習（自己紹介、ロールプレイ、ディスカッション、比較調査、発表、意見

交換と相互評価、小論文作成など）、そして協働学習についての振り返りである。授業は講義を含めてすべて英語で行ない、協働学習は時間を

決めて、使用言語を英語と日本語に分けて実施する。

テーマ(1) 日本と各国の大学制度と問題、日本の大学への提案

テーマ(2) 日本と各国のマイノリティ

テーマ(3) グループごとに自由に選ぶ日本と他国についての比較テーマ

配当回生は、産業社会学部生2回生以上、受講生数上限20名

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SM)  §  専門特殊講義 (SM)

担当者名 /  Instructor 坂本 利子

15920

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）自文化理解と国際理解力：　多様な文化的背景や社会的経験を持つ国際学生と、日本社会と各国の社会の制度や諸問題について情報交

換や意見交流を行い、協働作業による調査と報告をすることによって、自国と各国の社会と文化について理解を深めるとともに、文化的多様性

を重視し、異なった文化に属する人々の文化的特徴と自己の文化との違いを認識し、それを受容できる姿勢を習得する。

（２）発信型コミュニケーション能力：　国際学生との実践的なコミュニケーション活動と相互評価を組み合わせたインターラクティヴな場を提供し，

日英2言語による発信型コミュニケーション能力の向上を図る。

（３）異文化間コミュニケーション能力：　英語でのコミュニケーション能力を伸ばすだけでなく，協働学習で異文化理解力を高めるテーマに取り組

み、異なった文化を持つ国際学生との日英2言語によるコミュニケーション活動をとおして、異文化に属する受け手を理解し、その受け手に理解さ

れる異文化間コミュニケーション能力を高める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明、異文化理解、異文化間コミュニケー

ションとは何か？

1回

自己紹介と自己開示、および協働学習による調査・発表

について

グループ編成2回

自己紹介と自己開示 テーマ（１）「日本と各国の大学制度と問題について」（講

義）

３回

異文化対応のコミュニケーションについて「その１」 テーマ（１）についてグループで意見交換４回

異文化対応のコミュニケーションについて「その２」 テーマ（１）「日本の大学への提案」発表５回

異文化対応のコミュニケーションについて「その３」 テーマ（２）「日本と各国のマイノリティについて」６回

テーマ（２）についてグループで意見交換 各国のマイノリティ比較レポート作成７回

テーマ（２）各国のマイノリティ比較についてグループ発表

と意見交換

８回

テーマ（３）グループごとに自由に選ぶ日本と他国につい

ての比較テーマ、調査方法、インタビューと発表について

９回

テーマ（３）について調査と話し合い１０回

テーマ（３）の発表について テーマ（３）について調査と話し合い、発表の準備１１回

テーマ（３）について発表と意見交換１2回

テーマ（３）について発表と意見交換１３回

テーマ（３）について発表と意見交換１４回

まとめ　多文化共生社会と異文化間コミュニケーション能

力について再考

１５回



2011 年度シラバス立命館大学

授業の中で伝えます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中でアドバイスをします。

email

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価   出席および授業への積極的参加　20%

 課題 （作文やコミュニケーションペーパー）20%

   協働学習による調査・発表20%

 協働学習による調査・発表に基づく小論文20%

 学期末レポート（異文化交流授業について）20%

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

主に1960年代のテレビ番組を中心に検証しながら当時のテレビが持っていた可能性について考えてみたい。

その思考から生まれる、では今、果たしてテレビというメディアに何が可能なのか？という困難な問いについても、みなで議論してみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義III (SO)  §  専門特殊講義 (SO)

担当者名 /  Instructor 是枝 裕和

15832

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・本講義は、読売新聞社の援助により、各府県の知事や政令指定都市の市長などを本学にお迎えし、それぞれ現在取り組んでいる政策につい

て講演をしていただく、リレー講義である。このため、講義全体として、統一的、体系的にものの考え方が示されるというものではない。

　しかし、今日、グローバル化が進み、地球環境の保全が必要となり、情報化が進展し、少子、高齢化となりながら人口が減少する中で、地方公

共団体は、的確な政策を策定し、地域の課題を解決していかなければならない。また、現在は、補完性の原理や近接性の原理が重要視されて、

地方分権の意義が大きくなっている時代であるので、府県や市が、具体的にどのような政策を取るかは、住民にとっても、社会にとっても、国の

政策との関係においても、重要である。

　そのため、各地域でどのような政策が取られているのかを知ることは、それが適切な政策なのかどうかという検討を含めて、大切なことである。

　さらに、地方分権に関連しては、国と地方のあり方がどのようであるべきか、知事や市長の講演を通して、具体的に考えることができる。

　以上のように、本講義は、知事や市長から、それぞれの政策や考え方を講演していただき、 近の地域を取り巻く状況を踏まえた具体的な政

策を知り、それらを検討し、同時に、地方分権のあり方を考えていくものである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・政治学、行政学、経済学および財政学に関する科目。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

政策科学特殊講義 (PA)  §  法政特殊講義 (JI)  §  人文科学総合講座特殊講義I (LQ)  §  特殊

講義（各部門共通）I (RD)  §  専門特殊講義 (SP)  §  特殊講義 (WA)  §  専門特殊講義II (SP)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

11089

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現在における地方公共団体の重要政策は何か、その内容を知り、その課題と解決方策を理解し、また、地方分権の必要性、そのあり方を理解

する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講師は、講演のためにお招きした各府県の知事、政令指定都市の市長などであるので、遅刻・早退はしないこと。また、私語・飲食は厳禁であ

る。

　知事・市長の講演は、それぞれ独立したものであることから、受講生は、政策の内容についてよく考え、積極的に質疑応答の中で質問もし、地

方公共団体の政策のあり方について、自分の意見を形成していってもらいたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

担当教員より、本講義について、その趣旨、目的、期待

する効果に関し、説明する。

地方自治の制度について説明する。第1回

元芦屋市長　北村春江氏第2回

大阪市　平松邦夫市長第3回

全国市町村国際文化研修所 　市橋保彦学長 第4回

神戸市　矢田立郎市長第5回

京都府　山田啓二知事第6回

兵庫県理事　清原桂子氏第7回

和歌山市　大橋建一市長第8回

京都市　門川大作市長第9回

千葉市　熊谷俊人市長第10回

松阪市　山中光茂市長第11回

横浜市　林文子市長第12回

相模原市　加山俊夫市長第13回

さいたま市　清水勇人市長第14回

担当教員の授業第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体をとおしての理解度を評価する。60 ％

平常点評価 出席状況と小レポート（２回）により、それぞれの講義における理解度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

・本講義の内容から、教科書は特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義にお招きする知事・市長の府県・政令指定都市のホームページ

　その中では、特に、当初予算に関する知事・市長の説明

 その他 /  Others

講演者の都合により講義スケジュールが変更する場合があります。

変更については、2011年度「全国知事・市長リレー講義」HP

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/chiji/2011/index.htm

にてお知らせしますので随時確認するようにしてください。

参考書 /  Reference Books

・担当教員のメールへ連絡があれば、必要な連絡を取ります。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・本講義は、読売新聞社の援助により、各府県の知事や政令指定都市の市長などを本学にお迎えし、それぞれ現在取り組んでいる政策につい

て講演をしていただく、リレー講義である。このため、講義全体として、統一的、体系的にものの考え方が示されるというものではない。

　しかし、今日、グローバル化が進み、地球環境の保全が必要となり、情報化が進展し、少子、高齢化となりながら人口が減少する中で、地方公

共団体は、的確な政策を策定し、地域の課題を解決していかなければならない。また、現在は、補完性の原理や近接性の原理が重要視されて、

地方分権の意義が大きくなっている時代であるので、府県や市が、具体的にどのような政策を取るかは、住民にとっても、社会にとっても、国の

政策との関係においても、重要である。

　そのため、各地域でどのような政策が取られているのかを知ることは、それが適切な政策なのかどうかという検討を含めて、大切なことである。

　さらに、地方分権に関連しては、国と地方のあり方がどのようであるべきか、知事や市長の講演を通して、具体的に考えることができる。

　以上のように、本講義は、知事や市長から、それぞれの政策や考え方を講演していただき、 近の地域を取り巻く状況を踏まえた具体的な政

策を知り、それらを検討し、同時に、地方分権のあり方を考えていくものである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・政治学、行政学、経済学および財政学に関する科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

政策科学特殊講義 (PB)  §  法政特殊講義 (JK)  §  人文科学総合講座特殊講義I (LR)  §  特殊

講義（各部門共通）I (RJ)  §  専門特殊講義 (SQ)  §  特殊講義 (WB)  §  専門特殊講義II (SQ)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

11128

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現在における地方公共団体の重要政策は何か、その内容を知り、その課題と解決方策のあり方を理解し、また、地方分権の必要性、そのあり

方を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講師は、講演のためにお招きした各府県の知事、政令指定都市の市長などであるので、遅刻・早退はしないこと。また、私語・飲食は厳禁であ

る。

　知事・市長の講演は、それぞれ独立したものであることから、受講生は、政策の内容についてよく考え、積極的に質疑応答の中で質問もし、地

方公共団体の政策のあり方について、自分の意見を形成していってもらいたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

担当教員により、本講義について、その趣旨、目的、期

待する効果に関し、説明する。  

  

地方自治の制度について説明する。 第1回

総務省　自治行政局長　久元喜造　氏第2回

新潟市　篠田昭　市長第3回

栃木県　福田富一　知事第4回

宮城県　村井嘉浩　知事第5回

奈良県　荒井正吾　知事第6回

前尼崎市長　白井文　氏第7回

埼玉県　上田清司　知事第8回

福岡市　髙島宗一郎　市長第9回

石川県　谷本正憲　知事第10回

三重県　鈴木英敬　知事第11回

川崎市　阿部孝夫　市長第12回

香川県　天雲俊夫　副知事第13回

（調整中）第14回

長野県　阿部守一　知事第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体をとおしての理解度を評価する。 60 ％

平常点評価 出席状況と小レポート（２回）により、それぞれの講義における理解度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

・本講義の内容から、教科書は特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義にお招きする知事・市長の府県・政令指定都市のホームページ

　その中では、特に、当初予算に関する知事・市長の説明

 その他 /  Others

講演者の都合により講義スケジュールが変更する場合があります。

変更については、2011年度「全国知事・市長リレー講義」HP

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/chiji/2011/index.htm

にてお知らせしますので随時確認するようにしてください。

参考書 /  Reference Books

・担当教員のメールへ連絡があれば、必要な連絡を取ります。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 ／／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、ドキュメンタリー作品の歴史を、映像・音響による表現技法や社会背景に注目しつつ振り返る。さらに主要な作家・作品を数点取り

上げ、視聴とディスカッションを通じた解読を行うことによって、フィクションとノンフィクションの狭間にあるドキュメンタリーという表現の理解に努め

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

１、３０分以上の遅刻は認めない。３０分以上遅れた学生は、必ず教室の後ろのドアから入ること。遅れた学生のコミュニケーションペーパー

の提出は認めない。

２、私語は厳禁とし、退出および減点の対象とする。

３、試験の内容については、講義内でコメントを行う。

講義中に適宜指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (ST)  §  専門特殊講義 (ST)

担当者名 /  Instructor 尾鼻 崇、神谷 雅子

13294

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「ドキュメンタリーとはなにか」を考え、理解する力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

可能な限り視聴覚資料を用いて講義を進行する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドキュメンタリィ映画 ポール・ローサ／未来社／4-624-71073-8／

ノンフィクション映像史 リチャード・M・バーサム／創樹社／／

世界ドキュメンタリー史 エリック・バーナウ／日本映像記録センター／／

日本ドキュメンタリー映画全史 野田真吉／現代教養文庫／4-390-11095-0／

ドキュメンタリー映画の修辞学 佐藤真／ みすず書房／9784622072515／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ドキュメンタリー論　導入１ ドキュメンタリー論とは第1回

ドキュメンタリー論　導入２ ドキュメンタリーを考えるための見取り図第2回

ドキュメンタリーとはなにかを考える イントロダクション、ドキュメンタリーとはなにか第3回

ドキュメンタリーの誕生 ロバート・フラハティ、ジョン・グリアスン第4回

ドキュメンタリー作品の系譜 レニ・リーフェンシュタール、ポール・ローサ第5回

ドキュメンタリーと戦争 プロパガンダ、戦記映画第6回

主要作品の視聴① 『オリンピア』（Olympia）第7回

主要作品の解説とディスカッション① 同上第8回

日本のドキュメンタリー 文化映画、佐藤真、土本典昭第9回

主要作品の視聴② 『水俣－患者さんとその世界－』、『阿賀に生きる』第10回

主要作品の解説とディスカッション② 同上第11回

ドキュメンタリー映画と物語映画 フィクションとノンフィクション第12回

ドキュメンタリーとはなにかを再度考える ドキュメンタリーとはなにか第13回

主要作品の視聴③ 映画作品以外から受講者の関心にあわせて選択する第14回

主要作品の解説とディスカッション③ 同上第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験の設問に対する解答で理解度をはかる。80 ％

平常点評価 講義中に提示する小レポートおよびコミュニケーションペーパーの内容で判断する。20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ドキュメンタリーは嘘をつく 森達也／草思社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

グローバル時代にあって「情報」と「メディア」は一段と重要性を増すと同時に、多様化と量的拡大が加速度的に進行して、混沌とした状況を呈し

ている。個人まで発信能力を持つようになった新しい情報環境の下で、メディアの「信頼性」が問われる一方、市民は「正しい」情報の選択に戸惑

い、社会の分断化も懸念されている。講義では、放送メディアの課題と、「グローバル社会」に生きる市民としての情報力を高める手法を考察し演

習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

教材として各種論文や記事の事前配布をすることがある（印刷物またはデジタルファイルの形で）

その都度示す

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SU)  §  専門特殊講義 (SU)

担当者名 /  Instructor 今井 義典

15983

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

放送を軸にメディアの歴史と実際、さらに発展を続けるメディアの課題を考察することによって、グローバル時代に生きるため不可欠の手段として

メディアを活用する技法を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

政治経済社会の動き、国際情勢への関心・感度を持つこと

講義の予習としてテレビ番組の事前視聴の指示が出ることがある

課題についての発表や自由な討論に積極的にかかわること

授業中に受講生による放送型の実技あり

英語の資料を使用することあり

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

自己紹介・講義の進め方・総論 「メディア・ジャーナリズム」1

放送の生い立ちと発達 「無線通信・ラジオ・テレビ」2

情報とは何か、誰のものか？ 「情報―インフォメーション」3

テレビ報道のプロセス＜情報からニュースへ＞ 「取材・編集・放送」4

体験：放送ジャーナリスト（実技体験１） 「原稿からリポートへ」5

放送ジャーナリストの実際（取材と） 「個人・チームワーク」6

国際ジャーナリストの実際 「一騎当千・好奇心・愛」7

情報を操作するもの、捻じ曲げるもの（１） 「戦争報道・イラク戦争」8

情報を操作するもの、捻じ曲げるもの（２） 「劇場化」9

実験・放送ジャーナリスト（実技体験２） 「トーク・インタビュー・キャスター」10

問われるメディアの公共性 「放送法・公共放送」11

世界に開かれた窓、放送の国際化 「国際放送」12

「融合」とメディアの「信頼性」 「ネット・双方向性・ソーシャルメディア」13

IT革命のグローバルな意味と課題 「ガバナンス・デジタル・ディバイド」14

グローバル時代とメディア 「競争と共生」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業をベースにした広いテーマをもとに、A4で1～2枚のレポートを提出50 ％

平常点評価 １．授業のテーマ、キーワードをもとに毎回短いコミュニケーションペーパーを提出

２．授業における発表や討論への積極的参加も、プラス評価の対象に含める

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

新の放送事情や関連映像を取り入れる可能性があり、内容や進行に一部変更がある可能性があります。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　グローバル化のもとでの経済変動や人口の流動、少子高齢化のなかでの不透明な未来社会への不安や危機意識の拡大など、ゆらぐ現代社

会のなかで、いまあらためて地域社会の機能が問い直されつつある。戦後の高度経済成長期における急激な都市化を経て、身近な地域社会の

人間関係が希薄化してきた事態に鑑み、とくに近年では、福祉や教育、食、環境など人々の暮らしに関わる問題領域への関心の高まりとともに、

日々の暮らしの場である地域社会での対応力が期待されてきている。

　本講義では、こうした地域社会を分析対象としてきた地域社会学を中心に据えながら、地域社会の成り立ちや構造的特質をふまえ、戦後日本

の地域社会変動を都市と農村の双方を視野に入れつつ読み解いていく。また、現代において、地域社会で生起している具体的な社会問題に対

して、その背景にある政治・経済・社会・文化など複数の視点から分析し、問題解決の可能性について地域社会を構成する様々なアクターの主

体的営為に着目しながら多角的に考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　講義で配布するプリントや資料は限られた時間内では消化しきれないため、講義後にも隅々まで目を通しておくこと。また、講義は本テーマをよ

り深く考えていくための素材を提供する契機であるため、上記の参考書以外にも、関連する文献・資料を自ら熟読して、知見を豊かにしていくこ

と。さらに、講義内容は、福祉社会学や理論社会学などの社会学隣接領域、政治学（地方自治論、行財政論、福祉国家論など）や経済学（社会

政策、社会経済論など）、地理学などの隣接諸科学にも触れることになるので、それらの分野の基礎知識も視野に入れておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

地域社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

15900

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）地域および地域社会を対象としてきた地域社会学の基本的概念や分析方法を習得するとともに、地域社会の変動過程とその要因につい

て、都市・農村の連関構造から解明することができる。

（２）戦後日本資本主義の展開と地域政策の動向を把握するとともに、近年の地方分権改革や規制緩和、民営化という流れのなかで、地域社会

に生活する人々の具体的な諸相を社会科学的に把握することができる。

（３）現在の地域社会が抱えている様々なコンフリクトや生活課題に気づくとともに、それを解決していくために実際に様々な取り組みがなされて

いる現状を学びながら、一アクターとして積極的に地域社会に関わっていくことの重要性を認識することができる。

（４）地域社会を理論的・経験的に理解し、「持続可能な地域社会」像を描くことのできる職業人・地域人としての素養を身につけることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション—いまなぜ「地域社会」なのか 地域、地域社会、生活の社会化、共同消費、地域の福

祉力

第1回

「地域社会」の原型とその変容 —「村落」の解体と再編— 村落、自然村、聚落的家連合、農村、過疎問題、限界

集落

第2回

＜続＞「地域社会」の原型とその変容 —「村落」の解体と

再編—

村落、自然村、聚落的家連合、農村、過疎問題、限界

集落

第3回

「地域社会」の現状と課題（１）—農業・農村問題と地域社

会—

世界同時食糧危機、農業問題、 WTO（世界貿易機

関）、FTA（自由貿易協定）

第4回

「地域社会」の現状と課題（２）—雇用・就労と地域社会— 雇用・労働問題、フリーター、非正規労働、派遣労働、

就労支援

第5回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（２）—雇用・就労と地域

社会—

雇用・労働問題、フリーター、非正規労働、派遣労働、

就労支援

第6回

「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と地域社

会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第7回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と

地域社会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第8回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と

地域社会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第9回

「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域社会— 福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第10回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域

社会—

福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第11回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域

社会—

福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第12回

「地域社会」の再生と創造に向けて（１）—地域社会の新し

い主体像—

全戸包括型住民組織、目的意識型市民組織、NPO、公

共性

第13回

「地域社会」の再生と創造に向けて（２）—英国の「第三の

道 The Third Way」と地域再生戦略—

イギリス、Welfare to Work、第三の道、地域再生、パート

ナーシップ、コミュニティ・ガバナンス、グラスルーツ

第14回

「地域社会」の再生と創造に向けて（３）—社会的企業と社

会起業家—

社会的企業、社会起業家、ボランタリー・アソシエーショ

ン、市民セクター、サードセクター、非営利・協同組織

第15回
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教科書は使用しないが、毎回、プリントおよび資料を配布する。

上記以外の参考文献は講義の中で適宜提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

○地域社会学会ホームページ　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/

○内閣府ホームページ　http://www.cao.go.jp/

上記以外のホームページは講義の中で適宜提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会科学的な見地から地域社会をめぐる諸事象・問題に関心を持ち、日頃からそれに関する新聞やテレビのニュース・話題に接し、社会的想

像力を働かせて自分自身の考えや行動の指針を表明できるようにしておくこと。また、地域社会の学習にあたっては、当該の現地を観察するとと

もに人々の生の声を聴くこと（ヒアリング）が重要な分析材料ともなるので、可能な限り、実際のフィールドに出向くことを心がけてもらいたい。そし

て、複数の文献や資料、事例にあたり、それらの裏づけをもとに真理を追究していくという姿勢を忘れないこと。

オフィスアワーに研究室に来室するか、メールで連絡のこと。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『地域社会へのまなざし』 大久保武・中西典子編著／文化書房博文社、2008／9784830110757／

『地域社会学講座３ 地域社会の政策とガバナン

ス』

岩崎信彦・矢澤澄子監修／東信堂、2006／4887136803／

『越境する都市とガバナンス』 似田貝香門・矢澤澄子・吉原直樹編著／法政大学出版会、2006／4588675117／

『キーワード地域社会学』 地域社会学会編／ハーベスト社、2000／4938551462／

『現代都市と地域形成』 蓮見音彦・似田貝香門・矢澤澄子編／東京大学出版会、1997／4130501372／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問と小論形式で、授業全体を通しての受講者の理解度を把握する。小論では、論理的思考

力と独創性を評価する。

80 ％

平常点評価 授業の節目において数回の小レポートを課すが、コメントシートとして、質問や感想を求めるも

のである。

20 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

ボランティア活動や社会貢献活動、非営利活動などの実践的事例を紹介しつつ、そのコンセプトや社会的意義を学びます。さらに、NPO学会や

ボランティア学会などの研究成果を交えながら、実践科学としてのボランティア活動の現状と課題について考察します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　積極的な授業外学習を評価します。ボランティア活動経験から学んだことや自主的なリサーチ・フィールドワークの報告をまとめて提出すること

で、成績に加算します。

単位数 /  Credit 2

ボランティア入門 (S)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

15904

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動に関する主要コンセプトを理解し、ボランティアの視点から社会を概観する視座を獲得することが目標です。ただし、ボランティア

について知識を深めるだけでなく、実際のボランティア活動から学ぶ姿勢も重視します。ボランティアを通して社会・他者・自分自身を見つめ直す

姿勢が大切です。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「ボランティアについて学ぶ」この授業の目的は、「ボランティア」を無批判に礼賛することではありません。それは、「ボランティア」のさまざまな側

面を多角的に捉え、かつ「ボランティア」を取り巻く社会のあり様を理解することです。正義や倫理を説く道徳の授業ではありませんので、その点

を理解しておきましょう。

よってこの授業は、「私はボランティアを楽しんでいるから他の人にも勧めたい」と思っている人にも「ボランティアなんて偽善だ」と思っている人に

も向いています。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション－講義の進め方、受講のルール、目

標などについて－ 

ボランティア・イメージ、ボランティア概論1

現代の社会課題とボランティア活動の領域①2

現代の社会課題とボランティア活動の領域②3

現代の社会課題とボランティア活動の領域③ 4

現代の社会課題とボランティア活動の領域④ 5

現代の社会課題とボランティア活動の領域⑤ 6

現代の社会課題とボランティア活動の領域⑥ 7

中間テスト 希望者によるプレゼンテーション（1） 8

ボランティアの思想 市民的公共性 9

ボランタリーな活動の歴史的背景 地縁型相互扶助、宗教的篤志活動、企業の社会貢献

活動、市民（公益）活動 

10

ボランティア団体の組織と運営 ボランティアマネジメント、NPO、中間支援11

行政の変革とボランティア 市民社会、パートナーシップ、地域社会 12

ボランティアニーズの発見と行動 ボランティアコーディネーション 13

諸外国のボランティア動向 意識調査結果の比較 14

期末テスト 希望者によるプレゼンテーション（2） 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 第8講に中間テスト（40点）、第15講に期末テスト（60点）を実施します。

＊その他：

希望者は、ボランティア活動経験から学んだことや自主的なリサーチ・フィールドワークの報告

をまとめて提出してください。また、提出者の中からさらに希望する学生は、授業中に成果をプ

レゼンテーション形式で発表してください。（授業時間が限られているため、プレゼンテーション

希望者が多い場合は、提出された報告書の内容から教員が選考します。）これらは、上記の

100点にプラスしてさらに成績に加算します。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

京都市市民活動総合センターhttp://shimin.hitomachi-kyoto.jp/

京都市福祉ボランティアセンターhttp://v.hitomachi-kyoto.jp/

Yahoo!ボランティアhttp://volunteer.yahoo.co.jp/

立命館大学ボランティアセンターhttp://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

日本ボランティアコーディネーター協会http://www.jvca2001.org/

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ボランティアが社会を変える : 支え合いの実践

知 

柳田邦男／関西看護出版／4906438784／

ライフストーリーでつづる国際ボランティアの歩

き方

久保田賢一, 浅野英一／晃洋書房／9784771020436／

市民社会の創造とボランティアコーディネーショ

ン : ボランティアコーディネーション力 (りょく) : 検

定公式テキスト

早瀬昇, 筒井のり子／筒井書房／9784887205949／

よくわかるNPO・ボランティア 川口清史, 田尾雅夫, 新川達郎／ミネルヴァ書房／4623040984／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　社会で求められる文章とは、事実を客観的に報告し、意見を解りやすく説明する文章である。それらは、読み手に正確な情報を伝え、理解させ

説得するという目的があるため、論理的な構造や定型をもっている。新聞の社説や、投書欄にある意見文などといった一般的な論説文・説明文

はもちろんのこと、レポートや論文も同様である。

　この講義では、文から文、段落から段落への展開法を中心に、実社会で必要とされる文章作成の基礎を、実践を通じて習得する。さらには、図

表の読み取り、データの解釈など、大学での学習や研究に必要なレポート・論文の作成に必要な知識と技術の基礎を習得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は指定せず、プリントを配布する。

授業中に指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ライティングリテラシー (SA)

担当者名 /  Instructor 松本 朋子

10391

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

800字程度のレポートについて、主題と構成を明確にし、根拠と論理に裏付けられた主張を行えるレベルを目指す。

書簡文・通信文・電子メールの形式の基礎を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の意義と目標 文章とは   文章作成の基礎知識第1回

文章の構成(1) 定義   例示   説明第2回

文章の構成(2) 対比   注目第3回

文章の構成(3) 推論   結論第4回

文章の部分の役割と全体の関係 段落   要旨第5回

わかりやすい文 用字・用語・文法・文体   5W1H第6回

意見文・論説文の型を知る(1) 根拠   意見第7回

意見文・論説文の型を知る(2) 論証第8回

意見文・論説文の型を知る(3) 反対意見への反論第9回

図表に関する表現(1) 数量   割合   変化第10回

図表に関する表現 (2) データの解釈第11回

調査・実験に関する表現 調査・実験の概要第12回

達成度テスト、実施と解説第13回

書簡文・通信文・電子メール(1) 目的と表現法　　待遇表現　　読み手への配慮第14回

電子メール(2)／達成度テストの解説／授業全体のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 課題提出30%、達成度テスト70%

授業のテーマに関連した課題と達成度テストで評価する。いわゆる「出席点」の加点は行わな

い。なお、達成度テストは、第13回目の授業中に行う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　社会で求められる文章とは、事実を客観的に報告し、意見を解りやすく説明する文章である。それらは、読み手に正確な情報を伝え、理解させ

説得するという目的があるため、論理的な構造や定型をもっている。新聞の社説や、投書欄にある意見文などといった一般的な論説文・説明文

はもちろんのこと、レポートや論文も同様である。

　この講義では、文から文、段落から段落への展開法を中心に、実社会で必要とされる文章作成の基礎を、実践を通じて習得する。さらには、図

表の読み取り、データの解釈など、大学での学習や研究に必要なレポート・論文の作成に必要な知識と技術の基礎を習得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は指定せず、プリントを配布する。

授業中に指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ライティングリテラシー (SB)

担当者名 /  Instructor 廣坂 直子

10392

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

800字程度のレポートについて、主題と構成を明確にし、根拠と論理に裏付けられた主張を行えるレベルを目指す。

書簡文・通信文・電子メールの形式の基礎を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の意義と目標 文章とは   文章作成の基礎知識第1回

文章の構成(1) 定義   例示   説明第2回

文章の構成(2) 対比   注目第3回

文章の構成(3) 推論   結論第4回

文章の部分の役割と全体の関係 段落   要旨第5回

わかりやすい文 用字・用語・文法・文体   5W1H第6回

意見文・論説文の型を知る(1) 根拠   意見第7回

意見文・論説文の型を知る(2) 論証第8回

意見文・論説文の型を知る(3) 反対意見への反論第9回

図表に関する表現(1) 数量   割合   変化第10回

図表に関する表現 (2) データの解釈第11回

調査・実験に関する表現 調査・実験の概要第12回

達成度テスト、実施と解説第13回

書簡文・通信文・電子メール(1) 目的と表現法　　待遇表現　　読み手への配慮第14回

電子メール(2)／達成度テストの解説／授業全体のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 課題提出30%、達成度テスト70%

授業のテーマに関連した課題と達成度テストで評価する。いわゆる「出席点」の加点は行わな

い。なお、達成度テストは、第13回目の授業中に行う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　社会で求められる文章とは、事実を客観的に報告し、意見を解りやすく説明する文章である。それらは、読み手に正確な情報を伝え、理解させ

説得するという目的があるため、論理的な構造や定型をもっている。新聞の社説や、投書欄にある意見文などといった一般的な論説文・説明文

はもちろんのこと、レポートや論文も同様である。

　この講義では、文から文、段落から段落への展開法を中心に、実社会で必要とされる文章作成の基礎を、実践を通じて習得する。さらには、図

表の読み取り、データの解釈など、大学での学習や研究に必要なレポート・論文の作成に必要な知識と技術の基礎を習得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は指定せず、プリントを配布する。

授業中に指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ライティングリテラシー (SC)

担当者名 /  Instructor 山中 延之

10393

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

800字程度のレポートについて、主題と構成を明確にし、根拠と論理に裏付けられた主張を行えるレベルを目指す。

書簡文・通信文・電子メールの形式の基礎を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の意義と目標 文章とは   文章作成の基礎知識第1回

文章の構成(1) 定義   例示   説明第2回

文章の構成(2) 対比   注目第3回

文章の構成(3) 推論   結論第4回

文章の部分の役割と全体の関係 段落   要旨第5回

わかりやすい文 用字・用語・文法・文体   5W1H第6回

意見文・論説文の型を知る(1) 根拠   意見第7回

意見文・論説文の型を知る(2) 論証第8回

意見文・論説文の型を知る(3) 反対意見への反論第9回

図表に関する表現(1) 数量   割合   変化第10回

図表に関する表現 (2) データの解釈第11回

調査・実験に関する表現 調査・実験の概要第12回

達成度テスト、実施と解説第13回

書簡文・通信文・電子メール(1) 目的と表現法　　待遇表現　　読み手への配慮第14回

電子メール(2)／達成度テストの解説／授業全体のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 課題提出30%、達成度テスト70%

授業のテーマに関連した課題と達成度テストで評価する。いわゆる「出席点」の加点は行わな

い。なお、達成度テストは、第13回目の授業中に行う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　プレースメントテストの成績によって基礎的文章力があると認められた者のうち、受講希望者を対象として開講する。

　レポート・論文といった学問的な文章に求められるのは、事実(データ)を客観的に記述し、それに基づいた主張を示すことである。また、レポー

ト・論文としてふさわしい形式を備えている必要がある。社会で求められる文章についても、事実と意見とが合理的に結びつき、ふさわしい形式を

備えているという点では、何ら変わりはない。

　この講義では、論理的な文章を執筆するための基礎を確認し、専門科目のレポートに対応できる技能を習得することを目標とする。また、論理

的な内容と形式を備えた実用文のモデルとして、書簡文と電子メールを取り上げ、その執筆法を説明する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は指定せず、プリントを配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ライティングリテラシー (SD)

担当者名 /  Instructor 南里 一郎

10534

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

(1) レポート・論文の執筆に必要な技能を習得する。3,000字程度のレポート・小論文を執筆できるようになる。

(2) 書簡文・電子メールなどの通信文をわかりやすく書く技能を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

論文の教室　レポートから卒論まで 戸田山和久／NHK出版／978-4-14-001954-2／

アカデミック・スキルズ――大学生のための知的

技法入門

佐藤望[編著]/湯川武/横山千晶/近藤明彦／慶應義塾大学出版会／978-4-7664-

1324-3／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

論理的な文章とはどのようなものか 文章の種類　　内容と形式第1回

文を書く(1)――表記・用語・文法 文字の体系　　語の意味　　文の成分第2回

文を書く(2)――句読点・文体 約物　　禁則　　文の長さ　　常体・敬体第3回

文の内容・事実と意見 思考のまとまり　　事実と意見第4回

書簡文・電子メール(1)――目的と表現法 形式　　待遇表現　　字配り　　速さ・遅さ　　正確さ第5回

電子メール(2)――実践 件名　　本文の構成　　添付ファイル第6回

段落と文章の構造 中心文　　支持文　　まとめ文　　段落とアウトライン第7回

論理的な説明とはどのようなものか――400字の練習 主張　　具体例　　理由づけ第8回

レポートの型(1)――800字の練習 問いと答え　　データ　　論拠第9回

主題設定とレポートの構成要素 テーマの絞り込み　　アウトラインと章立て　　構成要素第10回

レポートの型(2)――1,200字の練習 問いと答え　　データ　　論拠　　付属要素第11回

データの扱い 実験と調査　　図表・グラフのよみと表現第12回

文献からの引用 文献　　引用　　剽窃第13回

主張の示しかた 問題提起　　結論　　論拠第14回

3,000字レポートの仕上げ――論文執筆へ 内容と形式　　研究対象　　研究目的　　研究方法第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 3,000字程度のレポートを課す。60 ％

平常点評価 授業のテーマに沿った課題の評価によって、平常点とする。課題は、授業中に提出させることも

あるが、ウェブコースツール(WebCT)を使用することもある。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　社会で求められる文章とは、事実を客観的に報告し、意見を解りやすく説明する文章である。それらは、読み手に正確な情報を伝え、理解させ

説得するという目的があるため、論理的な構造や定型をもっている。新聞の社説や、投書欄にある意見文などといった一般的な論説文・説明文

はもちろんのこと、レポートや論文も同様である。

　この講義では、文から文、段落から段落への展開法を中心に、実社会で必要とされる文章作成の基礎を、実践を通じて習得する。さらには、図

表の読み取り、データの解釈など、大学での学習や研究に必要なレポート・論文の作成に必要な知識と技術の基礎を習得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は指定せず、プリントを配布する。

授業中に指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ライティングリテラシー (SE)

担当者名 /  Instructor 松本 朋子

10535

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

800字程度のレポートについて、主題と構成を明確にし、根拠と論理に裏付けられた主張を行えるレベルを目指す。

書簡文・通信文・電子メールの形式の基礎を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の意義と目標 文章とは   文章作成の基礎知識第1回

文章の構成(1) 定義   例示   説明第2回

文章の構成(2) 対比   注目第3回

文章の構成(3) 推論   結論第4回

文章の部分の役割と全体の関係 段落   要旨第5回

わかりやすい文 用字・用語・文法・文体   5W1H第6回

意見文・論説文の型を知る(1) 根拠   意見第7回

意見文・論説文の型を知る(2) 論証第8回

意見文・論説文の型を知る(3) 反対意見への反論第9回

図表に関する表現(1) 数量   割合   変化第10回

図表に関する表現 (2) データの解釈第11回

調査・実験に関する表現 調査・実験の概要第12回

達成度テスト、実施と解説第13回

書簡文・通信文・電子メール(1) 目的と表現法　　待遇表現　　読み手への配慮第14回

電子メール(2)／達成度テストの解説／授業全体のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 課題提出30%、達成度テスト70%

授業のテーマに関連した課題と達成度テストで評価する。いわゆる「出席点」の加点は行わな

い。なお、達成度テストは、第13回目の授業中に行う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　社会で求められる文章とは、事実を客観的に報告し、意見を解りやすく説明する文章である。それらは、読み手に正確な情報を伝え、理解させ

説得するという目的があるため、論理的な構造や定型をもっている。新聞の社説や、投書欄にある意見文などといった一般的な論説文・説明文

はもちろんのこと、レポートや論文も同様である。

　この講義では、文から文、段落から段落への展開法を中心に、実社会で必要とされる文章作成の基礎を、実践を通じて習得する。さらには、図

表の読み取り、データの解釈など、大学での学習や研究に必要なレポート・論文の作成に必要な知識と技術の基礎を習得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は指定せず、プリントを配布する。

授業中に指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ライティングリテラシー (SF)

担当者名 /  Instructor 廣坂 直子

10536

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

800字程度のレポートについて、主題と構成を明確にし、根拠と論理に裏付けられた主張を行えるレベルを目指す。

書簡文・通信文・電子メールの形式の基礎を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の意義と目標 文章とは   文章作成の基礎知識第1回

文章の構成(1) 定義   例示   説明第2回

文章の構成(2) 対比   注目第3回

文章の構成(3) 推論   結論第4回

文章の部分の役割と全体の関係 段落   要旨第5回

わかりやすい文 用字・用語・文法・文体   5W1H第6回

意見文・論説文の型を知る(1) 根拠   意見第7回

意見文・論説文の型を知る(2) 論証第8回

意見文・論説文の型を知る(3) 反対意見への反論第9回

図表に関する表現(1) 数量   割合   変化第10回

図表に関する表現 (2) データの解釈第11回

調査・実験に関する表現 調査・実験の概要第12回

達成度テスト、実施と解説第13回

書簡文・通信文・電子メール(1) 目的と表現法　　待遇表現　　読み手への配慮第14回

電子メール(2)／達成度テストの解説／授業全体のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 課題提出30%、達成度テスト70%

授業のテーマに関連した課題と達成度テストで評価する。いわゆる「出席点」の加点は行わな

い。なお、達成度テストは、第13回目の授業中に行う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　社会で求められる文章とは、事実を客観的に報告し、意見を解りやすく説明する文章である。それらは、読み手に正確な情報を伝え、理解させ

説得するという目的があるため、論理的な構造や定型をもっている。新聞の社説や、投書欄にある意見文などといった一般的な論説文・説明文

はもちろんのこと、レポートや論文も同様である。

　この講義では、文から文、段落から段落への展開法を中心に、実社会で必要とされる文章作成の基礎を、実践を通じて習得する。さらには、図

表の読み取り、データの解釈など、大学での学習や研究に必要なレポート・論文の作成に必要な知識と技術の基礎を習得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は指定せず、プリントを配布する。

授業中に指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ライティングリテラシー (SG)

担当者名 /  Instructor 山中 延之

16761

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

800字程度のレポートについて、主題と構成を明確にし、根拠と論理に裏付けられた主張を行えるレベルを目指す。

書簡文・通信文・電子メールの形式の基礎を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の意義と目標 文章とは   文章作成の基礎知識第1回

文章の構成(1) 定義   例示   説明第2回

文章の構成(2) 対比   注目第3回

文章の構成(3) 推論   結論第4回

文章の部分の役割と全体の関係 段落   要旨第5回

わかりやすい文 用字・用語・文法・文体   5W1H第6回

意見文・論説文の型を知る(1) 根拠   意見第7回

意見文・論説文の型を知る(2) 論証第8回

意見文・論説文の型を知る(3) 反対意見への反論第9回

図表に関する表現(1) 数量   割合   変化第10回

図表に関する表現 (2) データの解釈第11回

調査・実験に関する表現 調査・実験の概要第12回

達成度テスト、実施と解説第13回

書簡文・通信文・電子メール(1) 目的と表現法　　待遇表現　　読み手への配慮第14回

電子メール(2)／達成度テストの解説／授業全体のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 課題提出30%、達成度テスト70%

授業のテーマに関連した課題と達成度テストで評価する。いわゆる「出席点」の加点は行わな

い。なお、達成度テストは、第13回目の授業中に行う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　プレースメントテストの成績によって基礎的文章力があると認められた者のうち、受講希望者を対象として開講する。

　レポート・論文といった学問的な文章に求められるのは、事実(データ)を客観的に記述し、それに基づいた主張を示すことである。また、レポー

ト・論文としてふさわしい形式を備えている必要がある。社会で求められる文章についても、事実と意見とが合理的に結びつき、ふさわしい形式を

備えているという点では、何ら変わりはない。

　この講義では、論理的な文章を執筆するための基礎を確認し、専門科目のレポートに対応できる技能を習得することを目標とする。また、論理

的な内容と形式を備えた実用文のモデルとして、書簡文と電子メールを取り上げ、その執筆法を説明する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は指定せず、プリントを配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ライティングリテラシー (SH)

担当者名 /  Instructor 南里 一郎

16762

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

(1) レポート・論文の執筆に必要な技能を習得する。3,000字程度のレポート・小論文を執筆できるようになる。

(2) 書簡文・電子メールなどの通信文をわかりやすく書く技能を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

論文の教室　レポートから卒論まで 戸田山和久／NHK出版／978-4-14-001954-2／

アカデミック・スキルズ――大学生のための知的

技法入門

佐藤望[編著]/湯川武/横山千晶/近藤明彦／慶應義塾大学出版会／978-4-7664-

1324-3／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

論理的な文章とはどのようなものか 文章の種類　　内容と形式第1回

文を書く(1)――表記・用語・文法 文字の体系　　語の意味　　文の成分第2回

文を書く(2)――句読点・文体 約物　　禁則　　文の長さ　　常体・敬体第3回

文の内容・事実と意見 思考のまとまり　　事実と意見第4回

書簡文・電子メール(1)――目的と表現法 形式　　待遇表現　　字配り　　速さ・遅さ　　正確さ第5回

電子メール(2)――実践 件名　　本文の構成　　添付ファイル第6回

段落と文章の構造 中心文　　支持文　　まとめ文　　段落とアウトライン第7回

論理的な説明とはどのようなものか――400字の練習 主張　　具体例　　理由づけ第8回

レポートの型(1)――800字の練習 問いと答え　　データ　　論拠第9回

主題設定とレポートの構成要素 テーマの絞り込み　　アウトラインと章立て　　構成要素第10回

レポートの型(2)――1,200字の練習 問いと答え　　データ　　論拠　　付属要素第11回

データの扱い 実験と調査　　図表・グラフのよみと表現第12回

文献からの引用 文献　　引用　　剽窃第13回

主張の示しかた 問題提起　　結論　　論拠第14回

3,000字レポートの仕上げ――論文執筆へ 内容と形式　　研究対象　　研究目的　　研究方法第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 3,000字程度のレポートを課す。60 ％

平常点評価 授業のテーマに沿った課題の評価によって、平常点とする。課題は、授業中に提出させることも

あるが、ウェブコースツール(WebCT)を使用することもある。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (1)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12251

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (2)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

12252

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (3)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

12253

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (4)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

12254

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (5)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

12255

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (6)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

12256

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (7)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

12257

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (8)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

12258

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (9)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

12259

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (10)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

12260

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (11)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

12261

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (12)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

12262

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (13)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

12263

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (14)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

12264

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (15)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

12265

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (16)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

12266

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (17)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

12267

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (18)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

12268

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (19)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

12278

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (20)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

12269

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (21)

担当者名 /  Instructor 市井 吉興

12270

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (22)

担当者名 /  Instructor 中西 仁

12271

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (23)

担当者名 /  Instructor 山口 歩

12272

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (24)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

12250

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (25)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

12273

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (26)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

12274

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (27)

担当者名 /  Instructor 鎮目 真人

12275

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (29)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

12276

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (28)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

12277

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (30)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

12279

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

基礎演習I (31)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

20086

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (1)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

12318

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (2)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

12319

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (3)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

12320

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (4)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

12321

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (5)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

12322

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (6)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

12323

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (7)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

12324

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (8)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

12325

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (9)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

12326

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (10)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

12327

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (11)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

12328

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (12)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

12329

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (13)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

12330

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (14)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

12331

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (15)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

12332

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (16)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

12333

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (17)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

12334

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (18)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

12335

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (19)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

12346

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (20)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

12336

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (21)

担当者名 /  Instructor 市井 吉興

12337

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (22)

担当者名 /  Instructor 中西 仁

12338

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (23)

担当者名 /  Instructor 山口 歩

12339

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (24)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

12340

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (25)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

12341

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (26)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

12342

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (27)

担当者名 /  Instructor 鎮目 真人

12343

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (28)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

12345

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (29)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

12344

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 基礎演習は、1回生全員が指定されたクラスに分かれ、それぞれのクラスで学生が協働して学んでいく演習スタイルの科目です。この科目では、

今後4年間大学で研究を行っていく上で 低限必要とされる知識と技術を習得していきます。具体的にはクラスのなかでさらにグループ分けをし

て、そのグループごとに研究調査を行い、成果の発表・討論を実施します。

　「与えられた問題」に正しい答えを出す高校までの勉強とは異なり、大学での研究ではまず自分自身で「問題（あるいはテーマ）を発見する」こと

から出発しなければなりません。基礎演習ではいかにして意味のある問題、取り組むべきテーマを発見するか、その問題・テーマに答えるべく、

どのように文献調査やフィールドワークを行うか、これらについての基礎的スキルを学びます。さらにそれらの調査研究の結果や成果を発表し、

グループやクラス全体で討論する際の技法の習得も目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

各専攻の「コア科目」（前期）と「基礎社会学」（後期）、情報収集や報告のスキルを学ぶ「リテラシー科目」は、基礎演習と並んで産業社会学部で

の学びの基礎を身に付ける重要な授業ですので、積極的に取り組みましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

基礎演習をはじめとする「大学での学び」については、学部から配布する『さんしゃハンドブック（入門編）』に詳しく掲載されていますので、事前に

しっかり読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (30)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

12347

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①問題発見と探求の基礎的能力を身につける

②調査する基礎的能力を身につける

③発表する基礎的能力を身につける

④討論する基礎的能力を身につける

⑤人と人とを結びつける基礎的能力を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

前期は2・3回生の「エンター」と呼ばれる先輩が、大学での学習面や生活面に関してみなさんをサポートしてくれます。後期は「ES（教育サポー

ター）」と呼ばれる上回生が、学習・研究面において相談に乗ってくれます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『さんしゃハンドブック（入門編）』など ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方やスケジュールについては各担当教員の

指示に従ってください。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 開講回数の3分の2以上の出席が評価の要件となります。評価方法は平常点（グループ学習，

発表，討論への参加）やレポート・小論文などによりますが、詳しい評価方法については担当教

員が指示します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

基礎演習II (31)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

20205

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1A)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

13222

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1B)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

13223

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1C)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

13224

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1D)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

13225

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1E)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

13226

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1F)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

13227

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1G)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

13228

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1H)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

13229

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1I)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

13230

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「＜持続可能な社会＞を探求する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本科目では、(1)受講者が輪番で、指定された文献を読み、(2)その内容報告を行った後、(3)受講者全員で報告内容についての質疑応答や意見

交換を行う小集団参加形授業である。発表者の報告内容をもとに、受講者相互のやりとりの中で、「持続可能な社会」の可能性や成立要件を探

求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1J)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

13231

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、「持続可能な社会」に向けての具体的な実践例を扱った文献（『地域の力』）から、単に個別具体の状況を理解する

だけでなく、その具体性の中に、他の地域や分野にも汎用できる発想法や方法論、哲学をつかみ出す力も身につけたい。また、それとは逆に、

抽象的もしくは理論的な文献（『コミュニティを問いなおす』）からも、その都度、自分の身の回りや他の文献にある具体例を手がかりとして、リアリ

ティを持ちながら理解していく力を身につけたい。具体と抽象の往復関係の中から、より深い理解に到達できることを「喜び」と感じられるような感

性も身につけたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担の決定1

文献講読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献講読02：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

3

文献講読03：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

4

文献講読04：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

5

文献講読05：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

6

文献講読06：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

7

中間ふりかえりと今後の予定の確認8

文献講読07：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

9

文献講読08：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

10

文献講読09：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

11

文献講読10：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

12

文献講読11：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

13

文献講読12：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

14

「＜持続可能な社会＞を探求する」のまとめと全体のふり

かえり

15



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

本科目では、教科書を２冊使い、具体的な実践例を扱った文献の読み方と理解の深め方、そして抽象度が比較的高い文献の読み方と理解の深

め方の２つを同時に学ぶことになる。「文献との対話する」「他者とのやりとり」を楽しむ中で、理解が深まっていく「喜び」を実感できるようなりた

い。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域の力 大江正章／岩波新書／9784004311157／日本国内における様々な「持続可能な社会」

探求の実践例が抱負

コミュニティを問いなおす 広井良典／ちくま新書／9784480065018／「持続可能な社会」の基盤となる「コミュニ

ティ」とはいかなるものか？を捉え返した比較的抽象度の高い文献

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「＜持続可能な社会＞を探求する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本科目では、(1)受講者が輪番で、指定された文献を読み、(2)その内容報告を行った後、(3)受講者全員で報告内容についての質疑応答や意見

交換を行う小集団参加形授業である。発表者の報告内容をもとに、受講者相互のやりとりの中で、「持続可能な社会」の可能性や成立要件を探

求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1K)

担当者名 /  Instructor 宮永 健太郎

13232

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、「持続可能な社会」に向けての具体的な実践例を扱った文献（『地域の力』）から、単に個別具体の状況を理解する

だけでなく、その具体性の中に、他の地域や分野にも汎用できる発想法や方法論、哲学をつかみ出す力も身につけたい。また、それとは逆に、

抽象的もしくは理論的な文献（『コミュニティを問いなおす』）からも、その都度、自分の身の回りや他の文献にある具体例を手がかりとして、リアリ

ティを持ちながら理解していく力を身につけたい。具体と抽象の往復関係の中から、より深い理解に到達できることを「喜び」と感じられるような感

性も身につけたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担の決定1

文献講読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献講読02：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

3

文献講読03：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

4

文献講読04：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

5

文献講読05：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

6

文献講読06：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

7

中間ふりかえりと今後の予定の確認8

文献講読07：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

9

文献講読08：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

10

文献講読09：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

11

文献講読10：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

12

文献講読11：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

13

文献講読12：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

14

「＜持続可能な社会＞を探求する」のまとめと全体のふり

かえり

15



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

本科目では、教科書を２冊使い、具体的な実践例を扱った文献の読み方と理解の深め方、そして抽象度が比較的高い文献の読み方と理解の深

め方の２つを同時に学ぶことになる。「文献との対話する」「他者とのやりとり」を楽しむ中で、理解が深まっていく「喜び」を実感できるようなりた

い。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域の力 大江正章／岩波新書／9784004311157／日本国内における様々な「持続可能な社会」

探求の実践例が抱負

コミュニティを問いなおす 広井良典／ちくま新書／9784480065018／「持続可能な社会」の基盤となる「コミュニ

ティ」とはいかなるものか？を捉え返した比較的抽象度の高い文献

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「＜持続可能な社会＞を探求する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本科目では、(1)受講者が輪番で、指定された文献を読み、(2)その内容報告を行った後、(3)受講者全員で報告内容についての質疑応答や意見

交換を行う小集団参加形授業である。発表者の報告内容をもとに、受講者相互のやりとりの中で、「持続可能な社会」の可能性や成立要件を探

求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1L)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

13233

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、「持続可能な社会」に向けての具体的な実践例を扱った文献（『地域の力』）から、単に個別具体の状況を理解する

だけでなく、その具体性の中に、他の地域や分野にも汎用できる発想法や方法論、哲学をつかみ出す力も身につけたい。また、それとは逆に、

抽象的もしくは理論的な文献（『コミュニティを問いなおす』）からも、その都度、自分の身の回りや他の文献にある具体例を手がかりとして、リアリ

ティを持ちながら理解していく力を身につけたい。具体と抽象の往復関係の中から、より深い理解に到達できることを「喜び」と感じられるような感

性も身につけたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担の決定1

文献講読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献講読02：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

3

文献講読03：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

4

文献講読04：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

5

文献講読05：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

6

文献講読06：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

7

中間ふりかえりと今後の予定の確認8

文献講読07：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

9

文献講読08：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

10

文献講読09：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

11

文献講読10：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

12

文献講読11：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

13

文献講読12：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

14

「＜持続可能な社会＞を探求する」のまとめと全体のふり

かえり

15



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

本科目では、教科書を２冊使い、具体的な実践例を扱った文献の読み方と理解の深め方、そして抽象度が比較的高い文献の読み方と理解の深

め方の２つを同時に学ぶことになる。「文献との対話する」「他者とのやりとり」を楽しむ中で、理解が深まっていく「喜び」を実感できるようなりた

い。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域の力 大江正章／岩波新書／9784004311157／日本国内における様々な「持続可能な社会」

探求の実践例が抱負

コミュニティを問いなおす 広井良典／ちくま新書／9784480065018／「持続可能な社会」の基盤となる「コミュニ

ティ」とはいかなるものか？を捉え返した比較的抽象度の高い文献

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会批判」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

その目標に向け、本分野では見田宗介『現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と未来-』（岩波新書、1996）の文献を全員が読み、クラス

で内容をめぐって報告と討議を行う。そのことを通じて、社会とはまた広い意味での社会学とは何かを、理解する手がかりとし、社会を分析し批判

する基礎となるスタイルを養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは報告者以外も、必ず当日報告される箇所については 低読んで来て欲しい。

また、関連する文献等も、ぜひ積極的に読みすすめていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1M)

担当者名 /  Instructor 大野 威

13234

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を通して本分野では文献を読み解くこと、および文献内容を報告し討議することに習熟することを基本目標とする。

それを通して、社会を分析し批判する基礎となるスタイルが少しでも養えることを期待したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と 見田宗介／岩波書店／／1996年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担決定1

文献購読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献購読02：文献についての報告・質疑応答・意見交換3

文献購読03：文献についての報告・質疑応答・意見交換4

文献購読04：文献についての報告・質疑応答・意見交換5

文献購読05：文献についての報告・質疑応答・意見交換6

文献購読06：文献についての報告・質疑応答・意見交換7

中間でのふりかえり8

文献購読07：文献についての報告・質疑応答・意見交換9

文献購読08：文献についての報告・質疑応答・意見交換10

文献購読09：文献についての報告・質疑応答・意見交換11

文献購読10：文献についての報告・質疑応答・意見交換12

文献購読11：文献についての報告・質疑応答・意見交換13

文献購読12：文献についての報告・質疑応答・意見交換14

「社会を読み解き、批判する＜作法＞」のまとめと課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

未来-



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会批判」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

その目標に向け、本分野では見田宗介『現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と未来-』（岩波新書、1996）の文献を全員が読み、クラス

で内容をめぐって報告と討議を行う。そのことを通じて、社会とはまた広い意味での社会学とは何かを、理解する手がかりとし、社会を分析し批判

する基礎となるスタイルを養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは報告者以外も、必ず当日報告される箇所については 低読んで来て欲しい。

また、関連する文献等も、ぜひ積極的に読みすすめていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1N)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

13235

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を通して本分野では文献を読み解くこと、および文献内容を報告し討議することに習熟することを基本目標とする。

それを通して、社会を分析し批判する基礎となるスタイルが少しでも養えることを期待したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と 見田宗介／岩波書店／／1996年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担決定1

文献購読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献購読02：文献についての報告・質疑応答・意見交換3

文献購読03：文献についての報告・質疑応答・意見交換4

文献購読04：文献についての報告・質疑応答・意見交換5

文献購読05：文献についての報告・質疑応答・意見交換6

文献購読06：文献についての報告・質疑応答・意見交換7

中間でのふりかえり8

文献購読07：文献についての報告・質疑応答・意見交換9

文献購読08：文献についての報告・質疑応答・意見交換10

文献購読09：文献についての報告・質疑応答・意見交換11

文献購読10：文献についての報告・質疑応答・意見交換12

文献購読11：文献についての報告・質疑応答・意見交換13

文献購読12：文献についての報告・質疑応答・意見交換14

「社会を読み解き、批判する＜作法＞」のまとめと課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

未来-



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会批判」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

その目標に向け、本分野では見田宗介『現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と未来-』（岩波新書、1996）の文献を全員が読み、クラス

で内容をめぐって報告と討議を行う。そのことを通じて、社会とはまた広い意味での社会学とは何かを、理解する手がかりとし、社会を分析し批判

する基礎となるスタイルを養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは報告者以外も、必ず当日報告される箇所については 低読んで来て欲しい。

また、関連する文献等も、ぜひ積極的に読みすすめていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1O)

担当者名 /  Instructor 崎山 治男

13236

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を通して本分野では文献を読み解くこと、および文献内容を報告し討議することに習熟することを基本目標とする。

それを通して、社会を分析し批判する基礎となるスタイルが少しでも養えることを期待したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と 見田宗介／岩波書店／／1996年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担決定1

文献購読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献購読02：文献についての報告・質疑応答・意見交換3

文献購読03：文献についての報告・質疑応答・意見交換4

文献購読04：文献についての報告・質疑応答・意見交換5

文献購読05：文献についての報告・質疑応答・意見交換6

文献購読06：文献についての報告・質疑応答・意見交換7

中間でのふりかえり8

文献購読07：文献についての報告・質疑応答・意見交換9

文献購読08：文献についての報告・質疑応答・意見交換10

文献購読09：文献についての報告・質疑応答・意見交換11

文献購読10：文献についての報告・質疑応答・意見交換12

文献購読11：文献についての報告・質疑応答・意見交換13

文献購読12：文献についての報告・質疑応答・意見交換14

「社会を読み解き、批判する＜作法＞」のまとめと課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

未来-



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会批判」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

その目標に向け、本分野では見田宗介『現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と未来-』（岩波新書、1996）の文献を全員が読み、クラス

で内容をめぐって報告と討議を行う。そのことを通じて、社会とはまた広い意味での社会学とは何かを、理解する手がかりとし、社会を分析し批判

する基礎となるスタイルを養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは報告者以外も、必ず当日報告される箇所については 低読んで来て欲しい。

また、関連する文献等も、ぜひ積極的に読みすすめていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (1P)

担当者名 /  Instructor 藤田 悟

13237

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を通して本分野では文献を読み解くこと、および文献内容を報告し討議することに習熟することを基本目標とする。

それを通して、社会を分析し批判する基礎となるスタイルが少しでも養えることを期待したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と 見田宗介／岩波書店／／1996年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担決定1

文献購読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献購読02：文献についての報告・質疑応答・意見交換3

文献購読03：文献についての報告・質疑応答・意見交換4

文献購読04：文献についての報告・質疑応答・意見交換5

文献購読05：文献についての報告・質疑応答・意見交換6

文献購読06：文献についての報告・質疑応答・意見交換7

中間でのふりかえり8

文献購読07：文献についての報告・質疑応答・意見交換9

文献購読08：文献についての報告・質疑応答・意見交換10

文献購読09：文献についての報告・質疑応答・意見交換11

文献購読10：文献についての報告・質疑応答・意見交換12

文献購読11：文献についての報告・質疑応答・意見交換13

文献購読12：文献についての報告・質疑応答・意見交換14

「社会を読み解き、批判する＜作法＞」のまとめと課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

未来-



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、メディアに関わる基礎的な文献・資料として、特に新聞記事を取り上げる。大学で今後リサーチを行うにも、社会に出てからの情報

収集においても、新聞を活用することは大切だからである。新聞記事を手がかりとして現在起きている政治・経済・社会などの問題について正しく

理解する。そのためにも継続的に読み、断片的な記事をつなぎ合わせてある問題の全体像を把握する方法を身につけ、またニュースがどのよう

に作られるのか、その仕組みを知ることを通してどのような情報の「偏り」が生じるのかも理解することを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2A)

担当者名 /  Instructor 宮下 晋吉

13238

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

以上を踏まえて、本分野ではとくに、次の4点を具体的な到達目標とする。

①政治、経済、外交、社会などの基礎的な用語やコンセプトについて自分なりの説明ができるようになること。

②日本の新聞の記事の特徴や海外紙との比較、各紙のものの味方の違いなどを理解し、過去記事の検索を含め効果的な情報収集を行う能力

を磨く。

③複数の情報を照らし合わせて正確な情報を選択する方法を学ぶ。

④新聞記事をもとに、とりあげられている政治・経済・社会の問題についてさらに深くリサーチする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

新聞の基礎知識　－　導入のはなし ある記事をもとにあなたが何を知らないのか、どうすれ

ば知ることができるのか考えましょう

1

新聞のフォーマット・各紙の特徴・通信社の役割など 担当教員が示す記事を元に、「何が起きているのか」

「何がわからないのか」を話し合おう

2

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「貧困」「新

型インフルエンザ」「消えた年金」「医療保険改革」

3

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「えん罪」

「別件逮捕」「裁判員制度」

4

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）教育と歴史認識

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「靖国神

社」「戦後補償」「教科書検定」

5

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「公共事

業」「派閥」「族議員」「仕分け」

6

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「補正予

算」「政治とカネ」「政治主導」

7

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「帝国主

義」「冷戦」「核拡散」「テロ」

8

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「６カ国協

議」「普天間基地移設」「ミサイル防衛」

9

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「日本相撲

協会」「特待生制度」「ドーピング」

10

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「オリン

ピック誘致」「スポーツ振興」「ドラフト制度」

11



2011 年度シラバス立命館大学

授業の進め方は担当教員によって若干異なるので、クラス内の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・備考

※１　これはあくまでも１例であり、担当教員によって扱うテーマや内容は変更される可能性があります。

※２　扱うテーマは以下のような問題から担当教員が選択します。

１）政治と民主主義・権力

２）警察・検察・司法の問題

３）人権・生活の安全や安心

４）外交と安全保障・国際機関

５）教育と歴史認識

６）経済と豊かな社会

７）スポーツと文化

８）開発とグローバリズム

９）情報社会とセキュリティ

１０）ジャーナリズムの社会的役割

※３　問題の重点は担当教員によって変わる場合があります。また、重大な事件が起きたときは途中でもその内容を変更して新しい出来事の勉

強に変更する可能性があります。

※４　宿題は発表課題についてのスケジュールは、担当教員の指示に従ってください。

・授業外学習の指示

１）クラスで扱うテーマとは関係なく、少なくとも１紙は毎日読んでください。

２）クラスで扱う課題については、すべての受講者が過去の記事や参考文献などをあたりディスカッションの準備をしてください。

３）必要に応じて発表などを行うこともあるので、担当教員の指示に従ってください。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各担当教員の指示に従ってください。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

クラスで扱う記事は日常のニュースから出題します。毎日新聞を読んで世の中で何を起きているのか知っておいて下さい。 

各担当教員の指示に従ってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「南北問

題」「新自由主義」「気候変動」「人身売買」

12

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「代替エネ

ルギー」「スマートグリッド」「ＣＯＰ１５」

13

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）情報通信とセキュリティ（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「個人情報

保護法」「生体認証」「ブロードバンド」「著作権」「放送と

通信の融合」「ウィニー裁判」

14

まとめの議論 ※課題のトピックは授業内で指示します。テーマ・ディス

カッションとともに、今後どのようにメディアを利用してい

くのか考察します。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

１）課題発表

・課題記事に示された問題について過去記事などをリサーチして発表

２）クラス内のディスカッションの参加

・期末課題レポート（50％）

テーマは追って指示します。リサーチや討論で得た成果を報告してもらいます。評価は情報収

集の厚みと考察の深さで行います。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、メディアに関わる基礎的な文献・資料として、特に新聞記事を取り上げる。大学で今後リサーチを行うにも、社会に出てからの情報

収集においても、新聞を活用することは大切だからである。新聞記事を手がかりとして現在起きている政治・経済・社会などの問題について正しく

理解する。そのためにも継続的に読み、断片的な記事をつなぎ合わせてある問題の全体像を把握する方法を身につけ、またニュースがどのよう

に作られるのか、その仕組みを知ることを通してどのような情報の「偏り」が生じるのかも理解することを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2B)

担当者名 /  Instructor 佐藤 八寿子

13239

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

以上を踏まえて、本分野ではとくに、次の4点を具体的な到達目標とする。

①政治、経済、外交、社会などの基礎的な用語やコンセプトについて自分なりの説明ができるようになること。

②日本の新聞の記事の特徴や海外紙との比較、各紙のものの味方の違いなどを理解し、過去記事の検索を含め効果的な情報収集を行う能力

を磨く。

③複数の情報を照らし合わせて正確な情報を選択する方法を学ぶ。

④新聞記事をもとに、とりあげられている政治・経済・社会の問題についてさらに深くリサーチする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

新聞の基礎知識　－　導入のはなし ある記事をもとにあなたが何を知らないのか、どうすれ

ば知ることができるのか考えましょう

1

新聞のフォーマット・各紙の特徴・通信社の役割など 担当教員が示す記事を元に、「何が起きているのか」

「何がわからないのか」を話し合おう

2

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「貧困」「新

型インフルエンザ」「消えた年金」「医療保険改革」

3

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「えん罪」

「別件逮捕」「裁判員制度」

4

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）教育と歴史認識

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「靖国神

社」「戦後補償」「教科書検定」

5

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「公共事

業」「派閥」「族議員」「仕分け」

6

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「補正予

算」「政治とカネ」「政治主導」

7

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「帝国主

義」「冷戦」「核拡散」「テロ」

8

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「６カ国協

議」「普天間基地移設」「ミサイル防衛」

9

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「日本相撲

協会」「特待生制度」「ドーピング」

10

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「オリン

ピック誘致」「スポーツ振興」「ドラフト制度」

11
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授業の進め方は担当教員によって若干異なるので、クラス内の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・備考

※１　これはあくまでも１例であり、担当教員によって扱うテーマや内容は変更される可能性があります。

※２　扱うテーマは以下のような問題から担当教員が選択します。

１）政治と民主主義・権力

２）警察・検察・司法の問題

３）人権・生活の安全や安心

４）外交と安全保障・国際機関

５）教育と歴史認識

６）経済と豊かな社会

７）スポーツと文化

８）開発とグローバリズム

９）情報社会とセキュリティ

１０）ジャーナリズムの社会的役割

※３　問題の重点は担当教員によって変わる場合があります。また、重大な事件が起きたときは途中でもその内容を変更して新しい出来事の勉

強に変更する可能性があります。

※４　宿題は発表課題についてのスケジュールは、担当教員の指示に従ってください。

・授業外学習の指示

１）クラスで扱うテーマとは関係なく、少なくとも１紙は毎日読んでください。

２）クラスで扱う課題については、すべての受講者が過去の記事や参考文献などをあたりディスカッションの準備をしてください。

３）必要に応じて発表などを行うこともあるので、担当教員の指示に従ってください。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各担当教員の指示に従ってください。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

クラスで扱う記事は日常のニュースから出題します。毎日新聞を読んで世の中で何を起きているのか知っておいて下さい。 

各担当教員の指示に従ってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「南北問

題」「新自由主義」「気候変動」「人身売買」

12

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「代替エネ

ルギー」「スマートグリッド」「ＣＯＰ１５」

13

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）情報通信とセキュリティ（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「個人情報

保護法」「生体認証」「ブロードバンド」「著作権」「放送と

通信の融合」「ウィニー裁判」

14

まとめの議論 ※課題のトピックは授業内で指示します。テーマ・ディス

カッションとともに、今後どのようにメディアを利用してい

くのか考察します。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

１）課題発表

・課題記事に示された問題について過去記事などをリサーチして発表

２）クラス内のディスカッションの参加

・期末課題レポート（50％）

テーマは追って指示します。リサーチや討論で得た成果を報告してもらいます。評価は情報収

集の厚みと考察の深さで行います。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2C)

担当者名 /  Instructor 吉田 幸治

13240

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2D)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

13241

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2E)

担当者名 /  Instructor 福間 良明

13242

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2F)

担当者名 /  Instructor 福間 良明

13243

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2G)

担当者名 /  Instructor 津田 正夫

13244

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2H)

担当者名 /  Instructor 吉田 幸治

13245

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2I)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

13246

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2J)

担当者名 /  Instructor 吉田 幸治

13247

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2K)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13248

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (2L)

担当者名 /  Instructor 平本 毅

13249

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15
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各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ、分野「スポーツ文化を学ぶ」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

ここでは、スポーツとはどのような文化なのか、それはどのような発展をしてきたのか、また現在スポーツ文化はどのような問題を持っているの

か、これらを歴史や文化論、遊び論などの文献を通して学び、それぞれ任意のテーマを設定してレポートにまとめていく。そのため授業は以下の

ような組み立てで行う。まず私たちが自明視している「本を読む」と言うことについてあらためて検討し、本の読み方について考えていくこととした

い。そのうえでスポーツ文化を学んでいく課題や方向を、代表的著作の章構成やトピックを参照していくことから考えていきたい。また新聞などの

報道をもとに、スポーツ文化が現在どのようにとらえられているのか、その「語られ方」の中から考えていくこととしたい。この作業は班ごとに行

い、報告とディスカッションというプロセスをとり、授業終了時にレポートとしてまとめていくこととしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とスポーツ、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (3A)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

13250

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を踏まえ、本分野では特に、

・自らのスポーツ像の「概念砕き」等を通して、「スポーツ」という文化を人文・社会科学的な目から、

　対象的に捕らえられる力を養うことを目標としたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テクストを読むことー古典とは何か、テクストクリティーク1

古典を読む①2

古典を読む②3

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論①4

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論②5

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論③6

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論④7

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論⑤8

集中討議とテーマの発見9

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論①10

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論②11

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論③12

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論④13

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論⑤14

集中討議とテーマの発見15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

テクストに関する課題論文の提出

100 ％
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授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/

日本体育・スポーツ哲学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/

日本体育学会体育史専門分科会　http://www.taiikushi.org/

スポーツ史学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssh/

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ、分野「スポーツ文化を学ぶ」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

ここでは、スポーツとはどのような文化なのか、それはどのような発展をしてきたのか、また現在スポーツ文化はどのような問題を持っているの

か、これらを歴史や文化論、遊び論などの文献を通して学び、それぞれ任意のテーマを設定してレポートにまとめていく。そのため授業は以下の

ような組み立てで行う。まず私たちが自明視している「本を読む」と言うことについてあらためて検討し、本の読み方について考えていくこととした

い。そのうえでスポーツ文化を学んでいく課題や方向を、代表的著作の章構成やトピックを参照していくことから考えていきたい。また新聞などの

報道をもとに、スポーツ文化が現在どのようにとらえられているのか、その「語られ方」の中から考えていくこととしたい。この作業は班ごとに行

い、報告とディスカッションというプロセスをとり、授業終了時にレポートとしてまとめていくこととしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とスポーツ、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (3B)

担当者名 /  Instructor 松島 剛史

13251

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を踏まえ、本分野では特に、

・自らのスポーツ像の「概念砕き」等を通して、「スポーツ」という文化を人文・社会科学的な目から、

　対象的に捕らえられる力を養うことを目標としたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テクストを読むことー古典とは何か、テクストクリティーク1

古典を読む①2

古典を読む②3

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論①4

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論②5

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論③6

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論④7

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論⑤8

集中討議とテーマの発見9

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論①10

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論②11

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論③12

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論④13

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論⑤14

集中討議とテーマの発見15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

テクストに関する課題論文の提出

100 ％
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授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/

日本体育・スポーツ哲学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/

日本体育学会体育史専門分科会　http://www.taiikushi.org/

スポーツ史学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssh/

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ、分野「スポーツ文化を学ぶ」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

ここでは、スポーツとはどのような文化なのか、それはどのような発展をしてきたのか、また現在スポーツ文化はどのような問題を持っているの

か、これらを歴史や文化論、遊び論などの文献を通して学び、それぞれ任意のテーマを設定してレポートにまとめていく。そのため授業は以下の

ような組み立てで行う。まず私たちが自明視している「本を読む」と言うことについてあらためて検討し、本の読み方について考えていくこととした

い。そのうえでスポーツ文化を学んでいく課題や方向を、代表的著作の章構成やトピックを参照していくことから考えていきたい。また新聞などの

報道をもとに、スポーツ文化が現在どのようにとらえられているのか、その「語られ方」の中から考えていくこととしたい。この作業は班ごとに行

い、報告とディスカッションというプロセスをとり、授業終了時にレポートとしてまとめていくこととしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とスポーツ、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (3C)

担当者名 /  Instructor 相原 進

13252

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を踏まえ、本分野では特に、

・自らのスポーツ像の「概念砕き」等を通して、「スポーツ」という文化を人文・社会科学的な目から、

　対象的に捕らえられる力を養うことを目標としたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テクストを読むことー古典とは何か、テクストクリティーク1

古典を読む①2

古典を読む②3

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論①4

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論②5

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論③6

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論④7

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論⑤8

集中討議とテーマの発見9

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論①10

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論②11

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論③12

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論④13

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論⑤14

集中討議とテーマの発見15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

テクストに関する課題論文の提出

100 ％
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授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/

日本体育・スポーツ哲学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/

日本体育学会体育史専門分科会　http://www.taiikushi.org/

スポーツ史学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssh/

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ「スポーツと社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立

体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文

献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

「スポーツと社会」では、雑誌や文献、新聞に記されるスポーツ事象を通じて、スポーツの成り立つ社会的仕組みや社会に与える影響について学

び、それを各自で任意のテーマを設定しレポートにまとめる力を養うことを目的とする。そのため授業は以下のような段階を踏んで行う。①スポー

ツと社会の関わりを学んでいく課題や方向を、幾つか代表的著作の章構成やトピックを参照することで理解する。②主に新聞を素材に、スポーツ

と社会の関連について具体的な事例を検討する。③基本的な文献の読解と、それぞれに応じたトピックとを探す作業を行う。④作業は班ごとに

行い、報告とディスカッションと言うプロセスを通じ、授業終了時にレポートとしてまとめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業進度に応じて個別に指示する。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (3D)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

13253

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、スポーツと社会との幅広い関連を理解できる視座を養うこと、現代社会とスポーツを批判的にとらえる能力をつける

ことを目指していく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツと社会－課題の多様性を知る 政治、ビジネス、社会病理第1回

メディアで報道されるスポーツ　（１）ビジネス スポーツビジネス、市場第2回

メディアで報道されるスポーツ　（２）政治 地域、社会病理、若者第3回

メディアで報道されるスポーツ　（３）グローバル化 国際関係、移民、グローバルマーケット第4回

メディアで報道されるスポーツ　（４）マスメディア グローバルメディア、国際競技大会、スポーツスター第5回

班別の課題設定と作業スケジュールの議論第6回

基本テキストの読解と討論第7回

基本テキストの読解と討論第8回

基本テキストの読解と討論第9回

基本テキストの読解と討論第10回

基本テキストの読解と討論第11回

班別課題報告とディスカッション第12回

班別課題報告とディスカッション第13回

班別課題報告とディスカッション第14回

クラス全体でのディスカッション：スポーツ文化とは何か第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/　

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がありうる。

参考書 /  Reference Books

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学 D．ジェリー、清野正義他編／道和書院／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編／世界思想社／4-7907-0723-7／現代スポーツの変化につ

いて

戦後日本のスポーツ政策 関春南／大修館書店／4-469-26362-1／現代日本のスポーツ問題とスポーツ政策に

ついて

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／近代日本のスポーツ政策と思想善導について

新版　日本現代史 藤原彰・荒川章二・林博史／大月書店／4-272-52040-7／現代日本の社会・歴史につ

いて

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ「スポーツと社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立

体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文

献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

「スポーツと社会」では、雑誌や文献、新聞に記されるスポーツ事象を通じて、スポーツの成り立つ社会的仕組みや社会に与える影響について学

び、それを各自で任意のテーマを設定しレポートにまとめる力を養うことを目的とする。そのため授業は以下のような段階を踏んで行う。①スポー

ツと社会の関わりを学んでいく課題や方向を、幾つか代表的著作の章構成やトピックを参照することで理解する。②主に新聞を素材に、スポーツ

と社会の関連について具体的な事例を検討する。③基本的な文献の読解と、それぞれに応じたトピックとを探す作業を行う。④作業は班ごとに

行い、報告とディスカッションと言うプロセスを通じ、授業終了時にレポートとしてまとめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業進度に応じて個別に指示する。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (3E)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

13254

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、スポーツと社会との幅広い関連を理解できる視座を養うこと、現代社会とスポーツを批判的にとらえる能力をつける

ことを目指していく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツと社会－課題の多様性を知る 政治、ビジネス、社会病理第1回

メディアで報道されるスポーツ　（１）ビジネス スポーツビジネス、市場第2回

メディアで報道されるスポーツ　（２）政治 地域、社会病理、若者第3回

メディアで報道されるスポーツ　（３）グローバル化 国際関係、移民、グローバルマーケット第4回

メディアで報道されるスポーツ　（４）マスメディア グローバルメディア、国際競技大会、スポーツスター第5回

班別の課題設定と作業スケジュールの議論第6回

基本テキストの読解と討論第7回

基本テキストの読解と討論第8回

基本テキストの読解と討論第9回

基本テキストの読解と討論第10回

基本テキストの読解と討論第11回

班別課題報告とディスカッション第12回

班別課題報告とディスカッション第13回

班別課題報告とディスカッション第14回

クラス全体でのディスカッション：スポーツ文化とは何か第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/　

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がありうる。

参考書 /  Reference Books

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学 D．ジェリー、清野正義他編／道和書院／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編／世界思想社／4-7907-0723-7／現代スポーツの変化につ

いて

戦後日本のスポーツ政策 関春南／大修館書店／4-469-26362-1／現代日本のスポーツ問題とスポーツ政策に

ついて

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／近代日本のスポーツ政策と思想善導について

新版　日本現代史 藤原彰・荒川章二・林博史／大月書店／4-272-52040-7／現代日本の社会・歴史につ

いて

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ「スポーツと社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立

体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文

献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

「スポーツと社会」では、雑誌や文献、新聞に記されるスポーツ事象を通じて、スポーツの成り立つ社会的仕組みや社会に与える影響について学

び、それを各自で任意のテーマを設定しレポートにまとめる力を養うことを目的とする。そのため授業は以下のような段階を踏んで行う。①スポー

ツと社会の関わりを学んでいく課題や方向を、幾つか代表的著作の章構成やトピックを参照することで理解する。②主に新聞を素材に、スポーツ

と社会の関連について具体的な事例を検討する。③基本的な文献の読解と、それぞれに応じたトピックとを探す作業を行う。④作業は班ごとに

行い、報告とディスカッションと言うプロセスを通じ、授業終了時にレポートとしてまとめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業進度に応じて個別に指示する。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (3F)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

13255

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、スポーツと社会との幅広い関連を理解できる視座を養うこと、現代社会とスポーツを批判的にとらえる能力をつける

ことを目指していく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツと社会－課題の多様性を知る 政治、ビジネス、社会病理第1回

メディアで報道されるスポーツ　（１）ビジネス スポーツビジネス、市場第2回

メディアで報道されるスポーツ　（２）政治 地域、社会病理、若者第3回

メディアで報道されるスポーツ　（３）グローバル化 国際関係、移民、グローバルマーケット第4回

メディアで報道されるスポーツ　（４）マスメディア グローバルメディア、国際競技大会、スポーツスター第5回

班別の課題設定と作業スケジュールの議論第6回

基本テキストの読解と討論第7回

基本テキストの読解と討論第8回

基本テキストの読解と討論第9回

基本テキストの読解と討論第10回

基本テキストの読解と討論第11回

班別課題報告とディスカッション第12回

班別課題報告とディスカッション第13回

班別課題報告とディスカッション第14回

クラス全体でのディスカッション：スポーツ文化とは何か第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/　

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がありうる。

参考書 /  Reference Books

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学 D．ジェリー、清野正義他編／道和書院／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編／世界思想社／4-7907-0723-7／現代スポーツの変化につ

いて

戦後日本のスポーツ政策 関春南／大修館書店／4-469-26362-1／現代日本のスポーツ問題とスポーツ政策に

ついて

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／近代日本のスポーツ政策と思想善導について

新版　日本現代史 藤原彰・荒川章二・林博史／大月書店／4-272-52040-7／現代日本の社会・歴史につ

いて

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ「スポーツと社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立

体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文

献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

「スポーツと社会」では、雑誌や文献、新聞に記されるスポーツ事象を通じて、スポーツの成り立つ社会的仕組みや社会に与える影響について学

び、それを各自で任意のテーマを設定しレポートにまとめる力を養うことを目的とする。そのため授業は以下のような段階を踏んで行う。①スポー

ツと社会の関わりを学んでいく課題や方向を、幾つか代表的著作の章構成やトピックを参照することで理解する。②主に新聞を素材に、スポーツ

と社会の関連について具体的な事例を検討する。③基本的な文献の読解と、それぞれに応じたトピックとを探す作業を行う。④作業は班ごとに

行い、報告とディスカッションと言うプロセスを通じ、授業終了時にレポートとしてまとめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業進度に応じて個別に指示する。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (3G)

担当者名 /  Instructor 草深 直臣

13256

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、スポーツと社会との幅広い関連を理解できる視座を養うこと、現代社会とスポーツを批判的にとらえる能力をつける

ことを目指していく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツと社会－課題の多様性を知る 政治、ビジネス、社会病理第1回

メディアで報道されるスポーツ　（１）ビジネス スポーツビジネス、市場第2回

メディアで報道されるスポーツ　（２）政治 地域、社会病理、若者第3回

メディアで報道されるスポーツ　（３）グローバル化 国際関係、移民、グローバルマーケット第4回

メディアで報道されるスポーツ　（４）マスメディア グローバルメディア、国際競技大会、スポーツスター第5回

班別の課題設定と作業スケジュールの議論第6回

基本テキストの読解と討論第7回

基本テキストの読解と討論第8回

基本テキストの読解と討論第9回

基本テキストの読解と討論第10回

基本テキストの読解と討論第11回

班別課題報告とディスカッション第12回

班別課題報告とディスカッション第13回

班別課題報告とディスカッション第14回

クラス全体でのディスカッション：スポーツ文化とは何か第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/　

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がありうる。

参考書 /  Reference Books

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学 D．ジェリー、清野正義他編／道和書院／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編／世界思想社／4-7907-0723-7／現代スポーツの変化につ

いて

戦後日本のスポーツ政策 関春南／大修館書店／4-469-26362-1／現代日本のスポーツ問題とスポーツ政策に

ついて

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／近代日本のスポーツ政策と思想善導について

新版　日本現代史 藤原彰・荒川章二・林博史／大月書店／4-272-52040-7／現代日本の社会・歴史につ

いて

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「教育体験を概念的に把握する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野の基本的テーマは「自分の教育体験を概念的に把握する」ことにある。初等、中等教育においては被教育者であった受講生一人ひとり

が、１年間の学生生活を体験したのち、あらためてみずからの受けてきた学校教育を俯瞰し、体験を構造的に把握し、３年次の専門演習などの

出発点を発見できるようにすることを目標としている。

教育の問題を語るとき、必ず自分自身の教育体験（被教育体験）をベースにして語ることになるだろう。それはそれで重要なことなのだが、ここで

は、教育的事実を社会の主体である人間の再生産の問題として考えたい。これが教育体験の構造的把握という意味である。

そのために、吉川徹『学歴社会のローカル・トラック』（世界思想社、2001年）を共通テキストとする。このテキストは、「世代間移動と地域間移動」

「ライフヒストリ－」「ローカル・トラック」をキーコンセプト（鍵概念）として、学校経験と社会移動の関連を説明しようとしている。

プロジェクトスタディの運営に当たっては、まず受講生の生活体験や学校体験の違いを理解することを前提としてテキスト読解に入ってゆく。セメ

スター末のレポート作成においては、テキスト読解という共通了解をもとにして、受講生が発見した固有のテーマを論じてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、子どもと社会、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (4A)

担当者名 /  Instructor 藤田 悟

13257

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記の目標を踏まえて本分野では、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　自分の受けてきた教育体験を、教育社会学的タームの読解を通じて社会認識とすることができる。

２　学ぶ立場から教える立場への転換（教育的関係の可視化・自覚化）をはかることができる。

３　説明する立場になってはじめて学ぶ必要を発見する、という体験をする。

４　わかるように伝えるということをこのプロジェクトを通して身につける。

５　社会構造とその歴史主体のあり方について理解する。

６　データとその意味理解などをふくめてテキスト読解の基礎を身につける。

を分野固有の目標としたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テーマ設定と運営方法について1

「大衆教育社会」とは何か2

「大衆教育社会」の変化3

テキスト講読１「大衆教育社会における地方青年の群像」4

テキスト講読２「ある高等学校」5

テキスト講読３「世代間移動と地域移動」6

まとめ１　テキストからわかったこと、気付いたこと7

テキスト講読４ 「大都市の人となる」8

テキスト講読５「都会の空気と故郷に引き戻す力」9

テキスト講読６「県が育てて県で働く」10

まとめ２　テキストからわかったこと、気付いたこと11

テキスト講読７ 「意識の社会移動」12

テキスト講読８「ローカル・トラック論」13

まとめ３　テキストからわかったこと、気付いたこと14

レポートのテーマ設定に向けて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

学歴社会のローカル・トラック 吉川徹／世界思想社／／2001年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

大衆教育社会のゆくえ 苅谷剛彦／中公新書／／1995年

学歴分断社会 吉川徹／ちくま新書／／2009年

・期末課題レポート（50％）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「教育体験を概念的に把握する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野の基本的テーマは「自分の教育体験を概念的に把握する」ことにある。初等、中等教育においては被教育者であった受講生一人ひとり

が、１年間の学生生活を体験したのち、あらためてみずからの受けてきた学校教育を俯瞰し、体験を構造的に把握し、３年次の専門演習などの

出発点を発見できるようにすることを目標としている。

教育の問題を語るとき、必ず自分自身の教育体験（被教育体験）をベースにして語ることになるだろう。それはそれで重要なことなのだが、ここで

は、教育的事実を社会の主体である人間の再生産の問題として考えたい。これが教育体験の構造的把握という意味である。

そのために、吉川徹『学歴社会のローカル・トラック』（世界思想社、2001年）を共通テキストとする。このテキストは、「世代間移動と地域間移動」

「ライフヒストリ－」「ローカル・トラック」をキーコンセプト（鍵概念）として、学校経験と社会移動の関連を説明しようとしている。

プロジェクトスタディの運営に当たっては、まず受講生の生活体験や学校体験の違いを理解することを前提としてテキスト読解に入ってゆく。セメ

スター末のレポート作成においては、テキスト読解という共通了解をもとにして、受講生が発見した固有のテーマを論じてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、子どもと社会、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (4B)

担当者名 /  Instructor 土屋 尚子

13258

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記の目標を踏まえて本分野では、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　自分の受けてきた教育体験を、教育社会学的タームの読解を通じて社会認識とすることができる。

２　学ぶ立場から教える立場への転換（教育的関係の可視化・自覚化）をはかることができる。

３　説明する立場になってはじめて学ぶ必要を発見する、という体験をする。

４　わかるように伝えるということをこのプロジェクトを通して身につける。

５　社会構造とその歴史主体のあり方について理解する。

６　データとその意味理解などをふくめてテキスト読解の基礎を身につける。

を分野固有の目標としたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テーマ設定と運営方法について1

「大衆教育社会」とは何か2

「大衆教育社会」の変化3

テキスト講読１「大衆教育社会における地方青年の群像」4

テキスト講読２「ある高等学校」5

テキスト講読３「世代間移動と地域移動」6

まとめ１　テキストからわかったこと、気付いたこと7

テキスト講読４ 「大都市の人となる」8

テキスト講読５「都会の空気と故郷に引き戻す力」9

テキスト講読６「県が育てて県で働く」10

まとめ２　テキストからわかったこと、気付いたこと11

テキスト講読７ 「意識の社会移動」12

テキスト講読８「ローカル・トラック論」13

まとめ３　テキストからわかったこと、気付いたこと14

レポートのテーマ設定に向けて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

学歴社会のローカル・トラック 吉川徹／世界思想社／／2001年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

大衆教育社会のゆくえ 苅谷剛彦／中公新書／／1995年

学歴分断社会 吉川徹／ちくま新書／／2009年

・期末課題レポート（50％）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「教育体験を概念的に把握する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野の基本的テーマは「自分の教育体験を概念的に把握する」ことにある。初等、中等教育においては被教育者であった受講生一人ひとり

が、１年間の学生生活を体験したのち、あらためてみずからの受けてきた学校教育を俯瞰し、体験を構造的に把握し、３年次の専門演習などの

出発点を発見できるようにすることを目標としている。

教育の問題を語るとき、必ず自分自身の教育体験（被教育体験）をベースにして語ることになるだろう。それはそれで重要なことなのだが、ここで

は、教育的事実を社会の主体である人間の再生産の問題として考えたい。これが教育体験の構造的把握という意味である。

そのために、吉川徹『学歴社会のローカル・トラック』（世界思想社、2001年）を共通テキストとする。このテキストは、「世代間移動と地域間移動」

「ライフヒストリ－」「ローカル・トラック」をキーコンセプト（鍵概念）として、学校経験と社会移動の関連を説明しようとしている。

プロジェクトスタディの運営に当たっては、まず受講生の生活体験や学校体験の違いを理解することを前提としてテキスト読解に入ってゆく。セメ

スター末のレポート作成においては、テキスト読解という共通了解をもとにして、受講生が発見した固有のテーマを論じてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、子どもと社会、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (4C)

担当者名 /  Instructor 布川 淑

13259

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記の目標を踏まえて本分野では、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　自分の受けてきた教育体験を、教育社会学的タームの読解を通じて社会認識とすることができる。

２　学ぶ立場から教える立場への転換（教育的関係の可視化・自覚化）をはかることができる。

３　説明する立場になってはじめて学ぶ必要を発見する、という体験をする。

４　わかるように伝えるということをこのプロジェクトを通して身につける。

５　社会構造とその歴史主体のあり方について理解する。

６　データとその意味理解などをふくめてテキスト読解の基礎を身につける。

を分野固有の目標としたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テーマ設定と運営方法について1

「大衆教育社会」とは何か2

「大衆教育社会」の変化3

テキスト講読１「大衆教育社会における地方青年の群像」4

テキスト講読２「ある高等学校」5

テキスト講読３「世代間移動と地域移動」6

まとめ１　テキストからわかったこと、気付いたこと7

テキスト講読４ 「大都市の人となる」8

テキスト講読５「都会の空気と故郷に引き戻す力」9

テキスト講読６「県が育てて県で働く」10

まとめ２　テキストからわかったこと、気付いたこと11

テキスト講読７ 「意識の社会移動」12

テキスト講読８「ローカル・トラック論」13

まとめ３　テキストからわかったこと、気付いたこと14

レポートのテーマ設定に向けて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

学歴社会のローカル・トラック 吉川徹／世界思想社／／2001年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

大衆教育社会のゆくえ 苅谷剛彦／中公新書／／1995年

学歴分断社会 吉川徹／ちくま新書／／2009年

・期末課題レポート（50％）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「福祉社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

近年の日本社会の状態は、「貧困」の広がりが誰にでも見える時代になったと言って過言でない。年収200万円以下の労働者が1000万人を越え

たという。 「ワーキングプア」のことだ。そればかりか「違法ハケン」「ピンハネ」「偽装請け負い」が蔓延し、正社員は「カローシ（過労死）」の淵に立

たされている。都市のホームレスは「ネットカフェ難民」や「河川敷生活者」に広がっている。一方、困窮しても生活保護の申請をさせてもらえな

かった男性が、「おにぎり食べたい」と書き残し餓死していた。90歳のお母さんと介護していた60歳代の娘さんが２人とも亡くなって発見された事

件や介護殺人など悲惨な事件もあとを絶たない。「新しい貧困」の一つとして人々の孤立や社会的排除も問題となっている。

ところで、受講生の皆さんが「あなたは今豊かですか？それとも貧しいですか？」と問われたとしたら、答えに窮するだろう。簡単な例をあげれ

ば、「アルバイトを沢山しているのでお金は困っていないが時間がない」場合、自由なお金は「豊か」だが自由な時間は「貧しい」ことになる。下宿

している学生の住居は豊かであろうか？「三間（時間・空間・仲間)の喪失」ということばがあるが「豊かさ」がモノだけでは測れないよい例である。

「貧困」は人ごとではないということでもある。

さて、先に示した人々の「貧困」は個人責任に帰すべきであろうか？貧困の中には、明らかに人為的に作られものも多いが、中には一見個人責

任のように見えても、社会的要因を少なからずもっているものもある。ではなぜ個人責任のように見えるのか、それは生活問題の多くは「私生活」

の困難として現われからである。しかし社会福祉の立場から、生活問題を解決または緩和するためには、社会や地域全体への対応と個人や家

庭に対する個別的支援の両方が必要となる。例えて言うならば「森を見る」と「木を見る」の違い、「鳥の眼で見る」と「虫の眼で見る」の違いであ

る。

貧困を考えると暗い気持ちになってしまうが、暗い事ばかりもでない。世論の力が、薬害C型肝炎訴訟の終結を後押しする、生活保護母子加算

廃止の復活、障害者自立支援法の応益負担廃止（新政権表明）などの、権利を保障していく動きもある。このことは、私たちが主体者として問題

を解決・緩和できる可能性を示している。その基本は福祉社会のシステムを人間の力で再構築していくという実践である。人々が「生きていて良

かった」と言える社会は、家庭・諸組織・地域・ 社会全体において、人々の協同と社会福祉制度を再生し持続させる実践によって実現される。

本プロジェクトスタディはこうした展望を、「真の豊かさ」の理解に求めテキストを選択した。テキストの精読と討議、レポート作成により「アカデミッ

クリーディング」「アカデミックライティング」の基礎を修得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート作成においては授業外学習が必要となる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5A)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

13260

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に比べて本分野では、①「福祉社会」に関わる現実の理解及び基本的な知識と考え方の修得、②文献・資料を的確に理解し、それを正確に

表現し伝える能力の形成を行う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要：目標、進め方、「豊かさ」の考え方 アカデミックリーディング、豊かさ1

文献・切り裂かれる労働と生活の世界 労働と生活、生活の不 安、低賃金と失業、過労死、貧

困とホームレス、社会的排除、多重債務

2-3

文献・不安な社会に生きる子供たち 日本と西ドイツの子ども、教育の豊かさと貧しさ、競争の

中の子ども

4

文献・なぜ助け合うのか 助け合い、いじめ・不登校、生活の全体性、助け合いで

支える心、ボランティア

5

討議の中間まとめとアカデミックライティング演習・指導 アカデミックライティング6

文献・ＮＧＯの活動と若者達 ＮＧＯ、内戦と難民、阪神大震災、援助活動、山が動く7

文献・支え合う人間の歴史・希望を拓く 人間の歴史、生存競争、生活の共同、協同組合、豊か

さの条件

8-9

討議のまとめとアカデミックライティング演習・指導 副教材の活用、アカデミックライティング10-14

まとめと振り返り 総括15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

豊かさの条件 暉峻淑子／岩波新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

持続可能な社会－「もうひとつの日本」の構想 広井良典／ちくま書房／／

定常型社会 広井良典／岩波新書／／

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「福祉社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

近年の日本社会の状態は、「貧困」の広がりが誰にでも見える時代になったと言って過言でない。年収200万円以下の労働者が1000万人を越え

たという。 「ワーキングプア」のことだ。そればかりか「違法ハケン」「ピンハネ」「偽装請け負い」が蔓延し、正社員は「カローシ（過労死）」の淵に立

たされている。都市のホームレスは「ネットカフェ難民」や「河川敷生活者」に広がっている。一方、困窮しても生活保護の申請をさせてもらえな

かった男性が、「おにぎり食べたい」と書き残し餓死していた。90歳のお母さんと介護していた60歳代の娘さんが２人とも亡くなって発見された事

件や介護殺人など悲惨な事件もあとを絶たない。「新しい貧困」の一つとして人々の孤立や社会的排除も問題となっている。

ところで、受講生の皆さんが「あなたは今豊かですか？それとも貧しいですか？」と問われたとしたら、答えに窮するだろう。簡単な例をあげれ

ば、「アルバイトを沢山しているのでお金は困っていないが時間がない」場合、自由なお金は「豊か」だが自由な時間は「貧しい」ことになる。下宿

している学生の住居は豊かであろうか？「三間（時間・空間・仲間)の喪失」ということばがあるが「豊かさ」がモノだけでは測れないよい例である。

「貧困」は人ごとではないということでもある。

さて、先に示した人々の「貧困」は個人責任に帰すべきであろうか？貧困の中には、明らかに人為的に作られものも多いが、中には一見個人責

任のように見えても、社会的要因を少なからずもっているものもある。ではなぜ個人責任のように見えるのか、それは生活問題の多くは「私生活」

の困難として現われからである。しかし社会福祉の立場から、生活問題を解決または緩和するためには、社会や地域全体への対応と個人や家

庭に対する個別的支援の両方が必要となる。例えて言うならば「森を見る」と「木を見る」の違い、「鳥の眼で見る」と「虫の眼で見る」の違いであ

る。

貧困を考えると暗い気持ちになってしまうが、暗い事ばかりもでない。世論の力が、薬害C型肝炎訴訟の終結を後押しする、生活保護母子加算

廃止の復活、障害者自立支援法の応益負担廃止（新政権表明）などの、権利を保障していく動きもある。このことは、私たちが主体者として問題

を解決・緩和できる可能性を示している。その基本は福祉社会のシステムを人間の力で再構築していくという実践である。人々が「生きていて良

かった」と言える社会は、家庭・諸組織・地域・ 社会全体において、人々の協同と社会福祉制度を再生し持続させる実践によって実現される。

本プロジェクトスタディはこうした展望を、「真の豊かさ」の理解に求めテキストを選択した。テキストの精読と討議、レポート作成により「アカデミッ

クリーディング」「アカデミックライティング」の基礎を修得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート作成においては授業外学習が必要となる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5B)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

13261

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に比べて本分野では、①「福祉社会」に関わる現実の理解及び基本的な知識と考え方の修得、②文献・資料を的確に理解し、それを正確に

表現し伝える能力の形成を行う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要：目標、進め方、「豊かさ」の考え方 アカデミックリーディング、豊かさ1

文献・切り裂かれる労働と生活の世界 労働と生活、生活の不 安、低賃金と失業、過労死、貧

困とホームレス、社会的排除、多重債務

2-3

文献・不安な社会に生きる子供たち 日本と西ドイツの子ども、教育の豊かさと貧しさ、競争の

中の子ども

4

文献・なぜ助け合うのか 助け合い、いじめ・不登校、生活の全体性、助け合いで

支える心、ボランティア

5

討議の中間まとめとアカデミックライティング演習・指導 アカデミックライティング6

文献・ＮＧＯの活動と若者達 ＮＧＯ、内戦と難民、阪神大震災、援助活動、山が動く7

文献・支え合う人間の歴史・希望を拓く 人間の歴史、生存競争、生活の共同、協同組合、豊か

さの条件

8-9

討議のまとめとアカデミックライティング演習・指導 副教材の活用、アカデミックライティング10-14

まとめと振り返り 総括15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

豊かさの条件 暉峻淑子／岩波新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

持続可能な社会－「もうひとつの日本」の構想 広井良典／ちくま書房／／

定常型社会 広井良典／岩波新書／／

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「福祉社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

近年の日本社会の状態は、「貧困」の広がりが誰にでも見える時代になったと言って過言でない。年収200万円以下の労働者が1000万人を越え

たという。 「ワーキングプア」のことだ。そればかりか「違法ハケン」「ピンハネ」「偽装請け負い」が蔓延し、正社員は「カローシ（過労死）」の淵に立

たされている。都市のホームレスは「ネットカフェ難民」や「河川敷生活者」に広がっている。一方、困窮しても生活保護の申請をさせてもらえな

かった男性が、「おにぎり食べたい」と書き残し餓死していた。90歳のお母さんと介護していた60歳代の娘さんが２人とも亡くなって発見された事

件や介護殺人など悲惨な事件もあとを絶たない。「新しい貧困」の一つとして人々の孤立や社会的排除も問題となっている。

ところで、受講生の皆さんが「あなたは今豊かですか？それとも貧しいですか？」と問われたとしたら、答えに窮するだろう。簡単な例をあげれ

ば、「アルバイトを沢山しているのでお金は困っていないが時間がない」場合、自由なお金は「豊か」だが自由な時間は「貧しい」ことになる。下宿

している学生の住居は豊かであろうか？「三間（時間・空間・仲間)の喪失」ということばがあるが「豊かさ」がモノだけでは測れないよい例である。

「貧困」は人ごとではないということでもある。

さて、先に示した人々の「貧困」は個人責任に帰すべきであろうか？貧困の中には、明らかに人為的に作られものも多いが、中には一見個人責

任のように見えても、社会的要因を少なからずもっているものもある。ではなぜ個人責任のように見えるのか、それは生活問題の多くは「私生活」

の困難として現われからである。しかし社会福祉の立場から、生活問題を解決または緩和するためには、社会や地域全体への対応と個人や家

庭に対する個別的支援の両方が必要となる。例えて言うならば「森を見る」と「木を見る」の違い、「鳥の眼で見る」と「虫の眼で見る」の違いであ

る。

貧困を考えると暗い気持ちになってしまうが、暗い事ばかりもでない。世論の力が、薬害C型肝炎訴訟の終結を後押しする、生活保護母子加算

廃止の復活、障害者自立支援法の応益負担廃止（新政権表明）などの、権利を保障していく動きもある。このことは、私たちが主体者として問題

を解決・緩和できる可能性を示している。その基本は福祉社会のシステムを人間の力で再構築していくという実践である。人々が「生きていて良

かった」と言える社会は、家庭・諸組織・地域・ 社会全体において、人々の協同と社会福祉制度を再生し持続させる実践によって実現される。

本プロジェクトスタディはこうした展望を、「真の豊かさ」の理解に求めテキストを選択した。テキストの精読と討議、レポート作成により「アカデミッ

クリーディング」「アカデミックライティング」の基礎を修得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート作成においては授業外学習が必要となる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5C)

担当者名 /  Instructor 北村 健太郎

13262

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に比べて本分野では、①「福祉社会」に関わる現実の理解及び基本的な知識と考え方の修得、②文献・資料を的確に理解し、それを正確に

表現し伝える能力の形成を行う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要：目標、進め方、「豊かさ」の考え方 アカデミックリーディング、豊かさ1

文献・切り裂かれる労働と生活の世界 労働と生活、生活の不 安、低賃金と失業、過労死、貧

困とホームレス、社会的排除、多重債務

2-3

文献・不安な社会に生きる子供たち 日本と西ドイツの子ども、教育の豊かさと貧しさ、競争の

中の子ども

4

文献・なぜ助け合うのか 助け合い、いじめ・不登校、生活の全体性、助け合いで

支える心、ボランティア

5

討議の中間まとめとアカデミックライティング演習・指導 アカデミックライティング6

文献・ＮＧＯの活動と若者達 ＮＧＯ、内戦と難民、阪神大震災、援助活動、山が動く7

文献・支え合う人間の歴史・希望を拓く 人間の歴史、生存競争、生活の共同、協同組合、豊か

さの条件

8-9

討議のまとめとアカデミックライティング演習・指導 副教材の活用、アカデミックライティング10-14

まとめと振り返り 総括15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

豊かさの条件 暉峻淑子／岩波新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

持続可能な社会－「もうひとつの日本」の構想 広井良典／ちくま書房／／

定常型社会 広井良典／岩波新書／／

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「福祉社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

近年の日本社会の状態は、「貧困」の広がりが誰にでも見える時代になったと言って過言でない。年収200万円以下の労働者が1000万人を越え

たという。 「ワーキングプア」のことだ。そればかりか「違法ハケン」「ピンハネ」「偽装請け負い」が蔓延し、正社員は「カローシ（過労死）」の淵に立

たされている。都市のホームレスは「ネットカフェ難民」や「河川敷生活者」に広がっている。一方、困窮しても生活保護の申請をさせてもらえな

かった男性が、「おにぎり食べたい」と書き残し餓死していた。90歳のお母さんと介護していた60歳代の娘さんが２人とも亡くなって発見された事

件や介護殺人など悲惨な事件もあとを絶たない。「新しい貧困」の一つとして人々の孤立や社会的排除も問題となっている。

ところで、受講生の皆さんが「あなたは今豊かですか？それとも貧しいですか？」と問われたとしたら、答えに窮するだろう。簡単な例をあげれ

ば、「アルバイトを沢山しているのでお金は困っていないが時間がない」場合、自由なお金は「豊か」だが自由な時間は「貧しい」ことになる。下宿

している学生の住居は豊かであろうか？「三間（時間・空間・仲間)の喪失」ということばがあるが「豊かさ」がモノだけでは測れないよい例である。

「貧困」は人ごとではないということでもある。

さて、先に示した人々の「貧困」は個人責任に帰すべきであろうか？貧困の中には、明らかに人為的に作られものも多いが、中には一見個人責

任のように見えても、社会的要因を少なからずもっているものもある。ではなぜ個人責任のように見えるのか、それは生活問題の多くは「私生活」

の困難として現われからである。しかし社会福祉の立場から、生活問題を解決または緩和するためには、社会や地域全体への対応と個人や家

庭に対する個別的支援の両方が必要となる。例えて言うならば「森を見る」と「木を見る」の違い、「鳥の眼で見る」と「虫の眼で見る」の違いであ

る。

貧困を考えると暗い気持ちになってしまうが、暗い事ばかりもでない。世論の力が、薬害C型肝炎訴訟の終結を後押しする、生活保護母子加算

廃止の復活、障害者自立支援法の応益負担廃止（新政権表明）などの、権利を保障していく動きもある。このことは、私たちが主体者として問題

を解決・緩和できる可能性を示している。その基本は福祉社会のシステムを人間の力で再構築していくという実践である。人々が「生きていて良

かった」と言える社会は、家庭・諸組織・地域・ 社会全体において、人々の協同と社会福祉制度を再生し持続させる実践によって実現される。

本プロジェクトスタディはこうした展望を、「真の豊かさ」の理解に求めテキストを選択した。テキストの精読と討議、レポート作成により「アカデミッ

クリーディング」「アカデミックライティング」の基礎を修得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート作成においては授業外学習が必要となる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5D)

担当者名 /  Instructor 小林 勇人

13263

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に比べて本分野では、①「福祉社会」に関わる現実の理解及び基本的な知識と考え方の修得、②文献・資料を的確に理解し、それを正確に

表現し伝える能力の形成を行う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要：目標、進め方、「豊かさ」の考え方 アカデミックリーディング、豊かさ1

文献・切り裂かれる労働と生活の世界 労働と生活、生活の不 安、低賃金と失業、過労死、貧

困とホームレス、社会的排除、多重債務

2-3

文献・不安な社会に生きる子供たち 日本と西ドイツの子ども、教育の豊かさと貧しさ、競争の

中の子ども

4

文献・なぜ助け合うのか 助け合い、いじめ・不登校、生活の全体性、助け合いで

支える心、ボランティア

5

討議の中間まとめとアカデミックライティング演習・指導 アカデミックライティング6

文献・ＮＧＯの活動と若者達 ＮＧＯ、内戦と難民、阪神大震災、援助活動、山が動く7

文献・支え合う人間の歴史・希望を拓く 人間の歴史、生存競争、生活の共同、協同組合、豊か

さの条件

8-9

討議のまとめとアカデミックライティング演習・指導 副教材の活用、アカデミックライティング10-14

まとめと振り返り 総括15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

豊かさの条件 暉峻淑子／岩波新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

持続可能な社会－「もうひとつの日本」の構想 広井良典／ちくま書房／／

定常型社会 広井良典／岩波新書／／

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5E)

担当者名 /  Instructor 岡田 まり

13264

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

第５回：講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5F)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

13265

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5G)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

13266

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5H)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

13267

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5I)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

13268

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5J)

担当者名 /  Instructor 大村 和正

13269

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIA (5K)

担当者名 /  Instructor 礒部 美也子

13270

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1A)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

15934

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1B)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

15935

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1C)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

15936

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1D)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

15937

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は現代社会専攻プロジェクトスタディ「国際社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを

深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎

的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

国際社会分野プロジェクトスタディでは、現在、ヨーロッパ社会における新たな市民社会に向けた動向に注目することによって、国際的な比較研

究の発想を身につけるとともに、私たちが生きる日本社会のあり様を国際的視野から見つめなおしていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、多文化共生論、国際社会論、基礎社会学

必ず期末に個人レポートを作成・提出してもらう。レポート課題については、担当教員より指示があるので、それに従って、作成・提出するこ

と。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

使用するテキストは、基本文献の一つにすぎない。授業のなかから興味あるテーマやキーワードを見つけ出し、自ら、文献・資料（新聞資料やイ

ンターネット資料も含む）を検索し、読解していくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1E)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

15938

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション（問題意識の共有化） テーマについて、専門書の読み方、用語の調べ方、関

連参考文献などの紹介および参加者自己紹介、各章報

告担当体制の確立

1

プロジェクトスタディの進め方（報告とディスカッションの方

法論）

「序章」「エピーローグ」に基づく見本レジュメの提示、発

表の方法とディスカッションの方法

2

第１章担当者報告とディスカッション 再生するネーション3

第２章担当者報告とディスカッション ４層のシティズンシップ4

第３章担当者報告とディスカッション 移民と文化変容5

第４章担当者報告とディスカッション 参政権について6

第５章担当者報告とディスカッション ＥＵデ二ズン市民7

第６章担当者報告とディスカッション ローカル・シティズンシップ8

第７章担当者報告とディスカッション ジェンダーとパリティ9

第８章担当者報告とディスカッション ナショナル・ポピリズム10

まとめのディスカッション 自由討論11

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方12

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方13

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方14

個人レポート草稿の報告 レポートの書き方、資料の調べ方15

（注記・以上のスケジュールは、例示にすぎない。詳しく

は、それぞれの担当者から具体的に提示される）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に指示する。

 その他 /  Others

演習形式の授業は、まず、参加することが重要である。プロジェクトスタディを通じて、大学生らしい学び方をしっかりと身につけてほしい。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ヨーロッパ市民の誕生―開かれたシティズンシッ

プへ―

宮島喬／岩波新書／4-00-430925-5／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1F)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

15939

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1G)

担当者名 /  Instructor 中井 美樹

15940

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1H)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

15941

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「格差社会に立ち向かう」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、こんにちの格差社会をめぐる議論を客観的・批判的に検討しながら、こうした格差社会論がこれほどブームになってきたのはなぜ

か、など現代の社会背景を視野に入れて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1I)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

15942

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、現代社会の問題を批判的・分析的に考える基本的能力を獲得することを目標とする。あわせて、今後の大学生活の

中で取り組むレポート・論文を作成する際に必要となるスキル（技法、考え方、分析の視点ややり方、表現方法など）を習得することを目標とす

る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

格差社会 : 何が問題なのか 橘木俊詔／岩波新書／4004310334／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、プロジェクトスタディの授業の目的1

テキスト第１章　前半2

テキスト第１章　後半3

テキスト第２章　前半4

テキスト第２章　後半5

テキスト第３章　前半6

テキスト第３章　後半7

テキスト第４章　前半8

テキスト第４章　後半9

テキスト第５章　前半10

テキスト第５章　中11

テキスト第５章　後半12

はじめに、あとがき13

まとめ（１）14

まとめ（２）15

※クラスごとに、進度の状況により、多少の調整を行うこ

とがあります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障：排除しない社会へ 宮本太郎／岩波新書／4004312161／

不平等社会日本―さよなら総中流 佐藤 俊樹／中公新書／4121015371／

社会階層―豊かさの中の不平等 原 純輔・盛山 和夫／東京大学出版会／4130530127／

大貧困社会 駒村康平／角川SSC新書／4827550580／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「＜持続可能な社会＞を探求する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本科目では、(1)受講者が輪番で、指定された文献を読み、(2)その内容報告を行った後、(3)受講者全員で報告内容についての質疑応答や意見

交換を行う小集団参加形授業である。発表者の報告内容をもとに、受講者相互のやりとりの中で、「持続可能な社会」の可能性や成立要件を探

求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1J)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

15943

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、「持続可能な社会」に向けての具体的な実践例を扱った文献（『地域の力』）から、単に個別具体の状況を理解する

だけでなく、その具体性の中に、他の地域や分野にも汎用できる発想法や方法論、哲学をつかみ出す力も身につけたい。また、それとは逆に、

抽象的もしくは理論的な文献（『コミュニティを問いなおす』）からも、その都度、自分の身の回りや他の文献にある具体例を手がかりとして、リアリ

ティを持ちながら理解していく力を身につけたい。具体と抽象の往復関係の中から、より深い理解に到達できることを「喜び」と感じられるような感

性も身につけたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担の決定1

文献講読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献講読02：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

3

文献講読03：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

4

文献講読04：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

5

文献講読05：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

6

文献講読06：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

7

中間ふりかえりと今後の予定の確認8

文献講読07：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

9

文献講読08：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

10

文献講読09：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

11

文献講読10：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

12

文献講読11：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

13

文献講読12：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

14

「＜持続可能な社会＞を探求する」のまとめと全体のふり

かえり

15



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

本科目では、教科書を２冊使い、具体的な実践例を扱った文献の読み方と理解の深め方、そして抽象度が比較的高い文献の読み方と理解の深

め方の２つを同時に学ぶことになる。「文献との対話する」「他者とのやりとり」を楽しむ中で、理解が深まっていく「喜び」を実感できるようなりた

い。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域の力 大江正章／岩波新書／9784004311157／日本国内における様々な「持続可能な社会」

探求の実践例が抱負

コミュニティを問いなおす 広井良典／ちくま新書／9784480065018／「持続可能な社会」の基盤となる「コミュニ

ティ」とはいかなるものか？を捉え返した比較的抽象度の高い文献

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「＜持続可能な社会＞を探求する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本科目では、(1)受講者が輪番で、指定された文献を読み、(2)その内容報告を行った後、(3)受講者全員で報告内容についての質疑応答や意見

交換を行う小集団参加形授業である。発表者の報告内容をもとに、受講者相互のやりとりの中で、「持続可能な社会」の可能性や成立要件を探

求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1K)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

15944

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、「持続可能な社会」に向けての具体的な実践例を扱った文献（『地域の力』）から、単に個別具体の状況を理解する

だけでなく、その具体性の中に、他の地域や分野にも汎用できる発想法や方法論、哲学をつかみ出す力も身につけたい。また、それとは逆に、

抽象的もしくは理論的な文献（『コミュニティを問いなおす』）からも、その都度、自分の身の回りや他の文献にある具体例を手がかりとして、リアリ

ティを持ちながら理解していく力を身につけたい。具体と抽象の往復関係の中から、より深い理解に到達できることを「喜び」と感じられるような感

性も身につけたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担の決定1

文献講読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献講読02：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

3

文献講読03：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

4

文献講読04：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

5

文献講読05：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

6

文献講読06：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

7

中間ふりかえりと今後の予定の確認8

文献講読07：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

9

文献講読08：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

10

文献講読09：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

11

文献講読10：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

12

文献講読11：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

13

文献講読12：前回のふりかえり・文献についての報告・質

疑応答・意見交換

14

「＜持続可能な社会＞を探求する」のまとめと全体のふり

かえり

15



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

本科目では、教科書を２冊使い、具体的な実践例を扱った文献の読み方と理解の深め方、そして抽象度が比較的高い文献の読み方と理解の深

め方の２つを同時に学ぶことになる。「文献との対話する」「他者とのやりとり」を楽しむ中で、理解が深まっていく「喜び」を実感できるようなりた

い。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域の力 大江正章／岩波新書／9784004311157／日本国内における様々な「持続可能な社会」

探求の実践例が抱負

コミュニティを問いなおす 広井良典／ちくま新書／9784480065018／「持続可能な社会」の基盤となる「コミュニ

ティ」とはいかなるものか？を捉え返した比較的抽象度の高い文献

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会批判」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

その目標に向け、本分野では見田宗介『現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と未来-』（岩波新書、1996）の文献を全員が読み、クラス

で内容をめぐって報告と討議を行う。そのことを通じて、社会とはまた広い意味での社会学とは何かを、理解する手がかりとし、社会を分析し批判

する基礎となるスタイルを養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは報告者以外も、必ず当日報告される箇所については 低読んで来て欲しい。

また、関連する文献等も、ぜひ積極的に読みすすめていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1L)

担当者名 /  Instructor 大野 威

15945

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を通して本分野では文献を読み解くこと、および文献内容を報告し討議することに習熟することを基本目標とする。

それを通して、社会を分析し批判する基礎となるスタイルが少しでも養えることを期待したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と 見田宗介／岩波書店／／1996年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担決定1

文献購読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献購読02：文献についての報告・質疑応答・意見交換3

文献購読03：文献についての報告・質疑応答・意見交換4

文献購読04：文献についての報告・質疑応答・意見交換5

文献購読05：文献についての報告・質疑応答・意見交換6

文献購読06：文献についての報告・質疑応答・意見交換7

中間でのふりかえり8

文献購読07：文献についての報告・質疑応答・意見交換9

文献購読08：文献についての報告・質疑応答・意見交換10

文献購読09：文献についての報告・質疑応答・意見交換11

文献購読10：文献についての報告・質疑応答・意見交換12

文献購読11：文献についての報告・質疑応答・意見交換13

文献購読12：文献についての報告・質疑応答・意見交換14

「社会を読み解き、批判する＜作法＞」のまとめと課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

未来-



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会批判」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

その目標に向け、本分野では見田宗介『現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と未来-』（岩波新書、1996）の文献を全員が読み、クラス

で内容をめぐって報告と討議を行う。そのことを通じて、社会とはまた広い意味での社会学とは何かを、理解する手がかりとし、社会を分析し批判

する基礎となるスタイルを養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは報告者以外も、必ず当日報告される箇所については 低読んで来て欲しい。

また、関連する文献等も、ぜひ積極的に読みすすめていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1M)

担当者名 /  Instructor 崎山 治男

15946

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を通して本分野では文献を読み解くこと、および文献内容を報告し討議することに習熟することを基本目標とする。

それを通して、社会を分析し批判する基礎となるスタイルが少しでも養えることを期待したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と 見田宗介／岩波書店／／1996年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担決定1

文献購読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献購読02：文献についての報告・質疑応答・意見交換3

文献購読03：文献についての報告・質疑応答・意見交換4

文献購読04：文献についての報告・質疑応答・意見交換5

文献購読05：文献についての報告・質疑応答・意見交換6

文献購読06：文献についての報告・質疑応答・意見交換7

中間でのふりかえり8

文献購読07：文献についての報告・質疑応答・意見交換9

文献購読08：文献についての報告・質疑応答・意見交換10

文献購読09：文献についての報告・質疑応答・意見交換11

文献購読10：文献についての報告・質疑応答・意見交換12

文献購読11：文献についての報告・質疑応答・意見交換13

文献購読12：文献についての報告・質疑応答・意見交換14

「社会を読み解き、批判する＜作法＞」のまとめと課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

未来-



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会批判」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

その目標に向け、本分野では見田宗介『現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と未来-』（岩波新書、1996）の文献を全員が読み、クラス

で内容をめぐって報告と討議を行う。そのことを通じて、社会とはまた広い意味での社会学とは何かを、理解する手がかりとし、社会を分析し批判

する基礎となるスタイルを養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは報告者以外も、必ず当日報告される箇所については 低読んで来て欲しい。

また、関連する文献等も、ぜひ積極的に読みすすめていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1N)

担当者名 /  Instructor 大野 威

15947

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を通して本分野では文献を読み解くこと、および文献内容を報告し討議することに習熟することを基本目標とする。

それを通して、社会を分析し批判する基礎となるスタイルが少しでも養えることを期待したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と 見田宗介／岩波書店／／1996年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担決定1

文献購読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献購読02：文献についての報告・質疑応答・意見交換3

文献購読03：文献についての報告・質疑応答・意見交換4

文献購読04：文献についての報告・質疑応答・意見交換5

文献購読05：文献についての報告・質疑応答・意見交換6

文献購読06：文献についての報告・質疑応答・意見交換7

中間でのふりかえり8

文献購読07：文献についての報告・質疑応答・意見交換9

文献購読08：文献についての報告・質疑応答・意見交換10

文献購読09：文献についての報告・質疑応答・意見交換11

文献購読10：文献についての報告・質疑応答・意見交換12

文献購読11：文献についての報告・質疑応答・意見交換13

文献購読12：文献についての報告・質疑応答・意見交換14

「社会を読み解き、批判する＜作法＞」のまとめと課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

未来-



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会批判」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

その目標に向け、本分野では見田宗介『現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と未来-』（岩波新書、1996）の文献を全員が読み、クラス

で内容をめぐって報告と討議を行う。そのことを通じて、社会とはまた広い意味での社会学とは何かを、理解する手がかりとし、社会を分析し批判

する基礎となるスタイルを養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは報告者以外も、必ず当日報告される箇所については 低読んで来て欲しい。

また、関連する文献等も、ぜひ積極的に読みすすめていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (1O)

担当者名 /  Instructor 森重 拓三

15948

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を通して本分野では文献を読み解くこと、および文献内容を報告し討議することに習熟することを基本目標とする。

それを通して、社会を分析し批判する基礎となるスタイルが少しでも養えることを期待したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会の理論-情報化・消費化社会の現在と 見田宗介／岩波書店／／1996年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

全体の進め方の説明と分担決定1

文献購読01：文献についての報告・質疑応答・意見交換2

文献購読02：文献についての報告・質疑応答・意見交換3

文献購読03：文献についての報告・質疑応答・意見交換4

文献購読04：文献についての報告・質疑応答・意見交換5

文献購読05：文献についての報告・質疑応答・意見交換6

文献購読06：文献についての報告・質疑応答・意見交換7

中間でのふりかえり8

文献購読07：文献についての報告・質疑応答・意見交換9

文献購読08：文献についての報告・質疑応答・意見交換10

文献購読09：文献についての報告・質疑応答・意見交換11

文献購読10：文献についての報告・質疑応答・意見交換12

文献購読11：文献についての報告・質疑応答・意見交換13

文献購読12：文献についての報告・質疑応答・意見交換14

「社会を読み解き、批判する＜作法＞」のまとめと課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

未来-



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、メディアに関わる基礎的な文献・資料として、特に新聞記事を取り上げる。大学で今後リサーチを行うにも、社会に出てからの情報

収集においても、新聞を活用することは大切だからである。新聞記事を手がかりとして現在起きている政治・経済・社会などの問題について正しく

理解する。そのためにも継続的に読み、断片的な記事をつなぎ合わせてある問題の全体像を把握する方法を身につけ、またニュースがどのよう

に作られるのか、その仕組みを知ることを通してどのような情報の「偏り」が生じるのかも理解することを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2A)

担当者名 /  Instructor 宮下 晋吉

15949

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

以上を踏まえて、本分野ではとくに、次の4点を具体的な到達目標とする。

①政治、経済、外交、社会などの基礎的な用語やコンセプトについて自分なりの説明ができるようになること。

②日本の新聞の記事の特徴や海外紙との比較、各紙のものの味方の違いなどを理解し、過去記事の検索を含め効果的な情報収集を行う能力

を磨く。

③複数の情報を照らし合わせて正確な情報を選択する方法を学ぶ。

④新聞記事をもとに、とりあげられている政治・経済・社会の問題についてさらに深くリサーチする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

新聞の基礎知識　－　導入のはなし ある記事をもとにあなたが何を知らないのか、どうすれ

ば知ることができるのか考えましょう

1

新聞のフォーマット・各紙の特徴・通信社の役割など 担当教員が示す記事を元に、「何が起きているのか」

「何がわからないのか」を話し合おう

2

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「貧困」「新

型インフルエンザ」「消えた年金」「医療保険改革」

3

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「えん罪」

「別件逮捕」「裁判員制度」

4

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）教育と歴史認識

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「靖国神

社」「戦後補償」「教科書検定」

5

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「公共事

業」「派閥」「族議員」「仕分け」

6

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「補正予

算」「政治とカネ」「政治主導」

7

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「帝国主

義」「冷戦」「核拡散」「テロ」

8

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「６カ国協

議」「普天間基地移設」「ミサイル防衛」

9

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「日本相撲

協会」「特待生制度」「ドーピング」

10

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「オリン

ピック誘致」「スポーツ振興」「ドラフト制度」

11



2011 年度シラバス立命館大学

授業の進め方は担当教員によって若干異なるので、クラス内の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・備考

※１　これはあくまでも１例であり、担当教員によって扱うテーマや内容は変更される可能性があります。

※２　扱うテーマは以下のような問題から担当教員が選択します。

１）政治と民主主義・権力

２）警察・検察・司法の問題

３）人権・生活の安全や安心

４）外交と安全保障・国際機関

５）教育と歴史認識

６）経済と豊かな社会

７）スポーツと文化

８）開発とグローバリズム

９）情報社会とセキュリティ

１０）ジャーナリズムの社会的役割

※３　問題の重点は担当教員によって変わる場合があります。また、重大な事件が起きたときは途中でもその内容を変更して新しい出来事の勉

強に変更する可能性があります。

※４　宿題は発表課題についてのスケジュールは、担当教員の指示に従ってください。

・授業外学習の指示

１）クラスで扱うテーマとは関係なく、少なくとも１紙は毎日読んでください。

２）クラスで扱う課題については、すべての受講者が過去の記事や参考文献などをあたりディスカッションの準備をしてください。

３）必要に応じて発表などを行うこともあるので、担当教員の指示に従ってください。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各担当教員の指示に従ってください。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

クラスで扱う記事は日常のニュースから出題します。毎日新聞を読んで世の中で何を起きているのか知っておいて下さい。 

各担当教員の指示に従ってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「南北問

題」「新自由主義」「気候変動」「人身売買」

12

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「代替エネ

ルギー」「スマートグリッド」「ＣＯＰ１５」

13

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）情報通信とセキュリティ（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「個人情報

保護法」「生体認証」「ブロードバンド」「著作権」「放送と

通信の融合」「ウィニー裁判」

14

まとめの議論 ※課題のトピックは授業内で指示します。テーマ・ディス

カッションとともに、今後どのようにメディアを利用してい

くのか考察します。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

１）課題発表

・課題記事に示された問題について過去記事などをリサーチして発表

２）クラス内のディスカッションの参加

・期末課題レポート（50％）

テーマは追って指示します。リサーチや討論で得た成果を報告してもらいます。評価は情報収

集の厚みと考察の深さで行います。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、メディアに関わる基礎的な文献・資料として、特に新聞記事を取り上げる。大学で今後リサーチを行うにも、社会に出てからの情報

収集においても、新聞を活用することは大切だからである。新聞記事を手がかりとして現在起きている政治・経済・社会などの問題について正しく

理解する。そのためにも継続的に読み、断片的な記事をつなぎ合わせてある問題の全体像を把握する方法を身につけ、またニュースがどのよう

に作られるのか、その仕組みを知ることを通してどのような情報の「偏り」が生じるのかも理解することを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2B)

担当者名 /  Instructor 佐藤 八寿子

15950

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

以上を踏まえて、本分野ではとくに、次の4点を具体的な到達目標とする。

①政治、経済、外交、社会などの基礎的な用語やコンセプトについて自分なりの説明ができるようになること。

②日本の新聞の記事の特徴や海外紙との比較、各紙のものの味方の違いなどを理解し、過去記事の検索を含め効果的な情報収集を行う能力

を磨く。

③複数の情報を照らし合わせて正確な情報を選択する方法を学ぶ。

④新聞記事をもとに、とりあげられている政治・経済・社会の問題についてさらに深くリサーチする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

新聞の基礎知識　－　導入のはなし ある記事をもとにあなたが何を知らないのか、どうすれ

ば知ることができるのか考えましょう

1

新聞のフォーマット・各紙の特徴・通信社の役割など 担当教員が示す記事を元に、「何が起きているのか」

「何がわからないのか」を話し合おう

2

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「貧困」「新

型インフルエンザ」「消えた年金」「医療保険改革」

3

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「えん罪」

「別件逮捕」「裁判員制度」

4

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）教育と歴史認識

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「靖国神

社」「戦後補償」「教科書検定」

5

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「公共事

業」「派閥」「族議員」「仕分け」

6

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「補正予

算」「政治とカネ」「政治主導」

7

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「帝国主

義」「冷戦」「核拡散」「テロ」

8

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「６カ国協

議」「普天間基地移設」「ミサイル防衛」

9

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「日本相撲

協会」「特待生制度」「ドーピング」

10

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「オリン

ピック誘致」「スポーツ振興」「ドラフト制度」

11



2011 年度シラバス立命館大学

授業の進め方は担当教員によって若干異なるので、クラス内の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・備考

※１　これはあくまでも１例であり、担当教員によって扱うテーマや内容は変更される可能性があります。

※２　扱うテーマは以下のような問題から担当教員が選択します。

１）政治と民主主義・権力

２）警察・検察・司法の問題

３）人権・生活の安全や安心

４）外交と安全保障・国際機関

５）教育と歴史認識

６）経済と豊かな社会

７）スポーツと文化

８）開発とグローバリズム

９）情報社会とセキュリティ

１０）ジャーナリズムの社会的役割

※３　問題の重点は担当教員によって変わる場合があります。また、重大な事件が起きたときは途中でもその内容を変更して新しい出来事の勉

強に変更する可能性があります。

※４　宿題は発表課題についてのスケジュールは、担当教員の指示に従ってください。

・授業外学習の指示

１）クラスで扱うテーマとは関係なく、少なくとも１紙は毎日読んでください。

２）クラスで扱う課題については、すべての受講者が過去の記事や参考文献などをあたりディスカッションの準備をしてください。

３）必要に応じて発表などを行うこともあるので、担当教員の指示に従ってください。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各担当教員の指示に従ってください。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

クラスで扱う記事は日常のニュースから出題します。毎日新聞を読んで世の中で何を起きているのか知っておいて下さい。 

各担当教員の指示に従ってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「南北問

題」「新自由主義」「気候変動」「人身売買」

12

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「代替エネ

ルギー」「スマートグリッド」「ＣＯＰ１５」

13

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）情報通信とセキュリティ（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「個人情報

保護法」「生体認証」「ブロードバンド」「著作権」「放送と

通信の融合」「ウィニー裁判」

14

まとめの議論 ※課題のトピックは授業内で指示します。テーマ・ディス

カッションとともに、今後どのようにメディアを利用してい

くのか考察します。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

１）課題発表

・課題記事に示された問題について過去記事などをリサーチして発表

２）クラス内のディスカッションの参加

・期末課題レポート（50％）

テーマは追って指示します。リサーチや討論で得た成果を報告してもらいます。評価は情報収

集の厚みと考察の深さで行います。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、メディアに関わる基礎的な文献・資料として、特に新聞記事を取り上げる。大学で今後リサーチを行うにも、社会に出てからの情報

収集においても、新聞を活用することは大切だからである。新聞記事を手がかりとして現在起きている政治・経済・社会などの問題について正しく

理解する。そのためにも継続的に読み、断片的な記事をつなぎ合わせてある問題の全体像を把握する方法を身につけ、またニュースがどのよう

に作られるのか、その仕組みを知ることを通してどのような情報の「偏り」が生じるのかも理解することを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2C)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

15951

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

以上を踏まえて、本分野ではとくに、次の4点を具体的な到達目標とする。

①政治、経済、外交、社会などの基礎的な用語やコンセプトについて自分なりの説明ができるようになること。

②日本の新聞の記事の特徴や海外紙との比較、各紙のものの味方の違いなどを理解し、過去記事の検索を含め効果的な情報収集を行う能力

を磨く。

③複数の情報を照らし合わせて正確な情報を選択する方法を学ぶ。

④新聞記事をもとに、とりあげられている政治・経済・社会の問題についてさらに深くリサーチする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

新聞の基礎知識　－　導入のはなし ある記事をもとにあなたが何を知らないのか、どうすれ

ば知ることができるのか考えましょう

1

新聞のフォーマット・各紙の特徴・通信社の役割など 担当教員が示す記事を元に、「何が起きているのか」

「何がわからないのか」を話し合おう

2

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「貧困」「新

型インフルエンザ」「消えた年金」「医療保険改革」

3

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「えん罪」

「別件逮捕」「裁判員制度」

4

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）教育と歴史認識

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「靖国神

社」「戦後補償」「教科書検定」

5

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「公共事

業」「派閥」「族議員」「仕分け」

6

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「補正予

算」「政治とカネ」「政治主導」

7

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「帝国主

義」「冷戦」「核拡散」「テロ」

8

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「６カ国協

議」「普天間基地移設」「ミサイル防衛」

9

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「日本相撲

協会」「特待生制度」「ドーピング」

10

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「オリン

ピック誘致」「スポーツ振興」「ドラフト制度」

11



2011 年度シラバス立命館大学

授業の進め方は担当教員によって若干異なるので、クラス内の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・備考

※１　これはあくまでも１例であり、担当教員によって扱うテーマや内容は変更される可能性があります。

※２　扱うテーマは以下のような問題から担当教員が選択します。

１）政治と民主主義・権力

２）警察・検察・司法の問題

３）人権・生活の安全や安心

４）外交と安全保障・国際機関

５）教育と歴史認識

６）経済と豊かな社会

７）スポーツと文化

８）開発とグローバリズム

９）情報社会とセキュリティ

１０）ジャーナリズムの社会的役割

※３　問題の重点は担当教員によって変わる場合があります。また、重大な事件が起きたときは途中でもその内容を変更して新しい出来事の勉

強に変更する可能性があります。

※４　宿題は発表課題についてのスケジュールは、担当教員の指示に従ってください。

・授業外学習の指示

１）クラスで扱うテーマとは関係なく、少なくとも１紙は毎日読んでください。

２）クラスで扱う課題については、すべての受講者が過去の記事や参考文献などをあたりディスカッションの準備をしてください。

３）必要に応じて発表などを行うこともあるので、担当教員の指示に従ってください。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各担当教員の指示に従ってください。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

クラスで扱う記事は日常のニュースから出題します。毎日新聞を読んで世の中で何を起きているのか知っておいて下さい。 

各担当教員の指示に従ってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「南北問

題」「新自由主義」「気候変動」「人身売買」

12

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「代替エネ

ルギー」「スマートグリッド」「ＣＯＰ１５」

13

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）情報通信とセキュリティ（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「個人情報

保護法」「生体認証」「ブロードバンド」「著作権」「放送と

通信の融合」「ウィニー裁判」

14

まとめの議論 ※課題のトピックは授業内で指示します。テーマ・ディス

カッションとともに、今後どのようにメディアを利用してい

くのか考察します。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

１）課題発表

・課題記事に示された問題について過去記事などをリサーチして発表

２）クラス内のディスカッションの参加

・期末課題レポート（50％）

テーマは追って指示します。リサーチや討論で得た成果を報告してもらいます。評価は情報収

集の厚みと考察の深さで行います。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「社会とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野では、メディアに関わる基礎的な文献・資料として、特に新聞記事を取り上げる。大学で今後リサーチを行うにも、社会に出てからの情報

収集においても、新聞を活用することは大切だからである。新聞記事を手がかりとして現在起きている政治・経済・社会などの問題について正しく

理解する。そのためにも継続的に読み、断片的な記事をつなぎ合わせてある問題の全体像を把握する方法を身につけ、またニュースがどのよう

に作られるのか、その仕組みを知ることを通してどのような情報の「偏り」が生じるのかも理解することを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2D)

担当者名 /  Instructor 金山 智子

15952

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

以上を踏まえて、本分野ではとくに、次の4点を具体的な到達目標とする。

①政治、経済、外交、社会などの基礎的な用語やコンセプトについて自分なりの説明ができるようになること。

②日本の新聞の記事の特徴や海外紙との比較、各紙のものの味方の違いなどを理解し、過去記事の検索を含め効果的な情報収集を行う能力

を磨く。

③複数の情報を照らし合わせて正確な情報を選択する方法を学ぶ。

④新聞記事をもとに、とりあげられている政治・経済・社会の問題についてさらに深くリサーチする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

新聞の基礎知識　－　導入のはなし ある記事をもとにあなたが何を知らないのか、どうすれ

ば知ることができるのか考えましょう

1

新聞のフォーマット・各紙の特徴・通信社の役割など 担当教員が示す記事を元に、「何が起きているのか」

「何がわからないのか」を話し合おう

2

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「貧困」「新

型インフルエンザ」「消えた年金」「医療保険改革」

3

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）生活と安全（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「えん罪」

「別件逮捕」「裁判員制度」

4

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）教育と歴史認識

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「靖国神

社」「戦後補償」「教科書検定」

5

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「公共事

業」「派閥」「族議員」「仕分け」

6

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）政治と民主主義（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「補正予

算」「政治とカネ」「政治主導」

7

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「帝国主

義」「冷戦」「核拡散」「テロ」

8

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）外交と国際関係（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「６カ国協

議」「普天間基地移設」「ミサイル防衛」

9

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「日本相撲

協会」「特待生制度」「ドーピング」

10

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）スポーツと文化の問題（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「オリン

ピック誘致」「スポーツ振興」「ドラフト制度」

11



2011 年度シラバス立命館大学

授業の進め方は担当教員によって若干異なるので、クラス内の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

各担当教員の指示に従ってください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・備考

※１　これはあくまでも１例であり、担当教員によって扱うテーマや内容は変更される可能性があります。

※２　扱うテーマは以下のような問題から担当教員が選択します。

１）政治と民主主義・権力

２）警察・検察・司法の問題

３）人権・生活の安全や安心

４）外交と安全保障・国際機関

５）教育と歴史認識

６）経済と豊かな社会

７）スポーツと文化

８）開発とグローバリズム

９）情報社会とセキュリティ

１０）ジャーナリズムの社会的役割

※３　問題の重点は担当教員によって変わる場合があります。また、重大な事件が起きたときは途中でもその内容を変更して新しい出来事の勉

強に変更する可能性があります。

※４　宿題は発表課題についてのスケジュールは、担当教員の指示に従ってください。

・授業外学習の指示

１）クラスで扱うテーマとは関係なく、少なくとも１紙は毎日読んでください。

２）クラスで扱う課題については、すべての受講者が過去の記事や参考文献などをあたりディスカッションの準備をしてください。

３）必要に応じて発表などを行うこともあるので、担当教員の指示に従ってください。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各担当教員の指示に従ってください。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

クラスで扱う記事は日常のニュースから出題します。毎日新聞を読んで世の中で何を起きているのか知っておいて下さい。 

各担当教員の指示に従ってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「南北問

題」「新自由主義」「気候変動」「人身売買」

12

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）開発とグローバリズム（２）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「代替エネ

ルギー」「スマートグリッド」「ＣＯＰ１５」

13

テーマ別ディスカッション：課題として出された記事の問題

について過去記事などでリサーチをして発表してもらいま

す。例）情報通信とセキュリティ（１）

※課題のトピックは授業内で指示します。例）「個人情報

保護法」「生体認証」「ブロードバンド」「著作権」「放送と

通信の融合」「ウィニー裁判」

14

まとめの議論 ※課題のトピックは授業内で指示します。テーマ・ディス

カッションとともに、今後どのようにメディアを利用してい

くのか考察します。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

１）課題発表

・課題記事に示された問題について過去記事などをリサーチして発表

２）クラス内のディスカッションの参加

・期末課題レポート（50％）

テーマは追って指示します。リサーチや討論で得た成果を報告してもらいます。評価は情報収

集の厚みと考察の深さで行います。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2E)

担当者名 /  Instructor 吉田 幸治

15953

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2F)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

15954

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2G)

担当者名 /  Instructor 高井 昌吏

15955

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2H)

担当者名 /  Instructor 福間 良明

15956

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2I)

担当者名 /  Instructor 赤上 裕幸

15957

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「市民とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

政治・社会・文化全般に対して関心を広げるとともに、「あたりまえ」や「正しい」と見えるものを斜めに読み解く力を養う―これが「市民とメディア」

分野のテーマです。そのためには、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビなど、さまざまなメディアにふれながら、自明なものの背後に何があるのかを考

えていきます。同時に、自らが知的に「おもしろい」と思えるものを企画し、調査し、そして表現することにも重点を置きます。これらを通して、「市

民」として主体的に思考・表現する基礎を培っていただきたいと思います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・ニュース・ドキュメンタリー・書籍（新書など）に日常的にふれておくこと。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2J)

担当者名 /  Instructor 高井 昌吏

15958

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、さまざまなメディアにふれながら、常識を疑う姿勢を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～授業の全体像の説明 （概要説明、自己紹介、班わけ、今後のスケジュールな

ど）

1

新聞を読み解く（１） （政治面・社会面）2

新聞を読み解く（２） （国際面・文化面・スポーツ面）3

新聞を読み解く（３）＆　雑誌論文・新書を読み解く（１） （社説・コラム・特集記事）、（分析・発表）4

雑誌論文・新書を読み解く（２） （分析・発表）5

雑誌論文・新書を読み解く（３） （分析・発表）6

小冊子（調査レポート）の企画・作成（１） （班分け＆打ち合わせ）7

小冊子（調査レポート）の企画・作成（２） （企画会議）8

小冊子（調査レポート）の企画・作成（３） （企画書・作業計画書の発表）9

小冊子（調査レポート）の企画・作成（４） （先行研究・参考文献等の紹介）10

小冊子（調査レポート）の企画・作成（５） （先行研究・参考文献等の紹介）11

小冊子（調査レポート）の企画・作成（６） （調査結果の発表、各班の作業）12

小冊子（調査レポート）の企画・作成（７） （調査結果の発表、各班の作業）13

小冊子（調査レポート）の企画・作成（８） （原稿完成・レイアウト作業）14

小冊子（調査レポート）の企画・作成（９） （調査レポートのプレゼン＆合評会）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

輿論と世論 佐藤卓己／新潮選書／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2K)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

15959

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2L)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

15960

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2M)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

15961

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2N)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

15962

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2O)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

15963

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「文化とメディア」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め

立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な

文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

新しいビルが完成したり、美術展に多くの人が訪れたり、有名な観光地で年中行事が行われたり、マラソンで交通規制が行われたり、新しい地下

鉄が開通したり…、街は日々出来事に満ちている。こうした出来事は新聞の記事となってたいていはすぐに消えていく。この分野では、「文化」

（景観、芸術、観光、スポーツなど）に関係する新聞記事のいくつかに注目して、実際の体験、取材をとおしてレポートし、出来事の背景にある経

過や別の所でのよく似た出来事などとのつながりを見つけるという仕方で、「社会と文化」を分析し伝える力について考える。必要に応じて、複数

の新聞を使って同じトピックに関する記事の比較することもある。さらに、新聞以外の多様なメディアと「文化」の関わりについて、文献購読を行い

ながら学びを深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とメディア、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

この分野は新聞を素材にするので、常に新聞に目を通していることが当然必要である。

また、社会文化にかかわる個別分野（景観、芸術、観光、スポーツなど）の動向については、授業の進行にかかわらず専門書などによって学習

を進めることが強く望まれる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (2P)

担当者名 /  Instructor 平本 毅

15964

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、

(1)　日常の出来事の背景を理解し説明する分析能力の養成、向上

(2)　社会・文化にかかわるさまざまな分野の動向・経過についての知識の獲得

(3)　新聞データベースの活用、記事の比較・分析など、情報収集力と分析力の向上

(4)　文化とメディアに関する学術文献を読み解く力の獲得

を分野固有の目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と到達目標 進め方の説明と担当者の紹介、文化関係記事の事例、

小グループ

1

出来事の記録と表現との差異 取材マナー、各グループ別に文化関係記事の選択と内

容分析

2

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について 発表企画書作成と講評１3

「事実」とは何か、「事実」の社会的意味について、続き 発表企画書作成と講評２4

出来事の背景にあるものの探求、新聞データベースの活

用

記事的レポートと講評１5

出来事の社会的背景、経過 記事的レポートと講評２6

記事の比較から見えるもの、類似の出来事との比較、他

の記事との比較

記事的レポートと講評３7

記事の「作成」と「解説」 記事的レポートと講評４8

出来事、記録、表現、視点 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評１9

見出し、本文、写真、解説 プロジェクト・スタディー・レポートの企画書作成と講評２10

出来事の意味と表現1 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評１11

出来事の意味と表現2 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評２12

出来事の意味と表現3 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評３13

出来事の意味と表現4 プロジェクト・スタディー・レポートの予備発表 と講評４14

全体講評と課題 再度、出来事と「社会」をつなげるという視点について、

提出レポート作成上の注意

15



2011 年度シラバス立命館大学

各種「新聞」を基礎資料として活用する。また、クラスによっては下記の参考書を教科書として使用することがある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

終レポートの内容や成績評価基準等は全クラス共通だが、授業の進め方や購読する文献等は各クラスの教員によって異なることもある。詳し

くは個々の教員から授業中に配布される日程表を参照すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア文化論―メディアを学ぶ人のための15話 吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

現代文化を学ぶ人のために 井上俊編／世界思想社／978-4790707318／

メディア文化を社会学する―歴史・ジェンダー・

ナショナリティ

高井昌吏・谷本奈穂編／世界思想社／978-4790714453／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ、分野「スポーツ文化を学ぶ」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

ここでは、スポーツとはどのような文化なのか、それはどのような発展をしてきたのか、また現在スポーツ文化はどのような問題を持っているの

か、これらを歴史や文化論、遊び論などの文献を通して学び、それぞれ任意のテーマを設定してレポートにまとめていく。そのため授業は以下の

ような組み立てで行う。まず私たちが自明視している「本を読む」と言うことについてあらためて検討し、本の読み方について考えていくこととした

い。そのうえでスポーツ文化を学んでいく課題や方向を、代表的著作の章構成やトピックを参照していくことから考えていきたい。また新聞などの

報道をもとに、スポーツ文化が現在どのようにとらえられているのか、その「語られ方」の中から考えていくこととしたい。この作業は班ごとに行

い、報告とディスカッションというプロセスをとり、授業終了時にレポートとしてまとめていくこととしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とスポーツ、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (3A)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

15965

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を踏まえ、本分野では特に、

・自らのスポーツ像の「概念砕き」等を通して、「スポーツ」という文化を人文・社会科学的な目から、

　対象的に捕らえられる力を養うことを目標としたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テクストを読むことー古典とは何か、テクストクリティーク1

古典を読む①2

古典を読む②3

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論①4

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論②5

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論③6

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論④7

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論⑤8

集中討議とテーマの発見9

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論①10

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論②11

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論③12

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論④13

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論⑤14

集中討議とテーマの発見15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

テクストに関する課題論文の提出

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/

日本体育・スポーツ哲学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/

日本体育学会体育史専門分科会　http://www.taiikushi.org/

スポーツ史学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssh/

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ、分野「スポーツ文化を学ぶ」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

ここでは、スポーツとはどのような文化なのか、それはどのような発展をしてきたのか、また現在スポーツ文化はどのような問題を持っているの

か、これらを歴史や文化論、遊び論などの文献を通して学び、それぞれ任意のテーマを設定してレポートにまとめていく。そのため授業は以下の

ような組み立てで行う。まず私たちが自明視している「本を読む」と言うことについてあらためて検討し、本の読み方について考えていくこととした

い。そのうえでスポーツ文化を学んでいく課題や方向を、代表的著作の章構成やトピックを参照していくことから考えていきたい。また新聞などの

報道をもとに、スポーツ文化が現在どのようにとらえられているのか、その「語られ方」の中から考えていくこととしたい。この作業は班ごとに行

い、報告とディスカッションというプロセスをとり、授業終了時にレポートとしてまとめていくこととしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とスポーツ、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (3B)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

15966

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を踏まえ、本分野では特に、

・自らのスポーツ像の「概念砕き」等を通して、「スポーツ」という文化を人文・社会科学的な目から、

　対象的に捕らえられる力を養うことを目標としたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テクストを読むことー古典とは何か、テクストクリティーク1

古典を読む①2

古典を読む②3

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論①4

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論②5

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論③6

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論④7

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論⑤8

集中討議とテーマの発見9

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論①10

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論②11

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論③12

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論④13

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論⑤14

集中討議とテーマの発見15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

テクストに関する課題論文の提出

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/

日本体育・スポーツ哲学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/

日本体育学会体育史専門分科会　http://www.taiikushi.org/

スポーツ史学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssh/

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ、分野「スポーツ文化を学ぶ」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”

とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基

礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

ここでは、スポーツとはどのような文化なのか、それはどのような発展をしてきたのか、また現在スポーツ文化はどのような問題を持っているの

か、これらを歴史や文化論、遊び論などの文献を通して学び、それぞれ任意のテーマを設定してレポートにまとめていく。そのため授業は以下の

ような組み立てで行う。まず私たちが自明視している「本を読む」と言うことについてあらためて検討し、本の読み方について考えていくこととした

い。そのうえでスポーツ文化を学んでいく課題や方向を、代表的著作の章構成やトピックを参照していくことから考えていきたい。また新聞などの

報道をもとに、スポーツ文化が現在どのようにとらえられているのか、その「語られ方」の中から考えていくこととしたい。この作業は班ごとに行

い、報告とディスカッションというプロセスをとり、授業終了時にレポートとしてまとめていくこととしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、現代とスポーツ、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (3C)

担当者名 /  Instructor 松島 剛史

15967

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記を踏まえ、本分野では特に、

・自らのスポーツ像の「概念砕き」等を通して、「スポーツ」という文化を人文・社会科学的な目から、

　対象的に捕らえられる力を養うことを目標としたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テクストを読むことー古典とは何か、テクストクリティーク1

古典を読む①2

古典を読む②3

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論①4

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論②5

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論③6

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論④7

スポーツ文化に関するテクストAの解読と討論⑤8

集中討議とテーマの発見9

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論①10

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論②11

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論③12

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論④13

スポーツ文化に関するテクストBの解読と討論⑤14

集中討議とテーマの発見15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

テクストに関する課題論文の提出

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/

日本体育・スポーツ哲学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/

日本体育学会体育史専門分科会　http://www.taiikushi.org/

スポーツ史学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssh/

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ「スポーツと社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立

体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文

献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

「スポーツと社会」では、雑誌や文献、新聞に記されるスポーツ事象を通じて、スポーツの成り立つ社会的仕組みや社会に与える影響について学

び、それを各自で任意のテーマを設定しレポートにまとめる力を養うことを目的とする。そのため授業は以下のような段階を踏んで行う。①スポー

ツと社会の関わりを学んでいく課題や方向を、幾つか代表的著作の章構成やトピックを参照することで理解する。②主に新聞を素材に、スポーツ

と社会の関連について具体的な事例を検討する。③基本的な文献の読解と、それぞれに応じたトピックとを探す作業を行う。④作業は班ごとに

行い、報告とディスカッションと言うプロセスを通じ、授業終了時にレポートとしてまとめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業進度に応じて個別に指示する。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (3D)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

15968

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、スポーツと社会との幅広い関連を理解できる視座を養うこと、現代社会とスポーツを批判的にとらえる能力をつける

ことを目指していく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツと社会－課題の多様性を知る 政治、ビジネス、社会病理第1回

メディアで報道されるスポーツ　（１）ビジネス スポーツビジネス、市場第2回

メディアで報道されるスポーツ　（２）政治 地域、社会病理、若者第3回

メディアで報道されるスポーツ　（３）グローバル化 国際関係、移民、グローバルマーケット第4回

メディアで報道されるスポーツ　（４）マスメディア グローバルメディア、国際競技大会、スポーツスター第5回

班別の課題設定と作業スケジュールの議論第6回

基本テキストの読解と討論第7回

基本テキストの読解と討論第8回

基本テキストの読解と討論第9回

基本テキストの読解と討論第10回

基本テキストの読解と討論第11回

班別課題報告とディスカッション第12回

班別課題報告とディスカッション第13回

班別課題報告とディスカッション第14回

クラス全体でのディスカッション：スポーツ文化とは何か第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/　

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がありうる。

参考書 /  Reference Books

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学 D．ジェリー、清野正義他編／道和書院／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編／世界思想社／4-7907-0723-7／現代スポーツの変化につ

いて

戦後日本のスポーツ政策 関春南／大修館書店／4-469-26362-1／現代日本のスポーツ問題とスポーツ政策に

ついて

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／近代日本のスポーツ政策と思想善導について

新版　日本現代史 藤原彰・荒川章二・林博史／大月書店／4-272-52040-7／現代日本の社会・歴史につ

いて

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ「スポーツと社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立

体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文

献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

「スポーツと社会」では、雑誌や文献、新聞に記されるスポーツ事象を通じて、スポーツの成り立つ社会的仕組みや社会に与える影響について学

び、それを各自で任意のテーマを設定しレポートにまとめる力を養うことを目的とする。そのため授業は以下のような段階を踏んで行う。①スポー

ツと社会の関わりを学んでいく課題や方向を、幾つか代表的著作の章構成やトピックを参照することで理解する。②主に新聞を素材に、スポーツ

と社会の関連について具体的な事例を検討する。③基本的な文献の読解と、それぞれに応じたトピックとを探す作業を行う。④作業は班ごとに

行い、報告とディスカッションと言うプロセスを通じ、授業終了時にレポートとしてまとめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業進度に応じて個別に指示する。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (3E)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

15969

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、スポーツと社会との幅広い関連を理解できる視座を養うこと、現代社会とスポーツを批判的にとらえる能力をつける

ことを目指していく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツと社会－課題の多様性を知る 政治、ビジネス、社会病理第1回

メディアで報道されるスポーツ　（１）ビジネス スポーツビジネス、市場第2回

メディアで報道されるスポーツ　（２）政治 地域、社会病理、若者第3回

メディアで報道されるスポーツ　（３）グローバル化 国際関係、移民、グローバルマーケット第4回

メディアで報道されるスポーツ　（４）マスメディア グローバルメディア、国際競技大会、スポーツスター第5回

班別の課題設定と作業スケジュールの議論第6回

基本テキストの読解と討論第7回

基本テキストの読解と討論第8回

基本テキストの読解と討論第9回

基本テキストの読解と討論第10回

基本テキストの読解と討論第11回

班別課題報告とディスカッション第12回

班別課題報告とディスカッション第13回

班別課題報告とディスカッション第14回

クラス全体でのディスカッション：スポーツ文化とは何か第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/　

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がありうる。

参考書 /  Reference Books

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学 D．ジェリー、清野正義他編／道和書院／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編／世界思想社／4-7907-0723-7／現代スポーツの変化につ

いて

戦後日本のスポーツ政策 関春南／大修館書店／4-469-26362-1／現代日本のスポーツ問題とスポーツ政策に

ついて

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／近代日本のスポーツ政策と思想善導について

新版　日本現代史 藤原彰・荒川章二・林博史／大月書店／4-272-52040-7／現代日本の社会・歴史につ

いて

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ「スポーツと社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立

体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文

献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

「スポーツと社会」では、雑誌や文献、新聞に記されるスポーツ事象を通じて、スポーツの成り立つ社会的仕組みや社会に与える影響について学

び、それを各自で任意のテーマを設定しレポートにまとめる力を養うことを目的とする。そのため授業は以下のような段階を踏んで行う。①スポー

ツと社会の関わりを学んでいく課題や方向を、幾つか代表的著作の章構成やトピックを参照することで理解する。②主に新聞を素材に、スポーツ

と社会の関連について具体的な事例を検討する。③基本的な文献の読解と、それぞれに応じたトピックとを探す作業を行う。④作業は班ごとに

行い、報告とディスカッションと言うプロセスを通じ、授業終了時にレポートとしてまとめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

授業開始後、学生の関心に応じて個々のクラスごとに指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業進度に応じて個別に指示する。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (3F)

担当者名 /  Instructor 草深 直臣

15974

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて、本分野では、スポーツと社会との幅広い関連を理解できる視座を養うこと、現代社会とスポーツを批判的にとらえる能力をつける

ことを目指していく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツと社会－課題の多様性を知る 政治、ビジネス、社会病理第1回

メディアで報道されるスポーツ　（１）ビジネス スポーツビジネス、市場第2回

メディアで報道されるスポーツ　（２）政治 地域、社会病理、若者第3回

メディアで報道されるスポーツ　（３）グローバル化 国際関係、移民、グローバルマーケット第4回

メディアで報道されるスポーツ　（４）マスメディア グローバルメディア、国際競技大会、スポーツスター第5回

班別の課題設定と作業スケジュールの議論第6回

基本テキストの読解と討論第7回

基本テキストの読解と討論第8回

基本テキストの読解と討論第9回

基本テキストの読解と討論第10回

基本テキストの読解と討論第11回

班別課題報告とディスカッション第12回

班別課題報告とディスカッション第13回

班別課題報告とディスカッション第14回

クラス全体でのディスカッション：スポーツ文化とは何か第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会　http://www.jsss.jp/　

日本スポーツ産業学会　http://www.spo-sun.gr.jp/html/index/index.html

日本体育学会　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がありうる。

参考書 /  Reference Books

電話番号とメールアドレスなとを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学 D．ジェリー、清野正義他編／道和書院／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編／世界思想社／4-7907-0723-7／現代スポーツの変化につ

いて

戦後日本のスポーツ政策 関春南／大修館書店／4-469-26362-1／現代日本のスポーツ問題とスポーツ政策に

ついて

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／近代日本のスポーツ政策と思想善導について

新版　日本現代史 藤原彰・荒川章二・林博史／大月書店／4-272-52040-7／現代日本の社会・歴史につ

いて

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「教育体験を概念的に把握する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野の基本的テーマは「自分の教育体験を概念的に把握する」ことにある。初等、中等教育においては被教育者であった受講生一人ひとり

が、１年間の学生生活を体験したのち、あらためてみずからの受けてきた学校教育を俯瞰し、体験を構造的に把握し、３年次の専門演習などの

出発点を発見できるようにすることを目標としている。

教育の問題を語るとき、必ず自分自身の教育体験（被教育体験）をベースにして語ることになるだろう。それはそれで重要なことなのだが、ここで

は、教育的事実を社会の主体である人間の再生産の問題として考えたい。これが教育体験の構造的把握という意味である。

そのために、吉川徹『学歴社会のローカル・トラック』（世界思想社、2001年）を共通テキストとする。このテキストは、「世代間移動と地域間移動」

「ライフヒストリ－」「ローカル・トラック」をキーコンセプト（鍵概念）として、学校経験と社会移動の関連を説明しようとしている。

プロジェクトスタディの運営に当たっては、まず受講生の生活体験や学校体験の違いを理解することを前提としてテキスト読解に入ってゆく。セメ

スター末のレポート作成においては、テキスト読解という共通了解をもとにして、受講生が発見した固有のテーマを論じてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、子どもと社会、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (4A)

担当者名 /  Instructor 中西 仁

15975

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記の目標を踏まえて本分野では、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　自分の受けてきた教育体験を、教育社会学的タームの読解を通じて社会認識とすることができる。

２　学ぶ立場から教える立場への転換（教育的関係の可視化・自覚化）をはかることができる。

３　説明する立場になってはじめて学ぶ必要を発見する、という体験をする。

４　わかるように伝えるということをこのプロジェクトを通して身につける。

５　社会構造とその歴史主体のあり方について理解する。

６　データとその意味理解などをふくめてテキスト読解の基礎を身につける。

を分野固有の目標としたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テーマ設定と運営方法について1

「大衆教育社会」とは何か2

「大衆教育社会」の変化3

テキスト講読１「大衆教育社会における地方青年の群像」4

テキスト講読２「ある高等学校」5

テキスト講読３「世代間移動と地域移動」6

まとめ１　テキストからわかったこと、気付いたこと7

テキスト講読４ 「大都市の人となる」8

テキスト講読５「都会の空気と故郷に引き戻す力」9

テキスト講読６「県が育てて県で働く」10

まとめ２　テキストからわかったこと、気付いたこと11

テキスト講読７ 「意識の社会移動」12

テキスト講読８「ローカル・トラック論」13

まとめ３　テキストからわかったこと、気付いたこと14

レポートのテーマ設定に向けて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

学歴社会のローカル・トラック 吉川徹／世界思想社／／2001年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

大衆教育社会のゆくえ 苅谷剛彦／中公新書／／1995年

学歴分断社会 吉川徹／ちくま新書／／2009年

・期末課題レポート（50％）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「教育体験を概念的に把握する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野の基本的テーマは「自分の教育体験を概念的に把握する」ことにある。初等、中等教育においては被教育者であった受講生一人ひとり

が、１年間の学生生活を体験したのち、あらためてみずからの受けてきた学校教育を俯瞰し、体験を構造的に把握し、３年次の専門演習などの

出発点を発見できるようにすることを目標としている。

教育の問題を語るとき、必ず自分自身の教育体験（被教育体験）をベースにして語ることになるだろう。それはそれで重要なことなのだが、ここで

は、教育的事実を社会の主体である人間の再生産の問題として考えたい。これが教育体験の構造的把握という意味である。

そのために、吉川徹『学歴社会のローカル・トラック』（世界思想社、2001年）を共通テキストとする。このテキストは、「世代間移動と地域間移動」

「ライフヒストリ－」「ローカル・トラック」をキーコンセプト（鍵概念）として、学校経験と社会移動の関連を説明しようとしている。

プロジェクトスタディの運営に当たっては、まず受講生の生活体験や学校体験の違いを理解することを前提としてテキスト読解に入ってゆく。セメ

スター末のレポート作成においては、テキスト読解という共通了解をもとにして、受講生が発見した固有のテーマを論じてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、子どもと社会、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (4B)

担当者名 /  Instructor 藤田 悟

15976

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記の目標を踏まえて本分野では、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　自分の受けてきた教育体験を、教育社会学的タームの読解を通じて社会認識とすることができる。

２　学ぶ立場から教える立場への転換（教育的関係の可視化・自覚化）をはかることができる。

３　説明する立場になってはじめて学ぶ必要を発見する、という体験をする。

４　わかるように伝えるということをこのプロジェクトを通して身につける。

５　社会構造とその歴史主体のあり方について理解する。

６　データとその意味理解などをふくめてテキスト読解の基礎を身につける。

を分野固有の目標としたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テーマ設定と運営方法について1

「大衆教育社会」とは何か2

「大衆教育社会」の変化3

テキスト講読１「大衆教育社会における地方青年の群像」4

テキスト講読２「ある高等学校」5

テキスト講読３「世代間移動と地域移動」6

まとめ１　テキストからわかったこと、気付いたこと7

テキスト講読４ 「大都市の人となる」8

テキスト講読５「都会の空気と故郷に引き戻す力」9

テキスト講読６「県が育てて県で働く」10

まとめ２　テキストからわかったこと、気付いたこと11

テキスト講読７ 「意識の社会移動」12

テキスト講読８「ローカル・トラック論」13

まとめ３　テキストからわかったこと、気付いたこと14

レポートのテーマ設定に向けて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

学歴社会のローカル・トラック 吉川徹／世界思想社／／2001年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

大衆教育社会のゆくえ 苅谷剛彦／中公新書／／1995年

学歴分断社会 吉川徹／ちくま新書／／2009年

・期末課題レポート（50％）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「教育体験を概念的に把握する」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と

“学際性”とを深め立体的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野

における基礎的な文献・資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

本分野の基本的テーマは「自分の教育体験を概念的に把握する」ことにある。初等、中等教育においては被教育者であった受講生一人ひとり

が、１年間の学生生活を体験したのち、あらためてみずからの受けてきた学校教育を俯瞰し、体験を構造的に把握し、３年次の専門演習などの

出発点を発見できるようにすることを目標としている。

教育の問題を語るとき、必ず自分自身の教育体験（被教育体験）をベースにして語ることになるだろう。それはそれで重要なことなのだが、ここで

は、教育的事実を社会の主体である人間の再生産の問題として考えたい。これが教育体験の構造的把握という意味である。

そのために、吉川徹『学歴社会のローカル・トラック』（世界思想社、2001年）を共通テキストとする。このテキストは、「世代間移動と地域間移動」

「ライフヒストリ－」「ローカル・トラック」をキーコンセプト（鍵概念）として、学校経験と社会移動の関連を説明しようとしている。

プロジェクトスタディの運営に当たっては、まず受講生の生活体験や学校体験の違いを理解することを前提としてテキスト読解に入ってゆく。セメ

スター末のレポート作成においては、テキスト読解という共通了解をもとにして、受講生が発見した固有のテーマを論じてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、子どもと社会、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (4C)

担当者名 /  Instructor 土屋 尚子

15977

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記の目標を踏まえて本分野では、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　自分の受けてきた教育体験を、教育社会学的タームの読解を通じて社会認識とすることができる。

２　学ぶ立場から教える立場への転換（教育的関係の可視化・自覚化）をはかることができる。

３　説明する立場になってはじめて学ぶ必要を発見する、という体験をする。

４　わかるように伝えるということをこのプロジェクトを通して身につける。

５　社会構造とその歴史主体のあり方について理解する。

６　データとその意味理解などをふくめてテキスト読解の基礎を身につける。

を分野固有の目標としたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

テーマ設定と運営方法について1

「大衆教育社会」とは何か2

「大衆教育社会」の変化3

テキスト講読１「大衆教育社会における地方青年の群像」4

テキスト講読２「ある高等学校」5

テキスト講読３「世代間移動と地域移動」6

まとめ１　テキストからわかったこと、気付いたこと7

テキスト講読４ 「大都市の人となる」8

テキスト講読５「都会の空気と故郷に引き戻す力」9

テキスト講読６「県が育てて県で働く」10

まとめ２　テキストからわかったこと、気付いたこと11

テキスト講読７ 「意識の社会移動」12

テキスト講読８「ローカル・トラック論」13

まとめ３　テキストからわかったこと、気付いたこと14

レポートのテーマ設定に向けて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

学歴社会のローカル・トラック 吉川徹／世界思想社／／2001年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

大衆教育社会のゆくえ 苅谷剛彦／中公新書／／1995年

学歴分断社会 吉川徹／ちくま新書／／2009年

・期末課題レポート（50％）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「福祉社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

近年の日本社会の状態は、「貧困」の広がりが誰にでも見える時代になったと言って過言でない。年収200万円以下の労働者が1000万人を越え

たという。 「ワーキングプア」のことだ。そればかりか「違法ハケン」「ピンハネ」「偽装請け負い」が蔓延し、正社員は「カローシ（過労死）」の淵に立

たされている。都市のホームレスは「ネットカフェ難民」や「河川敷生活者」に広がっている。一方、困窮しても生活保護の申請をさせてもらえな

かった男性が、「おにぎり食べたい」と書き残し餓死していた。90歳のお母さんと介護していた60歳代の娘さんが２人とも亡くなって発見された事

件や介護殺人など悲惨な事件もあとを絶たない。「新しい貧困」の一つとして人々の孤立や社会的排除も問題となっている。

ところで、受講生の皆さんが「あなたは今豊かですか？それとも貧しいですか？」と問われたとしたら、答えに窮するだろう。簡単な例をあげれ

ば、「アルバイトを沢山しているのでお金は困っていないが時間がない」場合、自由なお金は「豊か」だが自由な時間は「貧しい」ことになる。下宿

している学生の住居は豊かであろうか？「三間（時間・空間・仲間)の喪失」ということばがあるが「豊かさ」がモノだけでは測れないよい例である。

「貧困」は人ごとではないということでもある。

さて、先に示した人々の「貧困」は個人責任に帰すべきであろうか？貧困の中には、明らかに人為的に作られものも多いが、中には一見個人責

任のように見えても、社会的要因を少なからずもっているものもある。ではなぜ個人責任のように見えるのか、それは生活問題の多くは「私生活」

の困難として現われからである。しかし社会福祉の立場から、生活問題を解決または緩和するためには、社会や地域全体への対応と個人や家

庭に対する個別的支援の両方が必要となる。例えて言うならば「森を見る」と「木を見る」の違い、「鳥の眼で見る」と「虫の眼で見る」の違いであ

る。

貧困を考えると暗い気持ちになってしまうが、暗い事ばかりもでない。世論の力が、薬害C型肝炎訴訟の終結を後押しする、生活保護母子加算

廃止の復活、障害者自立支援法の応益負担廃止（新政権表明）などの、権利を保障していく動きもある。このことは、私たちが主体者として問題

を解決・緩和できる可能性を示している。その基本は福祉社会のシステムを人間の力で再構築していくという実践である。人々が「生きていて良

かった」と言える社会は、家庭・諸組織・地域・ 社会全体において、人々の協同と社会福祉制度を再生し持続させる実践によって実現される。

本プロジェクトスタディはこうした展望を、「真の豊かさ」の理解に求めテキストを選択した。テキストの精読と討議、レポート作成により「アカデミッ

クリーディング」「アカデミックライティング」の基礎を修得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート作成においては授業外学習が必要となる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5A)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15978

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に比べて本分野では、①「福祉社会」に関わる現実の理解及び基本的な知識と考え方の修得、②文献・資料を的確に理解し、それを正確に

表現し伝える能力の形成を行う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要：目標、進め方、「豊かさ」の考え方 アカデミックリーディング、豊かさ1

文献・切り裂かれる労働と生活の世界 労働と生活、生活の不 安、低賃金と失業、過労死、貧

困とホームレス、社会的排除、多重債務

2-3

文献・不安な社会に生きる子供たち 日本と西ドイツの子ども、教育の豊かさと貧しさ、競争の

中の子ども

4

文献・なぜ助け合うのか 助け合い、いじめ・不登校、生活の全体性、助け合いで

支える心、ボランティア

5

討議の中間まとめとアカデミックライティング演習・指導 アカデミックライティング6

文献・ＮＧＯの活動と若者達 ＮＧＯ、内戦と難民、阪神大震災、援助活動、山が動く7

文献・支え合う人間の歴史・希望を拓く 人間の歴史、生存競争、生活の共同、協同組合、豊か

さの条件

8-9

討議のまとめとアカデミックライティング演習・指導 副教材の活用、アカデミックライティング10-14

まとめと振り返り 総括15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

豊かさの条件 暉峻淑子／岩波新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

持続可能な社会－「もうひとつの日本」の構想 広井良典／ちくま書房／／

定常型社会 広井良典／岩波新書／／

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「福祉社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

近年の日本社会の状態は、「貧困」の広がりが誰にでも見える時代になったと言って過言でない。年収200万円以下の労働者が1000万人を越え

たという。 「ワーキングプア」のことだ。そればかりか「違法ハケン」「ピンハネ」「偽装請け負い」が蔓延し、正社員は「カローシ（過労死）」の淵に立

たされている。都市のホームレスは「ネットカフェ難民」や「河川敷生活者」に広がっている。一方、困窮しても生活保護の申請をさせてもらえな

かった男性が、「おにぎり食べたい」と書き残し餓死していた。90歳のお母さんと介護していた60歳代の娘さんが２人とも亡くなって発見された事

件や介護殺人など悲惨な事件もあとを絶たない。「新しい貧困」の一つとして人々の孤立や社会的排除も問題となっている。

ところで、受講生の皆さんが「あなたは今豊かですか？それとも貧しいですか？」と問われたとしたら、答えに窮するだろう。簡単な例をあげれ

ば、「アルバイトを沢山しているのでお金は困っていないが時間がない」場合、自由なお金は「豊か」だが自由な時間は「貧しい」ことになる。下宿

している学生の住居は豊かであろうか？「三間（時間・空間・仲間)の喪失」ということばがあるが「豊かさ」がモノだけでは測れないよい例である。

「貧困」は人ごとではないということでもある。

さて、先に示した人々の「貧困」は個人責任に帰すべきであろうか？貧困の中には、明らかに人為的に作られものも多いが、中には一見個人責

任のように見えても、社会的要因を少なからずもっているものもある。ではなぜ個人責任のように見えるのか、それは生活問題の多くは「私生活」

の困難として現われからである。しかし社会福祉の立場から、生活問題を解決または緩和するためには、社会や地域全体への対応と個人や家

庭に対する個別的支援の両方が必要となる。例えて言うならば「森を見る」と「木を見る」の違い、「鳥の眼で見る」と「虫の眼で見る」の違いであ

る。

貧困を考えると暗い気持ちになってしまうが、暗い事ばかりもでない。世論の力が、薬害C型肝炎訴訟の終結を後押しする、生活保護母子加算

廃止の復活、障害者自立支援法の応益負担廃止（新政権表明）などの、権利を保障していく動きもある。このことは、私たちが主体者として問題

を解決・緩和できる可能性を示している。その基本は福祉社会のシステムを人間の力で再構築していくという実践である。人々が「生きていて良

かった」と言える社会は、家庭・諸組織・地域・ 社会全体において、人々の協同と社会福祉制度を再生し持続させる実践によって実現される。

本プロジェクトスタディはこうした展望を、「真の豊かさ」の理解に求めテキストを選択した。テキストの精読と討議、レポート作成により「アカデミッ

クリーディング」「アカデミックライティング」の基礎を修得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート作成においては授業外学習が必要となる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5B)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

15979

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に比べて本分野では、①「福祉社会」に関わる現実の理解及び基本的な知識と考え方の修得、②文献・資料を的確に理解し、それを正確に

表現し伝える能力の形成を行う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要：目標、進め方、「豊かさ」の考え方 アカデミックリーディング、豊かさ1

文献・切り裂かれる労働と生活の世界 労働と生活、生活の不 安、低賃金と失業、過労死、貧

困とホームレス、社会的排除、多重債務

2-3

文献・不安な社会に生きる子供たち 日本と西ドイツの子ども、教育の豊かさと貧しさ、競争の

中の子ども

4

文献・なぜ助け合うのか 助け合い、いじめ・不登校、生活の全体性、助け合いで

支える心、ボランティア

5

討議の中間まとめとアカデミックライティング演習・指導 アカデミックライティング6

文献・ＮＧＯの活動と若者達 ＮＧＯ、内戦と難民、阪神大震災、援助活動、山が動く7

文献・支え合う人間の歴史・希望を拓く 人間の歴史、生存競争、生活の共同、協同組合、豊か

さの条件

8-9

討議のまとめとアカデミックライティング演習・指導 副教材の活用、アカデミックライティング10-14

まとめと振り返り 総括15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

豊かさの条件 暉峻淑子／岩波新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

持続可能な社会－「もうひとつの日本」の構想 広井良典／ちくま書房／／

定常型社会 広井良典／岩波新書／／

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「福祉社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

近年の日本社会の状態は、「貧困」の広がりが誰にでも見える時代になったと言って過言でない。年収200万円以下の労働者が1000万人を越え

たという。 「ワーキングプア」のことだ。そればかりか「違法ハケン」「ピンハネ」「偽装請け負い」が蔓延し、正社員は「カローシ（過労死）」の淵に立

たされている。都市のホームレスは「ネットカフェ難民」や「河川敷生活者」に広がっている。一方、困窮しても生活保護の申請をさせてもらえな

かった男性が、「おにぎり食べたい」と書き残し餓死していた。90歳のお母さんと介護していた60歳代の娘さんが２人とも亡くなって発見された事

件や介護殺人など悲惨な事件もあとを絶たない。「新しい貧困」の一つとして人々の孤立や社会的排除も問題となっている。

ところで、受講生の皆さんが「あなたは今豊かですか？それとも貧しいですか？」と問われたとしたら、答えに窮するだろう。簡単な例をあげれ

ば、「アルバイトを沢山しているのでお金は困っていないが時間がない」場合、自由なお金は「豊か」だが自由な時間は「貧しい」ことになる。下宿

している学生の住居は豊かであろうか？「三間（時間・空間・仲間)の喪失」ということばがあるが「豊かさ」がモノだけでは測れないよい例である。

「貧困」は人ごとではないということでもある。

さて、先に示した人々の「貧困」は個人責任に帰すべきであろうか？貧困の中には、明らかに人為的に作られものも多いが、中には一見個人責

任のように見えても、社会的要因を少なからずもっているものもある。ではなぜ個人責任のように見えるのか、それは生活問題の多くは「私生活」

の困難として現われからである。しかし社会福祉の立場から、生活問題を解決または緩和するためには、社会や地域全体への対応と個人や家

庭に対する個別的支援の両方が必要となる。例えて言うならば「森を見る」と「木を見る」の違い、「鳥の眼で見る」と「虫の眼で見る」の違いであ

る。

貧困を考えると暗い気持ちになってしまうが、暗い事ばかりもでない。世論の力が、薬害C型肝炎訴訟の終結を後押しする、生活保護母子加算

廃止の復活、障害者自立支援法の応益負担廃止（新政権表明）などの、権利を保障していく動きもある。このことは、私たちが主体者として問題

を解決・緩和できる可能性を示している。その基本は福祉社会のシステムを人間の力で再構築していくという実践である。人々が「生きていて良

かった」と言える社会は、家庭・諸組織・地域・ 社会全体において、人々の協同と社会福祉制度を再生し持続させる実践によって実現される。

本プロジェクトスタディはこうした展望を、「真の豊かさ」の理解に求めテキストを選択した。テキストの精読と討議、レポート作成により「アカデミッ

クリーディング」「アカデミックライティング」の基礎を修得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート作成においては授業外学習が必要となる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5C)

担当者名 /  Instructor 冨澤 公子

15980

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に比べて本分野では、①「福祉社会」に関わる現実の理解及び基本的な知識と考え方の修得、②文献・資料を的確に理解し、それを正確に

表現し伝える能力の形成を行う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要：目標、進め方、「豊かさ」の考え方 アカデミックリーディング、豊かさ1

文献・切り裂かれる労働と生活の世界 労働と生活、生活の不 安、低賃金と失業、過労死、貧

困とホームレス、社会的排除、多重債務

2-3

文献・不安な社会に生きる子供たち 日本と西ドイツの子ども、教育の豊かさと貧しさ、競争の

中の子ども

4

文献・なぜ助け合うのか 助け合い、いじめ・不登校、生活の全体性、助け合いで

支える心、ボランティア

5

討議の中間まとめとアカデミックライティング演習・指導 アカデミックライティング6

文献・ＮＧＯの活動と若者達 ＮＧＯ、内戦と難民、阪神大震災、援助活動、山が動く7

文献・支え合う人間の歴史・希望を拓く 人間の歴史、生存競争、生活の共同、協同組合、豊か

さの条件

8-9

討議のまとめとアカデミックライティング演習・指導 副教材の活用、アカデミックライティング10-14

まとめと振り返り 総括15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

豊かさの条件 暉峻淑子／岩波新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

持続可能な社会－「もうひとつの日本」の構想 広井良典／ちくま書房／／

定常型社会 広井良典／岩波新書／／

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「福祉社会」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

近年の日本社会の状態は、「貧困」の広がりが誰にでも見える時代になったと言って過言でない。年収200万円以下の労働者が1000万人を越え

たという。 「ワーキングプア」のことだ。そればかりか「違法ハケン」「ピンハネ」「偽装請け負い」が蔓延し、正社員は「カローシ（過労死）」の淵に立

たされている。都市のホームレスは「ネットカフェ難民」や「河川敷生活者」に広がっている。一方、困窮しても生活保護の申請をさせてもらえな

かった男性が、「おにぎり食べたい」と書き残し餓死していた。90歳のお母さんと介護していた60歳代の娘さんが２人とも亡くなって発見された事

件や介護殺人など悲惨な事件もあとを絶たない。「新しい貧困」の一つとして人々の孤立や社会的排除も問題となっている。

ところで、受講生の皆さんが「あなたは今豊かですか？それとも貧しいですか？」と問われたとしたら、答えに窮するだろう。簡単な例をあげれ

ば、「アルバイトを沢山しているのでお金は困っていないが時間がない」場合、自由なお金は「豊か」だが自由な時間は「貧しい」ことになる。下宿

している学生の住居は豊かであろうか？「三間（時間・空間・仲間)の喪失」ということばがあるが「豊かさ」がモノだけでは測れないよい例である。

「貧困」は人ごとではないということでもある。

さて、先に示した人々の「貧困」は個人責任に帰すべきであろうか？貧困の中には、明らかに人為的に作られものも多いが、中には一見個人責

任のように見えても、社会的要因を少なからずもっているものもある。ではなぜ個人責任のように見えるのか、それは生活問題の多くは「私生活」

の困難として現われからである。しかし社会福祉の立場から、生活問題を解決または緩和するためには、社会や地域全体への対応と個人や家

庭に対する個別的支援の両方が必要となる。例えて言うならば「森を見る」と「木を見る」の違い、「鳥の眼で見る」と「虫の眼で見る」の違いであ

る。

貧困を考えると暗い気持ちになってしまうが、暗い事ばかりもでない。世論の力が、薬害C型肝炎訴訟の終結を後押しする、生活保護母子加算

廃止の復活、障害者自立支援法の応益負担廃止（新政権表明）などの、権利を保障していく動きもある。このことは、私たちが主体者として問題

を解決・緩和できる可能性を示している。その基本は福祉社会のシステムを人間の力で再構築していくという実践である。人々が「生きていて良

かった」と言える社会は、家庭・諸組織・地域・ 社会全体において、人々の協同と社会福祉制度を再生し持続させる実践によって実現される。

本プロジェクトスタディはこうした展望を、「真の豊かさ」の理解に求めテキストを選択した。テキストの精読と討議、レポート作成により「アカデミッ

クリーディング」「アカデミックライティング」の基礎を修得する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート作成においては授業外学習が必要となる。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5D)

担当者名 /  Instructor 北村 健太郎

15981

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に比べて本分野では、①「福祉社会」に関わる現実の理解及び基本的な知識と考え方の修得、②文献・資料を的確に理解し、それを正確に

表現し伝える能力の形成を行う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要：目標、進め方、「豊かさ」の考え方 アカデミックリーディング、豊かさ1

文献・切り裂かれる労働と生活の世界 労働と生活、生活の不 安、低賃金と失業、過労死、貧

困とホームレス、社会的排除、多重債務

2-3

文献・不安な社会に生きる子供たち 日本と西ドイツの子ども、教育の豊かさと貧しさ、競争の

中の子ども

4

文献・なぜ助け合うのか 助け合い、いじめ・不登校、生活の全体性、助け合いで

支える心、ボランティア

5

討議の中間まとめとアカデミックライティング演習・指導 アカデミックライティング6

文献・ＮＧＯの活動と若者達 ＮＧＯ、内戦と難民、阪神大震災、援助活動、山が動く7

文献・支え合う人間の歴史・希望を拓く 人間の歴史、生存競争、生活の共同、協同組合、豊か

さの条件

8-9

討議のまとめとアカデミックライティング演習・指導 副教材の活用、アカデミックライティング10-14

まとめと振り返り 総括15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

豊かさの条件 暉峻淑子／岩波新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

持続可能な社会－「もうひとつの日本」の構想 広井良典／ちくま書房／／

定常型社会 広井良典／岩波新書／／

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5E)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

15982

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5F)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

15987

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5G)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

16020

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5H)

担当者名 /  Instructor 大村 和正

16021

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5I)

担当者名 /  Instructor 城下 賢一

16027

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目はプロジェクトスタディ分野「発達臨床」である。プロジェクトスタディは、基礎演習での学びをふまえて、“専門性”と“学際性”とを深め立体

的な学びを展開していくための基礎的な能力を養成することをねらいとした科目である。このため、それぞれの専門分野における基礎的な文献・

資料を批判的に読解し、論理と根拠をもって主張を表現することに取り組む。

　テキストとして、森田洋司著「いじめとは何か――教室の問題、社会の問題」（中公新書）を用いる。授業は、 初の週に班分けを行うとともにテ

キストの分担を決める。2週目以降、5回を使って、グループ単位で丁寧にテキストを講読し発表、討議を行う。担当グループでないものは各自で

該当章を読んだ上でコメントを発表前に提出する。後半は5回を使って、班単位で、子どもや若者の発達に関してテーマを定めたプレゼンテーショ

ンを行う。レポートは学期中に2回提出、第2回レポートに関しては、レポートの書き方について討議を行い、それをもとに書き直して再提出する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎演習I・II、情報リテラシー、ライティングリテラシー、各専攻のコア科目、基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

発表担当以外の章も事前に必ず読んで要約を作成し、討議に備えること。

単位数 /  Credit 2

プロジェクトスタディIIA (5J)

担当者名 /  Instructor 浦田 雅夫

16028

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プロジェクトスタディの到達目標は、当該分野に関して、

・基礎的な用語や概念についての説明ができること

・一定の専門性を有した文献の要約を作成できること

・一定の専門性を有した文献を読解し、自らの言葉で説明できること

・一定の専門性を有した文献をふまえ、それを用いながら、自らの主張を述べることができること

・一定の専門性を有したデータベースや多様な資料を収集し、研究に活用できること

上記に加えて本分野では、

・学術文献を批判的に読むことができること

・自らの考えを適切に表現する学術的な文章が書けること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の導入　　授業の進め方についての説明および班分

けと担当章の決定

1

講読第1回　第１章 社会問題、国際比較2

講読第2回　第2章 心理主義化、個人化、私事化3

講読第3回　第3章 いじめの定義、パワー4

講読第4回　第4章 規範、いじめ集団の四層構造モデル5

講読第5回　第5章 シティズンシップ教育、ソーシャル・ボンド6

前期の発表のふり返り、第1回レポート提出（第6章の要

約と全体の感想）、班およびテーマの決定

7

各班のプレゼンテーション①8

各班のプレゼンテーション②9

各班のプレゼンテーション③ 、プレゼンテーション①～②

第2回レポート提出

10

各班のプレゼンテーション④11

各班のプレゼンテーション⑤12

反省と相互評価①。第2回レポート（プレゼンテーション①

～②）の講評、プレゼンテーション③～⑤第2回レポート

提出

13

反省と相互評価②。第2回レポート（プレゼンテーション③

～⑤）の講評

14

まとめ、第2回レポート再提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価（50％）

・期末課題レポート（50％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

３，４回生の演習に向けた基本的な学習技術の修得をめざして、とにかくアクティブに授業に参加してほしい。主体的に課題発見を行い、討議・

発表に積極的に参加してこそ、力が着いていくことを実感できるであろう。

授業の前半では、丁寧にテキストを読み込むことが重要である。各部分の発表担当となった班は、テキストのみではなく、該当する部分に関する

関連論文を検索し、テキスト内容を豊富化して報告とすることを心構えること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめとは何か――教室の問題、社会の問題 森田洋司著／中公新書／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

いじめの国際比較研究――日本、イギリス、オラ

ンダ、ノルウェーの調査分析

森田洋司監修／金子書房／／2001

社会問題の社会学――構築主義アプローチの

新展開

中河伸俊／世界思想社／／1999

いじめが終わるとき――根本的解決への提言 芹沢俊介／彩流社／／2007

いじめの構造――なぜ人が怪物になるのか 内藤朝雄／講談社／／2009



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1A)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

14560

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1B)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

14561

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1C)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

14562

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1D)

担当者名 /  Instructor 國廣 敏文

14563

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1E)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

14564

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1F)

担当者名 /  Instructor 篠田 武司

14565

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1G)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

14566

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1H)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

14567

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1I)

担当者名 /  Instructor 崎山 治男

14568

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1K)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

14570

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1L)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

14571

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1M)

担当者名 /  Instructor 山口 歩

14572

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (1N)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

14573

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2A)

担当者名 /  Instructor 赤井 正二

14586

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2B)

担当者名 /  Instructor 瓜生 吉則

14587

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2C)

担当者名 /  Instructor 福間 良明

14588

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2D)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

14589

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2E)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

14590

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2F)

担当者名 /  Instructor 金山 勉

14591

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2G)

担当者名 /  Instructor 津田 正夫

14592

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2H)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

14593

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2I)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

14577

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (2J)

担当者名 /  Instructor 柳澤 伸司

14578

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (3A)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

14579

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (3B)

担当者名 /  Instructor 金井 淳二

14580

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (3C)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

14581

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (3E)

担当者名 /  Instructor 山下 秋二

14583

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (3F)

担当者名 /  Instructor 市井 吉興

14584

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (3G)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

14585

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (4A)

担当者名 /  Instructor 伊藤 隆司

14574

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (4B)

担当者名 /  Instructor 小原 豊

14575

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (4C)

担当者名 /  Instructor 角田 将士

14576

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5A)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

14594

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5B)

担当者名 /  Instructor 石倉 康次

14595

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5C)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

14596

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5D)

担当者名 /  Instructor 鎮目 真人

14617

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5E)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積

14597

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5F)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

14598

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5G)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

14599

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5H)

担当者名 /  Instructor 中村 正

14600

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5I)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

14601

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (5J)

担当者名 /  Instructor 高垣 忠一郎

14602

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (AA)

担当者名 /  Instructor 乾 亨

14603

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (AB)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

14604

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (AC)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

14605

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (AD)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

14606

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (AE)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

14607

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (AF)

担当者名 /  Instructor 深澤 敦

14608

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (AG)

担当者名 /  Instructor 中山 一樹

14609

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (BA)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

14623

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (BB)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

14625

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (BC)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

14610

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (BD)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

14611

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (BE)

担当者名 /  Instructor 宮下 晋吉

14612

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (BF)

担当者名 /  Instructor 山下 芳樹

14613

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (CA)

担当者名 /  Instructor 有賀 郁敏

14614

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (CB)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

14615

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (CC)

担当者名 /  Instructor 石田 智巳

14616

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (DA)

担当者名 /  Instructor 笹野 恵理子

14626

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (DB)

担当者名 /  Instructor 中西 仁

14618

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (EA)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

14620

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (EB)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

14619

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (EC)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

14621

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (ED)

担当者名 /  Instructor 松田 亮三

14622

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1回生での基礎演習、コア科目、2回生でのプロジェクトスタディなどの学修を基礎にして、専門科目と関連させながらゼミナール形式によって専

門的研究を進めます。ゼミ生には、担当教員の指導を受けつつ、個人あるいは共同で研究課題を見出し、的確な論拠に基づいた粘り強い研究

を行うことが期待されています。相互に発表と討議を行い、 終的にレポートや論文などの成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門研究を実施する上で基礎となる教養科目・専門科目を着実に履修していることが望まれます。

成績評価の基準の詳細は各ゼミによって異なりますが、研究の成果物を提出することは共通しています。なお、「平常点評価」の割合に関し

ては各ゼミによって異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

専門演習 (EE)

担当者名 /  Instructor 峰島 厚

14624

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会科学的な視点から現代社会における諸課題を見出すことができる。

②①の課題解決にとって相応しい研究方法を活用することができる。

③研究成果を発表し、レポート、論文としてまとめることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得することが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによって異なります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊提出されたレポート、論文などの成果物により、到達目標にそって評価（５０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（５０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1A)

担当者名 /  Instructor 大野 威

14635

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1B)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

14636

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1C)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

14637

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1D)

担当者名 /  Instructor 篠田 武司

14638

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1E)

担当者名 /  Instructor 吉田 幸治

14639

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1F)

担当者名 /  Instructor 深澤 敦

14640

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1G)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

14641

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1H)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

14642

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1I)

担当者名 /  Instructor 佐藤 春吉

14643

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1J)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

14644

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1K)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

14645

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1L)

担当者名 /  Instructor 金子 守恵

14646

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1M)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

14647

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1N)

担当者名 /  Instructor 崎山 治男

14648

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1O)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

14649

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1P)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

14650

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1Q)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

14651

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1R)

担当者名 /  Instructor 乾 亨

14652

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1S)

担当者名 /  Instructor 山口 歩

14691

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1T)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

14653

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (1U)

担当者名 /  Instructor 中山 一樹

14654

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2A)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

14655

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2B)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

14656

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2C)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

14657

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2D)

担当者名 /  Instructor 柳澤 伸司

14658

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2E)

担当者名 /  Instructor 金山 勉

14659

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2F)

担当者名 /  Instructor 松田 亜希

14660

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2G)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

14661

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2H)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

14662

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2I)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

14689

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2J)

担当者名 /  Instructor 日高 勝之

14692

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2K)

担当者名 /  Instructor 宮下 晋吉

14693

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2L)

担当者名 /  Instructor 津田 正夫

14694

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2M)

担当者名 /  Instructor 赤井 正二

14695

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2N)

担当者名 /  Instructor 瓜生 吉則

14696

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2O)

担当者名 /  Instructor 福間 良明

14697

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2P)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

14698

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2Q)

担当者名 /  Instructor 伊藤 武夫

14699

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (2R)

担当者名 /  Instructor 石田 あゆう、犬島 梓

14700

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3A)

担当者名 /  Instructor 有賀 郁敏

14663

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3B)

担当者名 /  Instructor 石田 智巳

14664

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3C)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

14665

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3D)

担当者名 /  Instructor 本山 益子

14666

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3E)

担当者名 /  Instructor 金井 淳二

14687

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3F)

担当者名 /  Instructor 草深 直臣

14667

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3G)

担当者名 /  Instructor 海老島 均

14679

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3H)

担当者名 /  Instructor 市井 吉興

14686

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3I)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

14688

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3J)

担当者名 /  Instructor 山下 秋二

14690

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (3K)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

14701

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (4A)

担当者名 /  Instructor 伊藤 隆司

14680

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (4B)

担当者名 /  Instructor 小原 豊

14684

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (4C)

担当者名 /  Instructor 角田 将士

14681

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (4D)

担当者名 /  Instructor 笹野 恵理子

14685

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (4E)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

14682

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (4F)

担当者名 /  Instructor 山下 芳樹

14683

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5A)

担当者名 /  Instructor 石倉 康次

14668

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5B)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

14669

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5C)

担当者名 /  Instructor 鎮目 真人

14670

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5E)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

14671

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5F)

担当者名 /  Instructor 前田 信彦

14672

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5G)

担当者名 /  Instructor 松田 亮三

14673

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5H)

担当者名 /  Instructor 峰島 厚

14674

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5I)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積

14675

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5J)

担当者名 /  Instructor 岡田 まり

14676

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5K)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

14677

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5L)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

14678

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5M)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

14702

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5N)

担当者名 /  Instructor 中村 正

14703

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

3回生までの学修を基礎として、ゼミナール形式によって、専門科目と関連させながら、高度な専門的研究を進めます。担当教員の指導を受けつ

つ、的確な論拠に基づいた粘り強い研究を個人あるいは共同ですすめ、相互に発表と討議を行い研究の質を高めます。 終的に、卒業論文な

ど4年間の学修の成果物を作成します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高度な専門研究を実施する上で参考となる、専門科目を中心に、着実に履修していることが望まれます。

成績評価の詳細は各ゼミによってことなりますが、卒業研究では卒業論文などの成果物の作成が求められます。なお、「平常点評価」の割合

は各ゼミで異なる場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

卒業研究 (5O)

担当者名 /  Instructor 山本 耕平

14711

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自ら研究テーマを設定し、研究を遂行し、論文などの研究成果物を作成することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

＊卒業研究では受講生の研究力量が問われます。受講生には演習の時間はもとより、演習以外の時間を有効に活用し、自ら研究を実施し、研

究力量を高めていく努力が特に要請されます。 

「専門演習」と「卒業研究」は同じクラス（持上りクラス）で学修を進めます。

４回生「卒業研究」を受講するためには、３回生「専門演習」の単位を取得していることが必要です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

各ゼミによってことなります

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ＊卒業研究（論文など）の成果物をもとに、到達目標にそって評価（８０％）

＊日常的な専門研究に対する取り組みを評価（２０％）

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

　社会的に重要な役割を持ち始めたNPO・NGOについて学んでいきたい。福祉、環境、人権、まちづくり、IT等様々な分野の組織を中心に取りあ

げる。また、企業および行政組織と比較して、NPOのサービスの特徴を考察していく(例えば、NPOのリーダーの多くが①いわゆる「専門家ではな

い」地域の市民 ②既存の制度から「はみ出した」専門家、である)。さらに、 近はより事業性の高い｢社会的企業｣｢社会起業家｣にも注目が集

まっている。

　上記のテーマを学んでいくため、講義においてはビデオ等の視覚教材を毎回使用し、ゲスト・スピーカーを2回程度招くなどして 新の話題を取

り上げていく。また受講者の意見を求める等、なるべく双方向のコミュニケーションに努める。

　なお国際協力分野のNPO・NGOについては、本講義では取り扱わず、(秋葉が後期に担当する)「国際NPO・NGO論」で取り扱うこととなるので、

留意されたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

｢国際NPO・NGO論｣(後期：担当教員：秋葉武)

ガイダンスに出席して、｢面白そうだな｣と思ったら受講登録してみましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が講義中に随時紹介するNPOのホームページなどは閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

ＮＰＯ・ＮＧＯ論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15809

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

下記のことを理解し、社会の動向を自ら考察することを目標とする

・サードセクターとしてのＮＰＯ――政府および企業だけでは、なぜ社会がうまく機能しなくなっているのか

・NPOは閉塞感を深める日本社会のなかで、具体的にどのような役割を果たせるのか

・NPOという組織における働き方は、新しい働き方を社会に提起しているといわれる。職員、ボランティアを含めたＮＰＯの人材をみる

・NPOは呼称、活動分野が多様であることから、一見理解し辛いイメージがあるが、その点についても整理する

・世界景気の悪化がＮＰＯセクターにいかなる影響を及ぼしているかを理解する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NPO・NGOの概論①――阪神大震災時のボランティア活

動を事例として――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、行

政の限界

2

NPO・NGOの概論②――NGOでの職員の働き方を事例と

して――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、サー

ビスの特質

3

無給ボランティアから有給スタッフへ――阪神大震災時

のボランティア活動を事例として――

NPO・NGOの学術的概念、呼称の固有性、有償化のプ

ロセス

4

政府とNPOの関係――｢NPO大国｣アメリカのボランティア

活動を事例として――

アメリカのNPOの歴史、寄付行為、公共への市民参加5

政府とNPOの関係――アメリカのNPOの企業、政府との

パートナーシップを事例として――

｢大きな政府｣の世界的な退潮、市民の公共への参加を

促す社会制度

6

地球環境問題とNGO――地球温暖化防止に取り組む

NGOの役割から――

国益追求の限界、市民組織の役割7～8

市民の公共への参加を促す社会制度――1998年のNPO

法成立の背景から――

｢認証｣と｢認可｣の違い、法人格の意味9

NPOの制度化――NPOの介護保険制度への参入を事例

として――

在宅福祉NPOと介護保険、経営管理の重要性10

企業とNPOの比較――Linuxの成功から―― 情報化、IT化とNPO11

事業型NPOおよび社会指向型企業の誕生 ソーシャル・ベンチャー、社会企業家12～13

NPOの資源開発――パブリックリソースセンターの取り組

みから――

寄付マーケットの開拓、SRI(社会的責任投資)14

NPOの将来と展望 日本のNPOの果たす役割と今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述と穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主に、コミュニケーションペーパーの提出となります。授業内容に関して記入してください。30 ％
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他の受講生の受講権の侵害は辞めましょう。授業中の私語、大幅な遅刻、頻繁な途中入退室など

新聞でNPOの記事をチェックしてみましょう

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

NPOを取り巻く外部環境は急速に変化していますので、下記のHPなどをぜひチェックしてみて下さい。

日本NPOセンターHP　　　　　　　http://www.jnpoc.ne.jp/

パブリックリソースセンターHP　　http://www.public.or.jp/

内閣府ＮＰＯHP                 http://www.npo-homepage.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

せっかく受講されるので、ぜひ授業以外で勉強すると、新しい視野が開かれると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ＮＰＯ基礎講座〔新版〕 (2005) 山岡義典／ぎょうせい／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

日本による植民地統治の記憶にまつわる両国の近現代史は、地理的に も近い国でありながら、心理的には距離を縮めることのできない関係

を作り続けてきた。近年、日本国内における「韓流」の流行は、このような日韓関係に変化をもたらしている。また、韓国内部でも日本の大衆文化

開放後、若者を中心に日本の大衆文化の影響力は強まっている。この授業はこのように激変している日韓両国の関係の中で、日本の隣の国、

韓国の今日を理解することを通じて日本の東アジアとの付き合い方を考えてみることを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

行上、細部項目は変更されることもある。

単位数 /  Credit 2

アジア社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 宋 基燦

15996

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現代韓国に関するを理解と関連知識を習得する。

・グローバル化が進んでいるなかで、韓国の現在を通じて東アジアの未来を展望する。

・「平和」について現実的な感覚を育てる。

・異文化理解の視野を広げ、さらに自分の文化を相対化して考えることができる訓練をする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

この授業は、講義による一方的な知識の伝達だけにはあまり意味を置かない。授業では、講義の内容として映像資料、映画などを観ることが多

い。それらをもとに一緒に考えてみたり、討論を行ったりするのが、この授業の進め方である。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

   ／／／

 ／／／

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代韓国を知るための５５章 石坂浩一、舘野皙／明石書店／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション  授業の進め方  1

異文化を研究することの意味。  文化相対主義の視座「国民性」という本質主義を越えて

  

2

朝鮮半島の地理的概観 自然地理・人文地理・地政学的特徴  3

植民地の記憶と朝鮮半島 4

朝鮮戦争の記憶と韓国社会  5

南北分断の理解１  関連映画を視聴し、討論  6

南北分断の理解2 関連映画を視聴し、討論7

戦争と反共主義と韓国のキリスト教  韓国の宗教事情 親米と反米の狭間で  8

二つの戦争；朝鮮戦争とベトナム戦争１ 関連映画を視聴し、討論  9

二つの戦争；朝鮮戦争とベトナム戦争１ 関連映画を視聴し、討論  10

韓国の民主化運動の歴史  11

民主化と経済危機、新自由主義の陰12

李明博大統領以後の韓国の展望  13

東アジアの未来に向けて、東アジア共同体は可能なのか

 

14

まとめおよび総合討論15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 具体的な評価方法に関する説明は 初の授業の時に行う。100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

この授業専用のメールアドレスを用いて連絡を取り行う（ 初の授業で公開）

＊受講人数によって変更になることがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

朝鮮を知る事典  伊藤亜人他監修  ／平凡社／／

ポストコロニアリズム 本橋哲也   ／岩波書店 ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

  アジアには多くの国や地域があり、様々な文化や伝統がある｡また豊かな人的資源があり、潜在的な大きな経済市場もある｡日本はアジアの一

員である｡地理的にも歴史的にも文化的にもアジアと強い絆を持っている｡故に日本は大いにアジアに目を向けるべきであろうと思う｡

  本授業は､東アジアの日本､中国、韓国を中心に､アジアの文化､価値観､生活スタイルなどを紹介し、比較しながらその同質性や異質性を考え

ることにしていきたい｡この授業を通じて､アジアの国々の文化に対する関心や理解を深めると同時に､日本文化に対する再認識をも深めていき

たい｡

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

 期末試験に変わる 終レポートと、日常的な取り組み、出席、感想文などの平常点を総合して判断する。

　出席をとる時にはＱＲコードシールを使用しますので、持参してください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

アジア文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

13288

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

◎　中国、韓国を中心としたアジアの国々の文化に対する理解を深めることができる。

◎　日本文化に対する再認識を深めることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 　 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『日本人・中国人・韓国人』 金文学／白帝社／／

『現代中国の生活変動』  飯田哲也編／時潮社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　文化とは何か｡視点や方法。文化・文明の衝突　第１回

　日本人・中国人・韓国人の国民性第2回

　儒教文化とその伝承第3回

　言語と文化  ――日本語、中国語､英語の比較から―

―

第4回

　婚姻法から見た儒教文化第5回

　文学から見た文化――平家物語を中心に――第6回

　道教・神道・禅の文化第7回

　日・中・韓の食文化とマナー第8回

　日・中・韓の住まい文化第9回

  アジアの仏教文化第10回

　本学の留学生との討論と交流第11回

　金閣寺と銀閣寺第12回

　お祭りの文化第13回

　スポーツの文化第14回

　日・中・韓文化の特徴第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 　

　期末試験に代わる 終レポートは60％なので、提出しなければならない。

60 ％

平常点評価 　

 日常的な取り組み、出席、感想文など。

40 ％
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 その他 /  Others

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　アメリカと日本のコリアタウンの比較を通して、アメリカと日本の近代国民国家としての普遍性と各国民国家の特殊性を明らかにし、そこにおけ

る「民族」のもつ意味（エスニシティ）について考察する。さらに、今日のグローバリゼーションの状況のなかで、以上の近代性がどのように変容し

つつあるのかを記述・分析し、現代世界におけるエスニシティへのアプローチの方法的有効性を検証する。方法論的には、エスニック・スタディー

ズ、カルチュラル・スタディーズ、ポストコロニアル・スタディーズ、それにグローバリゼーション・スタディーズ、これらを相対化して、新たな方法論

の地平を模索するが、特に、フィールドワークによるミクロ・アプローチと、東アジア・太平洋を含む世界全体の構造変化を分析するマクロ・アプ

ローチとを関係づける。さらに、これらの基礎的研究を基にして、多文化共生社会に向けての認識方法、倫理観、実践論を展開する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　「文化人類学入門」、「比較文化論」、「文化人類学」であるが、「エスニシティ」履修後に、これらの三科目を履修することも可能である。これら四

つの科目によって、文化人類学についての基本的知識と考え方が修得可能となる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　教科書及び配布プリントの読書を中心として、その他参考文献の読書。

単位数 /  Credit 2

エスニシティ論 (S)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

15998

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）エスニシティの普遍的意味を日本の現実との関連で理解すること。

（２）エスニシティに関わる多文化共生社会の可能性を考え、そしてその実現に向けて実践すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　授業はひとつの刺激です。もちろん、上記の授業目標を達成することも重要ですが、それに加えて、例えば、フィールドワーク、アメリカ研究、韓

国・朝鮮研究、近現代史等に関心を広げることも可能ですので、この授業をひとつの刺激にして、自らの可能性を発掘・発展させてください。授業

中に様々な参考文献を紹介します。また、質問をドシドシしてください。

　「求めよさらば与えられん」です。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

東アジアの前近代における朝鮮半島からの移動（総説）、

火田民と海人

前近代、移動、焼畑、海人１

東アジアの近代における朝鮮半島からの移動（総説） 近代、植民地主義、大量移動２

日本の植民地主義と朝鮮半島からの移動 強制移住、ダブルバインド、ねじれた形での社会上昇３

近代国民国家・大韓民国からの移動：アメリカと中国 アメリカンドリーム、中国での投資、グローバル・ファミ

リー

４

ハワイのコリアン：「アメリカン・コリアン」とHanguk-saram 写真結婚、旧移民と新移民、誰が韓国人か？５

モダン／ポストモダン都市、ロサンジェルスのコリアタウ

ン：コリアン、ラティーノ、黒人

コリアンとラティーノ、黒人との関係、コリアンドリームと

両班意識

６

大阪・生野のコリアタウン：済州島から在日コリアンへの

過程

○○ムラビトー済州島人ー在日コリアン、日本人意識の

形成過程

７

川崎のコリアタウン構想：地域おこしのためのエスニック・

タウン

行政の介入、地域社会とは何か？、コリアタウンの表象８

日米のコリアタウンと国民国家システム：国民国家とエス

ニシティ

国民国家、エスニシティ９

コリアンアメリカンとアメリカの人種・民族カテゴリー 「民族」と「人種」のカテゴリー１０

１９９２年４月２９日　ロス暴動：コンフリクトの実像 コンフリクト、マスメディア１１

民族と学校教育：創られる「民族」 「民族学校」、エスニック or 民族、国民教育と民族教育１２

グローバリゼーションのなかのコリアン：境界を越える認

識方法

ネットワーク、虹のイメージ、我からわれわれへ１３

新たな関係性を求めて① 他者認識と自己認識、倫理性、人であることの意味１４

新たな関係性を求めて② 構え、関係性、作法１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　授業と教科書等の内容の理解度及びそれについての自らの批判的考察。70 ％

平常点評価 　リアクション・ペーパー（抜き打ち）数回提出。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

　上記の教科書は絶版なので、教室で配布します（割引料金で一冊６００円）。これは基本的文献ですので、この本を補うためのプリントを何

回か配布します。

　参考書、参考文献は、随時、授業時に紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

　Ｅメール及び個人面談（オフィスアワーについては授業時に連絡）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

コリアンタウンの民族誌 原尻英樹／ちくま新書／／教室で配布（割引料金６００円）

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

私たちは、「学校」「企業」「市民社会」など、多様な集団および組織に属しているが、自分にとって も身近な集団が「家族」である。家族をめぐる

諸問題は、非常に身近な問題であるだけに、社会的・個人的関心の高い学問領域である。本講義では、「家族」というフィルターを通して、戦後日

本社会の生活構造の歴史的形成過程および今日的課題について検討する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

事件、映画、小説といった家族に関するトピックスを意識的にチェックすること。講義の理解を深めるために、講義で関連する参考文献を適宜提

示する。

単位数 /  Credit 2

家族社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

13336

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、家族社会学に関する理論的知識を習得すると同時に、こうした分析ツールを用いて、自分の家族関係を含む現代の家族変動の趨

勢を客観化し、批判的に読み解くことを目標とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

レジュメは、WebCTにおいて公開する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

迷走する家族 山田昌弘／有斐閣／4641173125 ／

ジェンダーとライフコースで読む家族 岩上真珠／有斐閣／9784641173378／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

家族研究の課題 家族の定義　主観的家族論  第1回

家族社会学史①  ライフサイクル、ライフコース、エルダー、ライフスタイル 

 

第2回

家族社会学史② パーソンズ、バージェス・ロック、近代家族　社会システ

ム  

第3回

「近代家族」以前の家族 伝統家族　直系家族　親族  第4回

「近代家族」の成立 アリエス、子ども、性別役割分業、専業主婦、母性愛  第5回

日本における「近代家族」の成立 戸籍制度、専業主婦、企業戦士、性別役割分業、婚外

子 

第6回

「近代家族」と結婚①  宮廷恋愛、恋愛結婚、ロマンティックラブ・イデオロ

ギー、純粋な関係性 

第7回

「近代家族」と結婚②  未婚化、晩婚化、新・専業主婦願望  第8回

「近代家族」の病理①  デートＤＶ、恋愛依存症、共依存  第9回

「近代家族」の病理②  閉鎖的育児、三歳児神話、児童虐待第10回

「近代家族」のゆらぎ①　結婚をめぐる変化 離婚、積極的破綻主義、ステップファミリー、事実婚、同

性婚、ドメスティック・パートナー法　

第11回

「近代家族」のゆらぎ②　子育ての「社会化」  育児休業制度　主夫　パパ・クォータ制第12回

「近代家族」のゆらぎ③　介護の「社会化」 家族介護者、男性介護者、介護者支援第13回

「近代家族」のゆらぎ④　生殖技術 生殖技術、不妊第14回

私たちがつくるこれからの家族第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 講義の際にミニレポートを提出してもらう場合がある。30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

①温室効果ガス削減対策、気候変動の影響に対する適応策に関連して、市民向け環境教育の基礎的な知識を学ぶ。

環境教育のなかで、気候変動・温暖化がどのように取り上げられてきたか、市民向け環境教育プログラムの事例について学ぶ。

②市民レベル、地域自治体レベルで取り組める気候変動対策、気候変動に対する適応策を学ぶ。

③省エネ、廃棄物削減、食料自給率向上、エネルギー自給率向上、再生可能エネルギーをめぐる環境教育の事例を学ぶ

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし

単位数 /  Credit 2

環境教育論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

16001

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

温室効果ガス削減対策、気候変動の影響に対する適応策に関連して、市民向け環境教育の基礎的な知識を学ぶ。

環境教育のなかで、気候変動・温暖化がどのように取り上げられてきたか、市民向け環境教育プログラムの事例について学ぶ。

市民レベル、地域自治体レベルで取り組める気候変動対策、気候変動に対する適応策を学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の目的、方法、評価方法、参考資料、データおよび

事例の収集方法

１

日本における環境教育の歴史：公害教育から環境教育

へ：

（公害の歴史、公害反対運動、公害防止教育から環境教

育へ、水俣病、イタイイタイ病の歴史、公害訴訟、公害防

止教育における教師の取り組み、学習指導要領の改正と

公害、環境教育）

２

公害の被害と公害防止教育：事例分析、水俣病をめぐる

公害教育のビデオ、教師の取り組み、語り部さんによる

公害防止教育､患者団体による語り部と公害教育の意味

３

 気候変動に関するニュースおよびビデオ。気候変動に関

する温室効果ガス削減対策と適応策の概略

４

温暖化の基礎知識（気温上昇予測、海面上昇予測、食料

生産への影響予測、洪水・干ばつのリスク、生態系への

影響予測、温室効果ガスの大気中寿命, climate inertia, 

温室効果ガス安定化濃度、温室効果ガス排出削減量と

期限）

５

EUにおける気候保全教育の事例：家庭における省エネ

対策、小学校・中学校における省エネ活動の事例､再生

可能エネルギーに関する環境教育の事例､理科教育にお

ける再生可能エネルギー教育

６

日本、ドイツにおける再生可能エネルギーをめぐる環境

教育の事例,ドイツのバイオマス１００％村の事例

７

住宅、家電製品における省エネ教育、学校における省エ

ネの取り組み、省エネルギーセンターのプロジェクト

８

食生活と環境教育の事例：食料自給率、食料消費におけ

るフードマイレージ､食生活におけるCO2排出量、日本に

おける水資源の輸入量､地産地消の推進、食育

９

地方自治体および環境NGOによる環境教育の取り組み：

再生可能エネルギーの普及、エネルギー学校、エコチャ

レンジ、NGOの役割

１０

気候変動が子供に与える影響：（世界の貧富の格差と気

候変動、子供の教育、健康に与える影響、Climate 

Change and Children　（Unicef, 2007）、The State of the 

World’s Children 2009: Maternal and Newborn Health）。

１１

環境教育に関する事例分析の方法､統計データの処理１２

レポートの書き方について､テーマ設定と章・節構成､脚

注について

個別テーマの指導１３

レポートの書き方について，統計データの収集､分析方法１４

レポートの書き方､グラフ作成､統計処理１５
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

UNFCCC,　IPCC，国立環境研究所、環境省の気候変動に関するサイト。

UNICEF: The State of the World’s Children 2009: Maternal and Newborn 

Health ,　http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2009_Main__Report__03112009.pdf

UNICEF　： Climate Change and Children：　http://www.unicef.org/publications/files/Climate_Change_and_Children.pdf

水俣病に関する社会科学的研究会「水俣病の被害をくりかえさないために」（国立水俣病総合研究センター）

http://www.nimd.go.jp/syakai/webversion/pdfversion/houkokushopdf.html

　　

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中に配布する英文資料について、自分で読めるようにすること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

  ／／／

「環境展望」　Vol.3,　 Vol.4,　 Vol.5  日本科学者会議公害環境問題研究委員会 ／実教出版／／

市民・地域が進める地球温暖化防止 和田武・田浦健朗 ／学芸出版社／／

飛躍するドイツの再生可能エネルギー: 地球温

暖化防止と持続可能社会構築をめざして

和田武／世界思想社／／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 期日までに、指示されたレポートを提出すること。

就職活動などで、 終レポートを授業中に提出することができないものは、事前に申し出て、別

途、期限内にレポートを提出すること。

レポートの受付方法を事務室受付とします｡提出は事務室の指示に従ってください｡

このため､評価方法の区分を､平常点評価からレポート試験に区分変更しましたが、内容につい

ての変更は有りません｡

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

大気汚染、水汚染、廃棄物問題、地球温暖化など、世界中で様々な環境問題が深刻化しているなか、環境と経済システムの関係を再考し、適切

な環境政策を確立していくことが益々重要になっている。本講義では、特に政治経済学的アプローチからサステイナブル・エコノミー実現のため

の新たな環境経済政策の確立に向けた展望・課題を考究する。

講義序盤では、環境経済学・環境政策の基礎的概念について概説する。その後、様々な環境問題と環境政策の展開、課題について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

環境経済学 (S)

担当者名 /  Instructor 知足 章宏

16000

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・環境経済学の基礎的概念を理解し、環境政策の意義と課題について理解する。

・環境問題を取り巻く日本の経済政策の問題点を理解する。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

日頃から、日本および世界の環境政策の動向を新聞等で勉強しておくと、講義の理解に役立つと思います。特に、環境問題における費用負担

（環境税、汚染賦課金等）は講義の中心的なテーマの一つであるので、チェックしておいて下さい。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新しい環境経済政策 寺西俊一編 ／東洋経済新報社  ／4-492-31327-3  ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境経済・政策学の基礎知識 環境経済・政策学会編  ／有斐閣  ／4-641-18333-3 ／

地球環境保全への途 寺西俊一・大島堅一・井上真編  ／有斐閣  ／4-641-28101-7  ／

環境経済学をつかむ 栗山浩一・馬奈木俊介 ／有斐閣  ／978-4-641-17708-6 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要とイントロダクション 講義の視点と目的，評価方法1

環境経済学概説Ⅰ  環境と経済、経済成長、環境クズネッツ曲線、社会的費

用 

2

環境経済学概説Ⅱ 市場の失敗、外部性、ピグー税3

環境政策の基本手法  直接規制，税・課徴金，補助金  4

エネルギー政策 エネルギー，原子力，地球温暖化  5

鉱工業政策 公害，鉱工業，環境保全型生産システム 6

都市政策 都市問題，サステイナブル・シティ ，アメニティ保全 7

交通政策 大気汚染，税・財政政策，社会的費用  8

廃棄物政策 ごみ処理，発生抑制インセンティブ，不法投棄9

森林政策・海洋環境政策 林政 ，海洋汚染，海洋環境問題  10

中国の環境問題 公害、地方政府、政治経済構造11

環境政策と技術革新 ポーター仮説，環境規制，技術開発12

環境保全を促進する貿易政策 環境貿易措置，WTO、バーゼル条約13

税財政のグリーン改革 環境税，タックス・シフト，補助金改革14

講義の総括 各講義のポイント，重要用語の復習 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 重要用語の適切な理解を問う問題（50点満点）と論述式の問題（50点満点）である。100 ％

平常点評価 但し、講義を妨害する私語を止めない学生に対しては、成績評価の際、大幅な減点とするので

留意しておくこと。

この件に関する照会は一切受け付けない。 

0 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「持続可能な社会」とは何か？いかにして創造しうるのか？「持続可能な社会」構築のためには「空間づくり」「ひとづくり」「関係づくり」を同時に進

めていく必要がある。本講座ではランドスケープ・デザインや緑地生態学などが蓄積してきた「空間づくり」の技術や知見、そして教育学、社会

学、心理学が蓄積してきた「ひとづくり」「関係づくり」に関する知見を押さえつつ、国内外で展開されている「持続可能な社会」を探求する試みか

らその様々なイメージを把握し、「持続可能な環境」形成に必要となるプロセス、空間デザインやコミュニケーションの作法を探り、共有する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

乾先生が担当される「居住環境デザイン論」と「参加のデザイン論」、永橋が後期に担当する「景観デザイン論」と併せて履修すると持続可能な環

境や地域社会が「ひとづくり」「関係づくり」「空間（計画）づくり」の３つを同時に満たす必要があることを深く理解できます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

環境形成論 (S)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

13299

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）「聴く」「眺める」「表現する」ことを駆使して授業に積極的に参加することの楽しさを体感する。

（２）自分の考えを持つこと、他者の考えを知ること、その上でやりとりすることの楽しさや効果を体感する。

（３）「持続可能な環境、社会って何ですか？」と問われた時に、自分の考えを整理して披露できる。

（４）他者と「持続可能な環境、社会とは何か？」を巡って意見交換ができ、その結果、自分が持っていた考えよりもさらに深い発想や新たな疑問

に到達することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション　持続可能な環境や地域社会とは何

か？

講義の目的と進め方ならびに成績評価方法についての

説明、「持続可能な社会」が求められている背景

第１回

持続可能な環境を形成する試みと作法（入門編）　その１ ステークホルダー間の合意形成（事例：京都市ちびっこ

広場再生計画）

第２回

持続可能な環境を形成する試みと作法（入門編）　その２ 空間のネットワークと交通システム（事例：尼崎市せせら

ぎの道計画）

第３回

持続可能な環境を形成する試みと作法（入門編）　その３ 環境と経済の融合（事例：大分市府内五番商店街再生

計画）

第４回

持続可能な環境を形成する試みと作法（入門編）　その４ 地産地消と環境的公正（事例：エディブル・スクールヤー

ド計画）

第５回

持続的な環境を形成する作法と技術の源流　その１ 空間学からのアプローチ（サイトアナリシス、利用行動

調査）

第６回

持続可能な環境を形成する作法と技術の源流　その２ コミュニティ・デザインからのアプローチ（１５のステップ、

ワークショップ）

第７回

持続可能な環境を形成する作法と技術の源流　その３ 教育学・心理学・社会学からのアプローチ（グループ・カ

ウンセリング、アクション・リサーチ）

第８回

持続可能な環境を形成する試みと作法（チャレンジ編）　

その１

排除とソーシャル・インクルージョン（事例：釜ヶ崎の再

生プロセス）

第９回

持続可能な環境を形成する試みと作法（チャレンジ編）　

その２

共生のためのオルタナティブ（事例：公園とホームレス

問題）

第１０回

持続可能な環境を形成する試みと作法（チャレンジ編）　

その３

流域保全におけるオルタナティブ（事例：脱ダムと緑の

ダム、吉野川第十堰保全代替案づくり）

第１１回

持続可能な環境を形成する試みと作法（チャレンジ編）　

その４

地域づくりのオルタナティブ（事例：環境基本計画、持続

可能な開発のための教育）

第１２回

持続可能な環境を形成するための仕組み　その１ 行政と市民のパートナーシップ、市民参画による政策作

成と推進

第１３回

持続可能な環境を形成するための仕組み　その２ 事業者と行政・市民とのパートナーシップ、企業の社会

的責任（CSR）

第１４回

検証テストの実施とこれまでの講義のふりかえり 持続可能な環境を目指して「その課題と展望」第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回、各回テーマに関する「お題」を講師が出し、受講者には所定の用紙に受講者自身の考え

を記入してもらう。それを講師が毎回３段階「良・可・不可」で評価し、各回の参加度、習熟度を

量る。欠席や用紙未提出の場合は「不可」とみなす。「不可」が連続３回続いた場合、もしくは

終回を除く１４回のうち「不可」が合計７回ついた場合には単位を認められず、 終回の「検証

100 ％
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教科書は使用しません。適宜、レジュメを配布したり参考書を紹介したりします。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「持続可能な環境形成の作法」としての「聴く」「眺める」「表現する」ことの大切さや有効性を講義の中で紹介していきますが、この講義に参加す

る作法としても「聴く」「眺める」「表現する」ことを大切にし、講師からだけでなく受講者同士互いに学び合う姿勢を大事にしたいと思います。「表現

する」とは、コミュニケーションの基本であり、議論や合意形成をしていくプロセスを「見えるようにする」技法、そして「思いをカタチにする」技法で

す。授業の中でもフリップに意見や絵、図をかいてもらい皆で眺める参加型授業を展開しますので、「聴く」「眺める」「表現する」練習の機会として

利用して下さい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

テスト」の受験資格も失う。逆に１４回全て「不可」以外の評価でも、 終回の「検証テスト」で

「不可」が付いた場合には、単位は認められない。 終回の「検証テスト」では、講座の全体

テーマに関わる「お題」を講師から出し、A4用紙１枚程度の小リポートを提出してもらう。論理構

成、オリジナリティーの観点から講師が「良・可・不可」で評価する。「検証テスト」が「不可」の場

合、「日常的な授業に対する取り組み状況等の評価」の如何に関わらず、単位は認められな

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　気候変動（地球温暖化）緩和、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換

この講義では、気候変動、再生可能エネルギー、環境保全と消費生活とのかかわりについて、考察する。

①気候変動　(climate change)　が消費者の生活に及ぼす影響、温室効果ガス削減に対して消費者が果たすべき責任について考える。危険な気

候変動を緩和するためのemission pathway、温室効果ガスの削減量と削減期限、削減ペース、消費者部門における温室効果ガス削減対策を学

ぶ。②現代の大量消費スタイルによるエネルギー資源の消費、環境負荷について学ぶ。エネルギー自給率、再生可能エネルギー普及政策の重

要性を考察する。③食生活から発生する温暖化負荷の実態を学ぶ。

④再生可能エネルギー普及政策について学ぶ。⑤追加：福島原発事故にてらして、原発廃止の必要性、原子力発電に伴う健康リスク、原子力

発電廃止と再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換を学ぶ

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし

単位数 /  Credit 2

環境ライフスタイル論 (S)  §  消費者環境論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

15812

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①「温室効果ガス削減は、なぜ、緊急かつ大量に必要なのか」を理解することが第一の目標である。温室効果ガスの長期的影響、climate 

inertia、排出削減パスについて、基礎知識を獲得する。

②climate scienceに関する基礎的科学データ、 気候変動政策に関する統計データ、英文科学ニュースを読む訓練をする。③消費者部門から発

生する環境負荷のついて、基礎的知識を獲得する。環境配慮型製品における有害物質削減、廃棄物削減、省エネ、省資源の対応、環境ラベル

制度、住宅における省エネ性能などについて、学ぶ。

④日本とEUにおける主な温室効果ガス削減策を学ぶ。再生可能エネルギー普及政策、炭素税、排出権取引の特徴、交通部門における温室効

果ガス削減対策を学ぶ。

⑤エネルギー自給率の国際比較から、日本のエネルギー政策の問題点、再生可能エネルギーの意義を理解する。⑥食生活における温室効果

ガス排出削減の必要性、フードマイレージ、日本の食料自給率の問題点を学ぶ。

⑦（重要、緊急追加）：原子力発電の廃止の必要性、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造の必要性について学ぶ

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

変更（福島原発事故を受けて追加）：脱原発､再生可能エ

ネルギー中心の日本再建にむけて  

【キーワード】電力構造の国際比較。チェルノビルの教

訓、あなたはなぜ大学で学ぶか?

1

変更（福島原発事故を受けて、臨時に変更）：経済産業省

のエネルギー政策、原子力政策の要約、その問題点

H22年経済産業省、資源エネルギー庁の政策文書の検

討（電力供給計画概要、エネルギー基本計画、原子力

立国計画、長期エネルギー需給見通し）。国家、原子炉

関連企業、原子力研究者による原発推進の構造の問

題点。

2

変更（福島原発事故を受けて、緊急に変更）：原子力中心

政策と再生可能エネルギー政策の比較

雑誌「世界」２０１１年、１月号、１２６－１３８ページ。「原

子力のたそがれ──米・仏・独のエネルギー政策分析

から浮かび上がる再生可能エネルギーの優位性」マイ

ケル・シュナイダー 著

下記のアドレスから、無料でダウンロード可能

　　http://www.iwanami.co.jp/sekai/

3

温室効果ガス排出削減パス：　IPCC第四次報告書の概

略、温度上昇、海面上昇の予測、必要な排出削減量、削

減の期限とタイミング

 

【キーワード】温度２℃上昇リスク、温室効果ガス安定化

濃度、排出削減パス、必要な削減量と

peakingの期限。Carbon cycle、温室効果ガスの大気中

寿命、放射強制力、climate inertia、 重要なthresholds、

4

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況、 【キー

ワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国の温室

効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐる議論の

要点、EUにおける温室効果ガス削減対策、再生可能エ

ネルギー政策、】欧州の削減量の目標、再生可能エネル

ギー政策と再生可能エネルギー目標、ドイツの再生可能

エネルギー法

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況

キーワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国

の温室効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐ

る議論の要点

5

温室効果ガス削減策としての自然エネルギー促進の効

果と費用

 【キーワード】ドイツ、再生可能エネルギー法、Feed-in 

Tariff（買取制）、欧州における再生可能エネルギー産業

の雇用効果

6

EUにおける温室効果ガス削減対策と排出権取引、環境

税、交通部門における対策｡

排出権取引の構造､EUにおける交通部門からの温室効

果ガス削減基準､

7
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『消費経済学体系・３・消費者問題』、 『呉世煌・西村多嘉子編／慶応義塾大学出版会／ ISBN 4-7664-1211-7／ 第９章､竹

濱朝美、「地球温暖化の影響と家庭部門における二酸化炭素削減策

「気候変動をめぐる消費者向け環境情報――温

暖化影響および家庭部門における二酸化炭素

削減策――」　

竹濱朝美／立命館産業社会論集／／第４１巻第２号、2005年12月

IPCC, Climate Change ２００７: The Physical 

Science Basis, Summary for Policy Makers, 

contribution of working Group I to the Forth 

Assessment Report of the Intergovernmental 

panel on Climate Change. 

IPCC／／／インターネットより入手可能

「環境展望」、Vol. ２、３、４、５　　  日本科学者会議､公害問題研究会／実教出版／／

日本の科学者､「温室効果ガス排出削減の道す

じ」

竹濱朝美 ／本の泉社／／２００７年１２月、４２巻､雑誌論文 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「飛躍するドイツの再生可能エネルギー―地球

温暖化防止と持続可能社会構築をめざして」 

和田武 ／世界思想社／／

消費者部門における温室効果ガスの削減方法、省エネ

対策

 【キーワード】住宅における断熱性能の改善。省エネ性

能住宅。

8

消費者向け温室効果ガス削減方法、製品の環境ラベル、

省エネラベル

 【キーワード】家電製品に関する省エネラベルの役割、各

種の環境配慮製品の環境ラベルの制度、ＥＵエコラベ

ル。エコリーフの読み方

9

交通部門における温室効果ガス削減策、

キーワード：　EUにおける乗用車に対する二酸化炭素排

出規制、日本との比較

10

日本の食料自給率、フードマイレージ、食生活における

温室効果ガス排出削減

 【キーワード】気候変動による農産物生産への影響。食

料自給率、フードマイレージ。オーストラリアの穀物生産

と旱魃の影響。

11

日本の食料自給率の問題点、食生活からの温室効果ガ

ス削減

 【キーワード】地産地消費、食料自給率、水資源消費、日

本の農業

12

エネルギー自給率と温室効果ガス削減

　【キーワード】エネルギー自給率の国際比較、再生可能

エネルギーによるエネルギー自給率引き上げの意義､原

油高騰による資金流出､原油輸入先とOPEC比率､再生可

能エネルギー導入目標､エネルギー長期需給見通し

13

レポートの課題､レポートの書き方についての注意､統計

資料の参照について：

14

講義のまとめ、重要事項の復習、質疑応答。15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

環境省：　環境白書（環境・循環型社会・生物多様性白書），各年版,　 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/pdf.html

環境省：　地球温暖化の科学的知見,　http://www.env.go.jp/earth/ondanka/knowledge.html

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)：Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change,　http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html

農林水産省：食料・農業・農村白書、各年版、http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

食卓にあがった放射能、新版 高木仁三郎、渡辺美紀子／七つ森書館／／

原子力と共存できるか 小出裕章、足立明／かもがわ出版／／

完全シミュレーション、原発事故の恐怖 瀬尾健／風媒社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

第二次世界大戦以降の世界経済は、急速な成長を遂げると同時に、深刻な環境問題が発生した。そして、今日では環境問題の範囲は先進国だ

けではなく世界的な規模で展開されている。

本講義では、主に第二次世界大戦以降から現代における世界経済の変化と環境問題に焦点を当てながら、環境問題の発生メカニズムについて

考えていく。なお、講義内容は進捗状況と受講者の要望等に応じて内容を変更する場合がある。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

環境論 (S)  §  環境問題論 (S)

担当者名 /  Instructor 中村 真悟

15864

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

第二次世界大戦以降から現代に至る環境問題の事例について学ぶ。環境問題の発生と世界経済の変化について学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『科学・技術と社会を考える』 兵藤友博編／ムイスリ出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第二次世界大戦以降の世界経済と環境問題 世界経済／環境問題1

高度経済成長と環境問題（１） 水俣病2

高度経済成長と環境問題（２） イタイイタイ病3

大気汚染公害問題 四日市公害／西淀川・尼崎大気汚染公害4

企業の多国籍展開と環境問題の「国際化」（１） 途上国／環境問題の「国際化」5

企業の多国籍展開と環境問題の「国際化」（２） 産業空洞化／都市再開発／市街地土壌汚染6

途上国の経済成長と環境問題（１） 船舶解体7

途上国の経済成長と環境問題（２） 中国の環境ビジネス8

資源枯渇問題とリサイクル（１） 資源枯渇／リサイクル／普及の条件9

資源枯渇問題とリサイクル（２） 日本のリサイクル法の現状と課題10

地球温暖化問題と新エネルギー（１） 地球温暖化問題とは11

地球温暖化問題と新エネルギー（２） 日米欧の地球温暖化対策比較12

地球温暖化問題と新エネルギー（３） オイルショック／エネルギー需給構造13

地球温暖化問題と新エネルギー（４） 日欧のエネルギー戦略比較14

現代社会と環境問題 環境問題／発生メカニズム15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

現代社会において企業は、人々の経済生活のみならず、社会生活のありようにも重大な影響を及ぼすアクターのひとつである。「企業社会論」の

目的とは、企業活動のあり方が社会そのものや、そのなかで生きる個人に対して及ぼす大きな影響力を前提として、企業と社会の関係を批判的

に分析・検証することにある。この授業ではこうした観点に立ち、企業と社会の関係を以下に挙げるようなテーマを通して考えていきたい。

（１）企業に雇用されて働く従業員の働き方に関する課題

（２）企業活動の経済的側面と社会的側面（ＣＳＲや社会的企業）

（３）「新しい公共」の担い手としての企業（ＮＰＯ等の市民活動団体）

（４）雇用されない働き方（労働者協同組合等）

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企業社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

13322

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

上述したような企業と社会や市民との関係についての問題意識を持ち、現代の企業社会が抱える課題について考察できるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

企業社会とは何か、この授業を通してどのようなことを学

ぶのか

企業社会、自営と雇用、雇用形態の多様化、ワーキン

グプア、企業福祉

１

生活時間構造に見る企業社会の問題点：何が長時間労

働をもたらしているのか

長時間労働と「働きすぎ」、過労死と過労自殺、不払い

残業、働きがい

２

雇用形態の「多様化」は何をもたらしたのか？ 雇用形態の多様化、パートタイム労働者、派遣労働者、

周辺的正社員

３

ワーキングプアと社会的排除 ワーキングプア、社会的排除、社会的包摂、ケイパビリ

ティ・アプローチ

４

企業社会における教育訓練とキャリア形成の課題 キャリア形成、キャリアラダー、OJTとOff-JT、公共職業

訓練、職業能力開発基本法、地域雇用政策、ジョブカー

ド

５

ワークライフバランス社会に向けた展望 ワークライフバランス、労働時間短縮、同一価値労働同

一賃金、男女平等政策、スウェーデン、オランダ

６

労働のメタモルフォーズ：働くことの意味（アンドレ・ゴル

ツ）

労使協調経営、労働の動機、労働の人間化、ベーシッ

クインカム論

７

企業の社会的責任論（ＣＳＲ） 企業の社会的責任、コーポレート・シティズンシップ、ＳＲ

Ｉ（社会的責任投資）、企業城下町の存亡、労働ＣＳＲ

８

「社会的企業」に対する注目の高まり 社会的企業、ＮＰＯ、新しい公共、ふるさと雇用と緊急雇

用、パーソナルサポートサービス

９

公共サービスの民営化と担い手としての企業 「新しい公共」、業務委託、指定管理者制度、ＰＦＩ、入

札、自治体出資団体、公共サービス契約、事業仕分け

10

「新しい公共」とＮＰＯが担う公共サービス（若年者就労支

援政策を中心に）

若者の移行支援、不登校とひきこもり、フリーター、ニー

ト、ＮＰＯ

11

労働者協同組合とは？ 労働者協同組合、ワーカーズコープ、ワーカーズコレク

ティブ

12

ＮＰＯ活動を支える中間支援機関（京都の事例を中心に） 中間支援機関（インターミディアリー）、ＮＰＯ融資、地域

公共人材開発機構、京都地域創造基金、きょうとＮＰＯ

センター、ユースビジョン、京都市ユースサービス協会

13

社会的企業のパートナーとしての行政の役割（京都と兵

庫の事例に沿って）

生きがいしごとサポートセンター、社会的ひきこもり支

援、アウトリーチ

14

これからの企業社会に向けた展望 企業の道徳的・倫理的責任15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容に関連した筆記試験を行う。80 ％

平常点評価 授業時間中のコミュニケーションペーパーや感想文の提出により、加点する。20 ％
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その他に、・前田正子『福祉がいまできること』（岩波書店）・風見正三、山口浩平『コミュニティビジネス入門』（学芸出版）・馬頭忠治他『ＮＰＯ

と社会的企業の経営学』（ミネルヴァ書房）・後房雄『ＮＰＯは公共サービスを担えるか』（法律文化社）など。

※授業では教科書を使用せず、レジュメを配布する。新聞や雑誌の記事を配布して教材として使用し、映像教材も適宜利用する。上記以外

の参考文献は、適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業で配布するレジュメで紹介する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

メールでの連絡も可。junri@pa2.so-net.ne.jpまで。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしい「働き方」「働かせ方」 黒田兼一他／ミネルヴァ書房／／

格差社会ニッポンで働くということ 熊沢誠／岩波書店／／

新しい労働社会 濱口桂一郎／岩波新書／／

生活保障 宮本太郎／岩波新書／／

労働のメタモルフォーズ アンドレ・ゴルツ／緑風出版／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　新卒入社から昇格・昇給するには、それに見合った仕事能力が必要となる。それがキャリア熟練形成であり、企業内教育訓練が労務管理制度

のなかでどのように位置付けられているかを説明する。そのうえで、正規雇用者中心に実施されている教育訓練であるが、増加する非正規雇用

者にも重要であることについて説明する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　特になし

単位数 /  Credit 2

キャリアデザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 牧野 泰典

15835

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

　キャリア、熟練形成のための綿密な教育訓練を充分に整備することが、人材育成には欠かせないことを理解する。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　新卒一括採用の問題点 　新卒と既卒の違い　なぜ企業は新卒採用を重視する

のか

第1回

　既卒と第二新卒の相違点 　大学卒業後から数年のブランクのある既卒と第二新

卒の労働市場における扱いの差

第2回

　終身雇用に関わる｢解雇権乱用の法理」と「解雇ルール

の金銭解決」とは

　正規雇用者を雇用を維持する制度、法解釈を変更し、

人材を採用しやすくする制度変更の課題

第3回

「職務拡大」(job enlargement)と「職務充実」(job 

enrichment)

 -労働の人間化（QWL:Quality of Working Life）とキャリ

ア、熟練形成との関連-

 

　1.キャリア形成に重要な専門知識と技能、自律的に仕

事を行える権限に関する説明

　2.人的資源管理（HRM:Human Resource Management）

と教育制度

第4回

　日本経団連の主張する「多様な働き方」とは－安価な

労働力を活用することを助長するものとしての問題点－

　「多様な働き方」とは正規雇用の採用機会を拡大させ

るものか、非正規雇用の仕事を変えるのかについて

第5回

　派遣社員のなかでも極めて雇用が不安定な「登録型派

遣」

　常用雇用型派遣と登録型派遣の違いとは第6回

　OJT(On The Job Training) とOff-JT(Off The Job 

Training)

　1.キャリア形成に必要な教育訓練制度の一環としての

実習と講義

　2.昇格・昇給のための職能階層別の教育制度  必須

教育、希望制教育、指名選抜教育 

第7回

「内部労働市場」と「外部労働市場」の相違点 　内部昇格させる人材登用とヘッドハンティング人材登

用の特色

第8回

　残業代に関する「ホワイトカラーエグゼンプション」 　自律的労働法案と呼ばれる法律（案）についての課題第9回

　日本企業の労働慣行の問題点(1)-超長時間労働と労

働密度-

　超長時間労働といわれる日本の労働時間についての

事例紹介

第10回

　日本企業の労働慣行の問題点(2)-人事考課査定制度

と成果主義の強化-

　1.労働者選別の判断材料となる人事考課査定制度 

  2.成果主義人事によって、裁量労働制が拡大し労働時

間がさらに長くなることの課題

第11回

　日本企業の労働慣行の問題点(3) -企業別組合におけ

る労使関係の問題点、管理職

ユニオン・サイバーユニオンなどにおける新しい取り組み

-

　1.既存の労働組合では雇用と賃金を守れないことによ

る新しい組合結成の事例紹介

　2.雇用と教育機会の確保と労使関係の課題、欧米の

産業別組合と日本の企業別組合  

第12回

　グローバリゼーションが日本企業に与える影響(1)-ホワ

イトカラー・エグゼンプションが

日本企業の低賃金・重労働を強化する可能性について-

　労働環境における新自由主義によって労働環境がど

のように変化するか

第13回

　グローバリゼーションが日本企業に与える影響(2)-労働

コストの削減にともなう働く

貧困層（ワーキングプア）の増加

　1.正規雇用者と非正規雇用者との企業内教育格差 

  2.正規雇用者の減少と、キャリアを形成し昇格・昇給す

ることができない非正規雇用者の増加　　が日本の労

働市場にどのような影響を与えるか

　3.非正規雇用者、中途採用者の教育訓練の機会 

第14回

　｢ビジネスキャリア検定｣による実務、｢コミュニケーション

能力｣の形成

　1.多様な雇用者がキャリア、熟練形成のための権利獲

得を目指して採用機会の多様化

　2.厚生労働省、雇用能力開発機構で紹介される実務

能力を高めるキャリア教育

　

第15回
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　雇用格差とは実はキャリア、熟成形成のための教育訓練をめぐる格差でもある。日本企業の競争力の源泉は技術のみならず、安定した雇

用の中で、キャリア、熟練を形成してきた労働力を確保していたことにある。雇用破壊は優秀な人材を育成するプロセスをも崩すものであり、

日本の産業にも多大な影響を与えることを学んで欲しい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　特になし

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　雇用格差とは実はキャリア、熟成形成のための教育訓練をめぐる格差でもある。日本企業の競争力の源泉は技術のみならず、安定した雇用

の中で、キャリア、熟練を形成してきた労働力を確保していたことにある。雇用破壊は優秀な人材を育成するプロセスをも崩すものであり、日本

の産業にも多大な影響を与えることを学んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生涯現役－時代への挑戦 山口宗秋／産業能率大学出版部、2006／／

『産業と労働のニューストーリー-IT・グローバル

化と仕事の未来』  

久野国夫／法律文化社 2004 ／／

『キャリア教育入門』 三村隆男 ／実業之日本社 2004 ／／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％

平常点評価 20 ％

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、一人ひとりにとって居心地のいい居住環境とはどのようなものなのかを明らかにするとともに、そのような環境を創出するための考

え方や知恵や技を伝えたい。

多くの具体的事例を通して、「空間・場（都市・まち）」の質が「ひと」の在り方（社会関係や文化等）を規定し「できごと（生活のドラマ）」を誘発すると

同時に、「ひと」の「思い」や「できごと」が「場」に意味を与えるという、「場」と「人」の「創り・創られる」相互浸透的で重層的な関係として「居住環

境」を読み解く視点を学んでいく。

講義では、スライド映像等を活用しつつ、多くの事例をもとに「見える都市」から「見えない都市」を読み解いていく。知識提供型ではなく、事例を

物語りその意味を考えてもらう問題提起型の講義。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義のみで完結する内容です。ただし、より理解を深めるため、後期におこなう「参加のデザイン論」をあわせて受講することを期待します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

画像を多用し事例から考える。　

身近な場所である「京都」を題材に講義をスタートし、論を拡げ、 後にもう一度「京都」を題材にする。

可能な限り応答型講義を心がける（講義中の応答＋コミュニケーションペーパーで感想や質問を受け、次回に質問や意見をもとに講義を行う、な

ど）。

単位数 /  Credit 2

居住環境デザイン論 (S)  §  都市構造論 (G)

担当者名 /  Instructor 乾 亨

13179

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講生が、「わたし」あるいは「わたしたち」が、より「豊かに」暮らすためにはどうしたらいいかを考えるようになることが、本講義の 終的な狙い

である。

そのために、人々が心地よく暮らしうる「場＝居住環境」とはなにかについて、事例とその解説を通じて自ら考え、そのような環境を創出するため

の方法や技を、事例からまなびとる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

知識提供型ではなく、事例を物語りその意味を自ら考えてもらう問題提起型の講義なので、きちんと出席して継続して受講することを望みます

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「居住環境デザイン論」ってなに？「居住環境」ってなに？

 

本授業の視点の提供：「ひと」と「場所＝都市（まち・地

域）」の関係論 

1

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

１

京都歴史散歩…京都は千年の都、万古不易って本

当？ 

2

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

２ 

続・京都歴史散歩…「都市」の魅力は多層性・多義性に

ある

3

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

３ 

都市はうつろいゆくもの。網目としての都市・自己創出

系としての都市＝「まちづくり」の視座 

4

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その１ 都市計画とはなにか 5

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その2 ｢理想の都市｣は創りうるか＝近代都市計画の光と影

(1) 

6

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その3 ｢理想の都市｣は創りうるか＝近代都市計画の光と影

(2) 

7

中間まとめ これまでの流れを整理して後半につなぐ 8

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その1 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(1） 9

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その2 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(2） 10

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その3 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(3） 11

「まち」に住み続けるために　その1 京都の現状…京都は住み続けられるまちか？(1) 12

「まち」に住み続けるために　その2 京都の現状…京都は住み続けられるまちか？(2) 13

「まち」に住み続けるために　その3 新しい京都の動き 14

まとめ 再度、居住環境をデザインする意味を考える 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 成績は基本的には試験レポートの点数で評価します。ただし、それなりに厳しく採点します。

評価基準はレポート課題発表時に示します。 

100 ％

平常点評価 適宜、出席確認を兼ねて感想や質問を提出してもらい、出席率がいい人は「レポート試験」の評

価に加点します。 

20 ％
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教科書は用いず、そのつどレジュメを配布します。レジュメは教室でのみ配布（講義に出ずレジュメだけみても内容は伝わりません）。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

mail:inui@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部の中で「景観デザイン論」を学ぶことにはどのような意味や意義があるのか？本講座では、まず「景観とは何か？人は景観をどう

捉え、扱ってきたのか？景観と風景は何がどう違うのか？」という疑問を解きほぐす。この疑問の解きほぐしの次に「デザインとは何か？何をどう

することがデザインなのか？」を考える。その上で、持続可能な環境や社会を形成する作法としての景観デザインの発想法と方法論を学ぶ。そ

の際、工学的、技術的な観点からだけでなく、社会的、経済的、生態学的、身体的、美学的そして政治的な観点からの景観デザインに対する把

握と理解が不可欠になる。ここに「景観デザイン論」を産業社会学部の中で学ぶことの意味や意義が見いだせるだろう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

環境形成論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

景観デザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

16002

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）「景観」や「風景」の概念や捉え方の差異を理解し、自分の経験とも照らし合わせながら説明できる。

（２）景観デザインという行為が、様々な領域や人間の活動に関係していることを理解し、説明できる

（３）持続可能な環境や社会の形成の観点から景観デザインの課題と可能性を自分の言葉で説明できる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーションその１ 講義の目的と進め方ならびに成績評価方法についての

説明、景観デザイン論を学ぶ意義はどこにある？

第１回

オリエンテーションその２ 講義の目的と進め方ならびに成績評価方法についての

再説明、景観デザイン論を学ぶ意義はどこにある？再

考

この講座で大切にしたいこと・大切にしていくこと

第２回

景観、風景、景色という概念の基礎理解その１ 「景観」と「風景」はどう違う？どのような時にどちらの言

葉を使う？

第３回

景観、風景、景色という概念の基礎理解その２ 「景観」と「風景」はどう違う？どのような時にどちらの言

葉を使う？再考と解題

第４回

私にとってのSacred Placeその１ 自分にとって大切な風景、大切な場所、大切な思い出と

は？

第５回

私にとってのSacred Placeその２ 私のSacred Placeが壊される時、あなたどう感じます

か？あなたは何をしたいと思いますか？あなたには何

ができるでしょうか？

第６回

景観や風景を保全する？それとも風景に助けられる？ 実際の計画づくりやまちづくりでのSacred Placeや「景

観」「風景」の意義や取り扱いを検証する。

第７回

オルタナティブとしての景観デザイン　その１　 身近な公園、広場を通してデザインを捉えると何が見え

てくる？

第８回

オルタナティブとしての景観デザイン　その２ 商店街のにぎわい再生にデザインからのどうアプローチ

できる？

第９回

オルタナティブとしての景観デザイン　その３ 地域全体の再生にデザインが寄与できることは？第１０回

オルタナティブとしての景観デザイン　その４ カタチはデザイナーの思いつき？それとも？第１１回

京都の景観政策その１ 町家は個人のもの？公共のもの？（ゲストスピーカーを

招聘予定）

第１２回

京都の景観政策その２ まちづくりとひとづくりが同時に進む瞬間やプロセスと

は？（ゲストスピーカーを招聘予定）

第１３回

景観デザインの射程 「格差社会」「貧困」「１００年に１度の大不況」といわれる

現在において景観デザインの意義と射程はどこにある

のか？

第１４回

検証テストの実施とこれまでの講義のふりかえり 持続可能な環境形成の作法としての「景観デザイン」の

課題と展望

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回、各回テーマに関する「お題」を講師が出し、受講者には所定の用紙に受講者自身の考え

を記入してもらう。それを講師が毎回３段階「良・可・不可」で評価し、各回の参加度、習熟度を

量る。欠席や用紙未提出の場合は「不可」とみなす。「不可」が連続３回続いた場合、もしくは

100 ％
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教科書は使用しません。毎回テーマ毎に参考書を紹介したり、必要な場合には、適宜、レジュメを配布したりします。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

いま世の中に存在するデザイン手法や景観の形成や管理が、持続可能な環境や社会を形成することに寄与しているかどうかを、批判的に検証

する視点を大事にしたいと思います。そのためには自分が日常目にする景観や風景（景観という言葉と風景という言葉の概念については講義の

中で触れます）、そして出来事の観察、吟味が欠かせません。自分が当たり前と思っていること（認識、景観、風景）は、実は当たり前ではないの

だ、という視点が大事になります。好奇心と「疑問に思う力」がその助けになります。この講義に参加する作法としても、好奇心と「疑問に思う力」

をフルに働かせて下さい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境と都市のデザイン 斉藤潮・土肥真人他／学芸出版社／ISBN4-7615-2346-8／景観工学者とコミュニ

ティ・デザイナーの激突から生まれた本。講師は第５章「市民とデザイナー　共同の可

能性」を担当。景観や環境、デザインを扱うことの課題と可能性を理解するための本。

「景観」を再考する 松原隆一郎他／青弓社／ISBN-13: 978-4787232335／「景観」と「風景」の捉え方の違

いについては歴史社会学の立場からの佐藤健二氏の批判的論考が秀逸。

風景学入門 中村良夫／中公新書／ISBN-13: 978-4121006509／土木学者として景観工学、景観

デザイン学の第１人者である中村先生がなぜ「景観」や「デザイン」という語句を用いず

に「風景」や「風景学」という語句を使われるのか？そこから逆に景観デザインの在りよ

うを考察できるスリリングな本。

終回を除く１４回のうち「不可」が合計７回ついた場合には単位を認められず、 終回の「検証

テスト」の受験資格も失う。逆に１４回全て「不可」以外の評価でも、 終回の「検証テスト」で

「不可」が付いた場合には、単位は認められない。 終回の「検証テスト」では、講座の全体

テーマに関わる「お題」を講師から出し、A4用紙１枚程度の小リポートを提出してもらう。論理構

成、オリジナリティーの観点から講師が「良・可・不可」で評価する。「検証テスト」が「不可」の場

合、「日常的な授業に対する取り組み状況等の評価」の如何に関わらず、単位は認められな

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義でどんなことを勉強するかと言うと、次のようにまとめることができます。ことばとは、人間のコミュニケーションの単なるツールではなく、

誕生から死に至るまで人間は、ことばによる分節化を繰り返しながら、フランスの思想家のラカンが言う「想像界」と「象徴界」という虚構化された

世界を絶えず生成しているという点です。つまり、現代科学で「環境世界」とか「生活世界」とか言われているこうした世界は、人間の外部に客観

的に存在するものではなく、人間が存在して初めて姿を見せる後験的な世界なのです。そしてこうした世界は、人間の身体＝欲望との相関性に

よって絶え間なく構造化されていく、いわゆる生成の世界だという点です。従って、ハイデガーとともに現代思想の双璧をなすヴィトゲンシュタイン

が言う「言語ゲーム」とは、人間の欲望の展開であり、その意味では、円環的な人間の生そのものです。こうした人間の生の根幹に関わることば

の世界を考えていきたいのです。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

久津内一雄『言語と現代思想』を配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

言語文化論 (S)  §  言語コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

15930

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標を一言で言えば、人間と言語と文化の相関性の仮説にたつ現代思想の神髄に迫ることです。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

これがﾆｰﾁｪだ 永井均／講談社現代新書／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

近代言語学の成立とその背景

ソシュール

１～６

言語相対主義の潮流

フンボルトに始まる言語相対論、サピア・ウォーフ仮説、ド

イツ意味論学派 

７～９

言語理論の記号学的展開

レヴィ＝ストロース

１０

言語理論の記号学的展開

ラカンの欲望論

１１～１２

言語理論の言語使用論的展開

ヴィトゲンシュタイン言語ゲーム論

１３～１４

言語と現代思想の問題〈まとめ〉１５

 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

現代日本経済分析をテーマとし、はじめに方法として「市民社会と企業社会」について考えたうえで、1990年以降のバブル崩壊不況と近年におけ

る若干の景気回復状況など、文字通りの「現局面」分析を行なう。

本科目は、もちろん独立した科目であるが、私のもう1つの担当科目「日本経済論」と連結しておりその前半部分にあたる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

松葉正文『現代日本経済論：市民社会と企業社会の間』晃洋書房。

授業中に適時紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

13183

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに－問題の所在1

日本経済の概況2

「高度成長」と企業社会の成立3

企業社会と市民社会4

市民社会の概念規定5

大企業体制の２類型6

貿易関係と資本の対外的展開7

同上（２）8

不良債権問題の経過と問題点9

同上（２）10

六大企業集団と法人資本主義11

同上（２）12

日本的経営について13

まとめ１－現代経済論の課題14

まとめ２－現代経済論の課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

いま社会の中で「人々の絆」が弱くなってきています。「あなたは、見知らぬ他人を信じることができるか」というアンケートに信じることができない

と答えた人の割合が以前と比べて増えてきています。それとともに社会的犯罪や病理現象も増えてきているといいます。なぜでしょうか？いろい

ろな答えがあるかもしれません。しかし、人々が利己的になりつつあること、社会のことを考えなくなってきたことが大きな原因の一つであることは

確かです。こうしたなかで市民社会についての議論が近年大きくクローズアップされています。人々はどのようにこれまで他人と絆を結びつつ社

会を形成してきたのか。またなぜ絆が弱くなりつつあるのか、それを克服することができるのか。本講義は、近代社会が市民社会として形成され

てきた歴史をたどりながら、人々が市民社会のなかで個人と社会（他人）との関係をどう捉えてきたのかを思想家の議論をたどりながら見ていくも

のであり、そのなかで上記の問いを考えていくものである

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは使用しない。れじゅめに基づいて講義。参考文献は適時、知らせることとする 

単位数 /  Credit 2

現代市民社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 篠田 武司

15831

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）近代（市民）社会形成の原理が何であったのかを、ルソー、スミスをとおして理解すること

２）現代(市民）社会の構成原理をハーバマス、パットナム、ハーストをとおして理解すること

３）現代社会において自明とされている社会・人間観を懐疑し、再考すること 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに  

 

市民社会とはなにか？１

近代市民社会の成立－フランス革命   

絶対王制、ブルジョアジー、プロレタリアート、市民革命

２

市民社会の原理－フランス人権宣言を読む   

  

自由、平等、博愛、所有   1789年、封建制度、産業化 ３

 古典に見る社会像１－ルソーの描いた社会   自然状態、文明社会、不平等、自愛心と慈愛心４

古典に見る社会像２－スミスの描いた社会   

  

商業社会、利己心、同感の原理、正義, ホッブス  ５

古典に見る社会像３－ヘーゲル、マルクスの描いた社会 

  

人倫国家、公民のモラル、個人と私人、資本の文明化

作用、貨幣物神

６

小括・まとめ   

  

補足講義、また理解確認のためのアンケート、質問など

 

７

ハーバマスと市民社会１－ハーバマスの課題 東欧革命、システム世界、生活世界、植民地化  ８

 ハーバマスと市民社会２－市民的公共性   批判的公共性、熟議民主主義、公共圏   ９

パットナムと市民社会１－ボーリング・アローン   市民社会の衰退、政治参加、市民参加、友人、家族  １０

 パットナムと市民社会２－社会関係資本と格差   

  

社会関係資本、信頼、互酬性  １１

小括・まとめ  補足講義、理解確認のためのアンケート、質問等 １２

ハーストと市民社会   

 

ガバナンス、市民諸組織、社会への参加、市民社会の

公共

１３

ギデンズと市民社会  

  

アクティブ市民社会、社会包含、政府と市民社会との

パートナーシップ   

１４

市民社会と日本  市民社会論のまとめ、日本で、それはどう論じられてき

たのか？

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問によって、講義の理解度を考課する 80 ％
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評価は、定期試験80点。出席点（５～７点）20点＝100点とする。

テキストは、使わない。レジュメに沿って講義を行う

参考文献追加：『第三の道』ギデンス（佐和訳）日本経済新聞社

順次、講義中に参考文献を指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義はできるだけ続けて聴講してほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『市民社会論』             山口定  ／有斐閣／／

『市民の政治学』   篠原一   ／岩波新書  ／／

『相対化の時代』   坂本義和   ／岩波新書  ／／

『公共性』   斎藤純一   ／岩波書店  ／／

『孤独なボーリング』 パットナム（鹿内訳） ／柏書房  ／／

平常点評価 出席を3～4回とり、点数化する。20 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「フィールドワーク論」

こんにちフィールドワーク＝現地調査は様々な分野で当たり前のようにおこなわれるようになったが、単に現地に行って様子を記録することが

フィールドワークではない。フィールドワークには、それ以上の何かがある。だが、それは一体どのようなものなのか。フィールドワークという方法

は、特定の時代状況で生まれ、変化してきた。つまり、単なる現地の記録以上の部分は、時代によって異なるのである。本講義では、そうした

フィールドワークの歴史とその多様な方法を解説しながら、フィールドワークの時代性とその可能性について論じていく。

　同時に、受講者自身がワークシート形式の課題をこなし、「自分たちをフィールドワーク」する機会も設けることで、フィールドワークの実践的な

能力、その応用力が得られるよう促していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文化人類学入門、文化人類学（S）、比較文化論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代社会専門特殊講義 (S)

担当者名 /  Instructor 橘 健一

16041

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　フィールドワークと社会との関係についての理解を深める。

　フィールドワークの多様な方法についての理解を深める。

　フィールドワークの代表的な方法を習得し、その利点や弱点を把握する。

　フィールドワークで求められる調査倫理を理解する。

　調査方法を企画・実施する能力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『発想法』 川喜田二郎／中公新書／／

『続発想法』 川喜田二郎／中公新書 ／／

『エスノメソドロジー』 ガーフィンケル／せりか書房／／

『フィールドワークの経験』 桜井厚、好井裕明編 　／せりか書房 ／／

『言葉と物―人文科学の考古学』 Ｍ. フーコー／新潮社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義内容の説明とフィールドワークへの第一歩1

フィールドワークとは何か 概念を組み直す、他者性、挨拶2

他者との出会いと地理的探検 異人論、地理的発見、差異と蒐集 3

博物学から生物学へ 博物学と分類学、自然分類と階層化4

歴史と民俗学 歴史と起源、民俗と常民、ハレとケ 5

機能主義と構造機能主義 制度と機能、組織と機能、因果関係6

役割、権限、社会ドラマ 非合理性、儀礼、紛争解決 7

現象学・解釈学とエスノメソドロジー 枠組みと実践、弟子入り、会話分析8

 抵抗と創造の実践 マイノリティ、再生産9

ハビトゥスと文化資本 趣味、身体、構造10

インタビューと権力 配置、協働作業11

ライフヒストリーとマスターナラティブ 新たなストーリー、概念の創造12

参加型開発とワークショップ 意識化、問題提起教育、テーマ探求13

ＫＪ法（まとめと仮説構築の方法） ブレインストーミング、分類、見出し語、アブダクション14

まとめと討論 調査倫理と自己批判、講義の総括討論15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業の進行に合わせて授業時間外の課題の提出を数回求める。毎回授業中に課題の提出を

求め、その内容を評価する。それらを併せて、成績評価を行う。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

ktt21323@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SA)  §  社会学 (SG)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

12621

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％
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随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年
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授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SB)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

12622

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％



2011 年度シラバス立命館大学

随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SC)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

12623

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 新自由主義、市場、規制緩和、自由化、民営化11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％



2011 年度シラバス立命館大学

随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

文化の現在について生活者の目線から考察する。「もの」の現実世界よりも，言語や記号や映像の「社会的事実」がものをいう時代の到来を『現

代文化』の一大特徴として特徴づける文化理論について論じます。①大量生産・大量販売・大量消費の経済世界，②「読み書き」リテラシーと「パ

ソコン・携帯等の」のメデアリテラシーのコミュニケーションの世界，③〈ますます大きくなる〉グローバルな世界と〈ますます小さくなる〉日常生活の

真っ只中を生きる「普通の人間」の文化の現在を「物語」論的に学習する 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

一回生配当科目「人間と文化」「基礎社会学」などを受講しておくことが望ましい 

単位数 /  Credit 2

現代文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 佐藤 嘉一

15997

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

「人間科学」―「生きる・働く・語る」人間についての知の体系―の知見をひも解きながら，社会の客観的な構造変動の過程（大きな歴史〉と各個

人のユニークな「生きられる時間」（体験）の〈小さな歴史〉という二つのレンズから解き明かす試みである。時間（現在・過去・未来）と空間（中心と

周縁）の二つのフレームのうちに彩られる「生きる・働く・語る」人間の文化的営みの現在を「社会構造とパーソナリティ」とのかかわりにおいて考

察する社会学のやや専門的基礎学習である

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

産業社会の構造変動と「ホワイトカラー」の誕生：｢20世紀

の社会に登場した無名の大衆」，会社の重役からデパー

トの売子にいたる「ホワイトカラー」の発生，その現在と将

来について 

文化と「構造」の問題：『ホワイト･カラー』(1957)，旧中流

階級・新中流階級，階級･階層構造の変化，19世紀的社

会観の崩壊，ホワイト･カラーの生活スタイル 

1

職業生活と職業観念の今日的性格：「20世紀末には人間

は一生に約4万時間だけはたけばよい」（ジャン･フーラス

ティー『四万時間』）って本当か―ホハワイト･カラーの生

活スタイル― 

人類史，「文明前社会・文明社会・文明後社会」，「仕事

献身による生きがい」問題，レーバーとワーク，オート

メーションとX型・Y型・Z型，単調労働，尾高邦雄 

2

現代文化の起源と変質―ゾンバルトとウェーバー；「近代

資本主義」の起源をめぐる二つの文化論―禁欲主義的

エートスと伝統主義的エートス―を対比しながら「現代」

文化の特徴について考える 

文化と「行為」の問題，「動機」の概念，欲望充足と営

利，「近代の合理的資本主義はプロテスタンティズムが

産んだ鬼子である」「非合法的恋愛の合法的な子どもで

ある奢侈が資本主義を産んだ」 

3

愛の世俗化と現代文化―自然と産業(資本主義）の<間> 

を生きる人間の眼差しから「現代文化」の語り方の系譜を

調べる―絵画と音楽と書物の歴史を概観する 

大商人と画家とルネサンス絵画，「ヴィーナスの誕生」，

ギリシャ神話・聖書物語，「書斎のアウグスティヌス」，絵

画と書物，聖なる母性・俗なる女性，商品としての絵画・

音楽・書物 [ ，印刷技術, 

4

文化と「自己」の問題―アーレントにおける「愛」の問題：

ユダヤ人女性ラーエル・フェルンハーゲンの自分史を事

例にして―

内部世界の外部世界からの自立，『告白』，宗教的回想

と「自分の生活」の回想，「愛の概念｣―情熱の愛・隣人

愛・慈愛，「愛の世俗化」とフェルンハーゲンの自分史，

「商品となったわたし」 

5

複製文化と映像文化―映画「東京物語」をみる―複製技

術時代における文化の問題を，日本映画の中のサラリー

マンの生活にスポットをあてて考える；〈構造･行為・自己〉

のトライアングル 

小津安二郎，映画の中の社会と文化，日本社会の近代

化，古い日本と新しい日本，東京と尾道，親の目と子ど

もの目、サラリーマンの職場と家庭、禅文化，制作者と

俳優の関係

6

映画にみる「近代化」と社会変動―「東京物語」をみる―

総合芸術としての映画作品を①目（絵画）②耳（音楽）③

口（言葉）のそれぞれの働きの特徴に注目して鑑賞する

―

目のリアリズム―映像による「時間の空間化」（目が時

間をとめる），耳のリアリズム―沈黙による「空間の時間

化」（音響効果・BGM）ことばのリアリズム―時空間の間

主観化（シナリオの世界) 

7

サラリーマンの〈仕事と家族〉の世界と〈夢〉の世界―カフ

カの『変身』と「東京物語」の物語を比較しつつ、サラリー

マンの「内部の声」に耳を傾ける；作者と読者の関係　

「仕事の世界」「家族の世界」「夢の世界」，「感情の道化

的理念化」(カフカ＝ドストエフスキー)，面授面受の世

界，「わが心を得る」＝悟り，間(ま)と「感情を不意打ちす

る」，禅のこころ 

8

グローバリゼーションと「マージナル･マン」の〈時間意識〉

の構造―西洋と日本の文化比較は面白い。しかし「イス

ラム」の世界などを含む「三つ巴」の視点から見ればもっ

と面白い？

「現在」志向―川端康成『美しい日本の私』，未来志向

―大江健三郎『あいまいな日本の私』，過去志向―オル

ハン・パムク『父の鞄』，生殖家族と志向家族、〈私〉のな

かの家族・世代・文化

9

憂愁の文化―小説『イスタンブール―思い出とこの町―』

を読む：37の主題から「イスタンブール」の社会的世界の

構造を解き明かし，非西洋の知的生活者の「文化の現

在」に接近する 

「随時随所，臨機応変」，目の記憶としての「イスタン

ブール」，写真の〈私の中のイスタンブール〉と〈イスタン

ブールの中の私〉客観的現実と主観的意味，コスモスと

コスミオン，憂愁 

10
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授業の進行の中で必要と思われる重要文献は教室で示します。 

以下の論文は「産社学会」で入手可能でしょう。

佐藤嘉一「グローバリゼーションとマージナル・マンの時間意識の構造」立命館産業社会論集46巻4号

佐藤嘉一「シュッツの言語理論と自己論的アプローチ―『物語の中の社会とアイデンティティ』再考」　　　　　（立命館産業社会論集44巻2号） 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中で取り上げる文献のうち特に強く推薦する図書については自分自身の目で通読を進めます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

父のトランク オルハン･パムク ／藤原書店 ／／

美しい日本の私 川端康成／講講談社現代新書／／

あいまいな日本の私  大江健三郎／岩波書店／／

ひとつの音に世界を聴く 武満徹／晶文社／4-7949-5121-3 ／武満徹対談集

セザンヌ ガスケ／岩波文庫／9784-00-335731-6／

職業の倫理 尾高邦雄／中央公論社／／

家族構成 戸田貞三／新泉社／／

物語のなかの社会とアイデンティテ 佐藤嘉一／晃洋書房／4-7710-1252-2 ／

方法としての人間と文化 佐藤嘉一編著／ミネルヴァ書房 ／623-03992-7／

テクストとコンテクスト ハーバーマス著/佐藤･井上･赤井他訳 ／晃洋書房／4-7710-1751-4 ／

社会的現実の問題[Ⅱ] アルフレッド・シュッツ／マルジュ社／／アルフレッド・シュッツ著作集第２巻 

亡命の哲学者たち グラトホーフ編著／木鐸社 ／4-8332-227-2 ／シュッツ‐グールヴィッチ往復書簡

グローバリゼーションと非西洋の知的生活者の時間意識

の構造―川端康成『山の音』を読む― 「目に遮り、耳に

満ちてり」の語りをとおして戦後日本の「家族」生活の激

変を解明する 

純粋の声，不立文字，根元印象・周囲世界，面対面の

親密な相互行為の世界，会話，『十七歳の日記』，我と

汝，我とそれ，花鳥風月の含意，沈黙の間

11

現代音楽からみた日本と西洋―宮城道雄・武満徹音楽・

メシアン―作曲家の心に響く「現代文化」「春の海・閉じた

目・Vingt Regards sur ｌ’Enfant　Jesus」を聞く

音楽にとって言語(ロゴス）とはなにか、「純粋の声」とラ

ジオ、「聞き分ける」と「言い分ける」の相関、「はじめにこ

とばはなかった」，「春の海」，標題（タイトル）と音楽 

12

「はじめに言葉があった」－人生の「愛と喜びと死」を主題

とする「聖なる音楽」としての現代音楽（メシアン）―典礼

音楽/宗教音楽（雅楽やバッハの音楽）/現代音楽・伝統

と現代

音響・色彩と<幻惑まばゆさ>の音楽，メシアン（1908-

1992）の音楽理論，「音饗の自然共鳴体験」「色彩の補

色体験」と心の畏敬・崇敬･賛美のパトス：「みどり児イエ

スに注ぐ20の眼差し」 

13

物語作家の「文化の現在」―大江健三郎・川端康成・オ

ルハン・パムクの時間意識の構造再考―「雪」をめぐる比

較文化論･･・現象学と<多元的現実論> 

雪の結晶，「想像力・記憶・理性」としての述定的「経験」

の世界と非述定的「体験」の世界身体の記憶，文化の

「西・東」から文化の「北・南」へ，「多元的現実」のグラ

フィックス  

14

まとめと全体討論―ホワイトカラー（サラリーマン）の文化

（生活様式）の現在を「構造・行為・自己」のトライアングル

として考察するという本講義の試みについて受講生の発

言を求めます 

1回から14回までの講義を復習し、問題点や疑問点、今

後の課題などを集約し、討論します。 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％

平常点評価 ①毎回、授業においてコメント･シートを配布します。わからない点、面白かった点、授業につい

て感じたことなどをシートに記入して退出しましょう。

②中間に一回小レポートを課します。

20 ％

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

 日本における賃金、労使関係、技能訓練の特徴を、国際比較を交えながら概観する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　労働社会学を履修済みであることが望ましい。

必要な資料は、授業中に適宜配布する。

授業内容に関連した基本文献については、授業中に適宜紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　労働政策研究・研修機構　http://www.jil.go.jp/

単位数 /  Credit 2

現代労働論 (S)

担当者名 /  Instructor 大野 威

15994

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　賃金、労使関係、技能訓練にかかわる新聞記事やテレビニュースを、その背景まで含めて十分に理解できるようになる。

　日本の賃金制度や労使関係が、他の先進主要諸国とどのように異なり、また共通性をもっているか理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　新聞やテレビ等で、賃金、労使関係（労働組合）、技能形成にかかわる記事や番組があったら、興味を持って見て欲しい。また、身近に働いて

いる人がいたら、授業で興味を持ったことをいろいろ質問（インタビュー）してみることも有益である。

　

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新アメリカの賃金・評価制度：日米比較から学

ぶもの

笹島芳雄／日本経団連事業サービス／4818528315 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

現代労働論では何を学ぶか1

ワーキングプアから 低賃金制度を考える12

ワーキングプアから 低賃金制度を考える23

日本における賃金の決め方1：日本の大企業における賃

金制度の変遷

4

日本における賃金の決め方2：日本の大企業における賃

金制度の変遷

5

アメリカにおける賃金の決め方１：職務給とは何か？6

アメリカにおける賃金の決め方２：ヘイ・システムの仕組

み

日本とアメリカの能力主義の違い7

労働組合にかかわる基礎的な考え方、法律、制度の説

明

欧米諸国における労働組合の変遷8

日本の労使関係の特徴9

アメリカの労使関係と働き方１10

アメリカの労使関係と働き方２11

ドイツの労使関係と働き方１12

ドイツの労使関係と働き方２13

技能形成の国際比較（自動車産業を事例として）１14

技能形成の国際比較（自動車産業を事例として）１15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業の理解度。80 ％

平常点評価 ランダムに出席を確認する。20 ％
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　厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

発展途上国における多くの社会問題に取り組む、国際協力活動を行うNGOを中心に取り組んで取り上げる。その関連で、国際機関(国連、世界

銀行等)、政府のODAについても一部で取り扱う。途上国における貧困や、民族紛争、テロ、環境破壊は、世界全体を不安定な状態に陥れてい

る。そうしたなか市民によって結成されたNGO(非政府組織)の役割に注目が集まっている。本講義では「NGOの時代」といわれる21世紀のなかで

組織の活動、課題を検証していく。講義は毎回ビデオを使用し、また2回ほどゲストスピーカーを招聘する。それによって、アップデイトな事象につ

いてより具体的な理解を深めてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ＮＰＯ・ＮＧＯ論(担当：秋葉武) 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が授業内で紹介するNPOのHPなどは随時、閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

国際NPO・NGO論 (S)  §  国際ボランティア論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15931

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・国際協力において、なぜ政府だけでは役割を果たせないのか

・ＮＧＯが具体的にどのような役割を果たしているのか

・国際協力ＮＧＯにおいてなぜマネジメントが重要になり「ビジネス化」が言われるようになったか

・国際協力においてどのような人材が求められ、その特徴は何か

上記のことについて、理解することを目標とする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ガイダンスに出た上で、納得した上で受講登録をして下さい。せっかく受講するのですから、受講するだけでなく、自主的に勉強してテーマを深め

ていくと面白いと思います。

なお、下記の行為をする受講生は「F」評価となる可能性があるので、留意してください。①他の受講生の受講権の侵害‥授業中の私語、大幅な

遅刻、頻繁な途中入退室など　②マナーの欠如(携帯電話の時計以外の目的での使用など)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NGOの台頭とその社会的背景 NGOの機動性、国境なき医師団、地雷廃絶キャンペー

ン、アフリカ

2～3

日本のNGOの活動分野と協力形態 適正技術、児童支援NGO、シャンティ国際ボランティア

会、東南アジア

4～5

NGOの活動分野と協力形態 持続可能な発展、環境NGO、アマゾン6～7

NGOと国内の国際化 コミュニティにおける他組織との連携、多文化共生、多

文化共生センター

8

NGOの新たな戦略　――マイクロクレジット―― ビジネスモデル、エンパワーメント、貧困と女性、グラミ

ン銀行

９～10

NGOの新たな戦略　――フェアトレード―― 世界貿易の不均衡、ピープルツリー、フェアトレードラベ

ル

11

NGOを取り巻く環境①―政府とのパートナーシップをめ

ぐって―

創造的緊張、協働、下請け化の危機12

NGOを取り巻く環境②―国連とのパートナーシップをめ

ぐって――

国連の危機、アメリカとの相克、協働の進展13

NGOを取り巻く環境③――グローバリゼーションによる社

会構造の変化――

グローバル化、社会的排除、絶対的貧困14

国際協力NGOの今後 NGOの課題と今後の展望について15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述および穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主にコミュニケーションペーパーを通してです。講義内容に関して、コメントを求めます。30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.janic.org/  国際協力ＮＧＯセンター　

http://www.mofa.go.jp/mofaj/　外務省

http://unic.or.jp/index.php　国連広報センター

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ハンドブックNGO――市民の地球的規模の問題

への取り組み――(1998)

馬橋憲男、斎藤千宏編／明石書店／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　以前は、国際援助と言えば、開発分野に限られたものであった。それは南北問題の登場とともに、不公正な社会構造を生み出した「原因」を作

り出した側（先進国）が、何らかの「援助」をしない限り、グローバル化した社会は成り立たないと考えてきたからである。

　しかし、近年では、安全保障分野においても、例えば、核不拡散条約に加わる代わりに、民生用原子力協定を結び、エネルギー供給の手助け

をするなど、国際援助のあり方も多岐にわたるようになってきた。

　そこで、この講義では、国際援助の歴史と実態をみていく中から、グローバル社会のありようについてみていくことにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「立命館で平和を学ぶ」を履修済みであることがのぞましいが、テキストを事前に一通り読んでおくことで基礎的な知識は習得できる。

国際インスティテュートに所属する学生は、後期に「国際協力論特論」を履修することがのぞましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

大学の内外で開かれるNGOの学習会、報告会などに積極的に参加すること。

新聞、ニュース、インターネットなどの情報に目を通す習慣をつけること。

平常点として課すレポートに真剣に取り組むこと。

単位数 /  Credit 2

国際援助論 (S)

担当者名 /  Instructor 池尾 靖志

13323

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）国際援助の実態について、客観的な知識が得られるようになる。

２）日本の国際貢献について、様々なアプローチがあることに気づくことができるようになる。

３）今日のグローバル化した社会構造をよりよく理解できるようになる。

４）自らが、「平和」のつくり手となるためにどのように行動したらよいのか、どのような学びを展開したらよいのかを自分の頭で考えられるようにな

る。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

日本をとりまく国際環境 国際関係、ウェストファリア・システム１

アジア太平洋戦争に至る道 大東亜共栄圏、脱亜入欧２

日本の戦後賠償 戦後賠償 ３

日本のODA政策（１） ODA ４

日本のODA政策（２） ODAの事例、ODA批判 ５

改めて南北問題を考える（１） 開発経済学、近代化論、新自由主義６

改めて南北問題を考える（２） グローバル・アパルトヘイト７

グローバル化の進展と国際援助（１） 上からのグローバリゼーション、世界経済フォーラム８

グローバル化の進展と国際援助（２） 下からのグローバリゼーション、世界社会フォーラム、

社会的起業家、マイクロ・クレジット（ファイナンス）

９

小型武器の規制 国連における小型武器規制規範、DDR１０

人道支援と平和構築（１） 人道支援とは、PKO１１

対テロ支援 日本の「国際貢献」論 １２

アジア諸国は自衛隊の海外派兵をどう見るのか 自衛隊の海外派兵、朝鮮半島有事、中国の経済発展と

軍事的脅威

１３

日本の地球環境問題への取り組み（１） 京都議定書、クリーン開発メカニズム１４

日本の地球環境問題への取り組み（２） グリーン・ニューディール １５

定期試験１６

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の内容をきちんと理解しているのかを見る問題と、自分が国際援助の現場とどのように向

き合うことができるのか（平和とは何か、自分が「平和」の担い手となるためにはどうすればよい

のか）、自分の見解を述べる問題の２問を出題する。

論理的に議論を展開しているのか（論理の飛躍はないのか）を中心に採点する。

今年から持ち込みは不可。

80 ％

平常点評価 コースツール上に課題を３回課す。１回１０点満点として採点するので、２回以上提出すること。

（３回提出した場合には、定期試験とあわせて１１０点満点として採点する。１００点を超えた場

合には１００点として評価する。）

レポートは２０００字以上。参考文献を明記すること。コースツール上に提出すること。

20 ％
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講義中において、随時参考文献を紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

担当者のホームページ（http://www.yikeo.com）を時折のぞくこと。

 その他 /  Others

その時々の政治状況（国際情勢や国内の政局の動きなど）にあわせて、講義内容を追加したり、変更したりすることがあり得るので、注意するこ

と。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

板書を中心とした講義とするので、できるだけ前の方に座ること。

この講義用のノート（ルーズリーフでかまわない）を用意すること。

テキストを持参すること。

コースツールの掲示板機能を使って、受講生同士で、情報を共有することがのぞましい。

担当者のホームページに記載してあるメールアドレスに直接メールをしてくれてもかまわない。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

平和学をつくる 池尾靖志／晃洋書房／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本から発信する平和学 安斎育郎、池尾靖志編／法律文化社／／

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

　環境政策は、公害や環境問題を解決するために採用される政策である。本講義では、地球環境問題を中心に、環境政策の基礎と国際的な歴

史を概説した上で、地球温暖化防止政策に焦点を当て、先進的な取り組みを進めているドイツを中心に，国際的対応，日本や各国の対応との比

較を交えて論じる。その際、政策立案・決定のプロセス、政策がもたらす具体的成果，社会的効果についても、現地調査結果を踏まえて講じる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代環境論」、「資源エネルギー論」を履修することが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生諸君が力をつけるには、予習、復習と同時に、積極的に関心あるテーマについての自主的な研究・学習を行うことが重要である。多くの諸

単位数 /  Credit 2

国際環境政策論 (S)

担当者名 /  Instructor 和田 武

13346

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

国際的環境政策および日本の環境政策に関心をもち、それを批判的に分析し、環境政策を提案できる能力を身につける。

国際的国内的政策を決定する民主的プロセスの重要性を認識できるようになる。

具体的には，日本の環境政策に対するパブリックコメントが募集される際に意見提出できるようになることが望まれる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

地球環境問題と国際環境政策（1）環境政策の基礎と歴

史 

持続可能性、環境権、予防原則、発生源対策、汚染者

負担原則、環境政策手法（直接的手法、間接的手法，

基盤的手法、自主的取り組み）、国連人間環境会議、国

連環境計画（UNEP)、国連環境開発会議、

１

地球環境問題と国際環境政策（2）地球温暖化・気候変動

問題 

温室効果ガス、CO2、IPCC、気候変動枠組み条約、京

都議定書、COP15政治合意、世界の温室効果ガス排出

量 

２

地球環境問題と国際環境政策（3）地球温暖化以外の問

題 

大気汚染・酸性雨，長距離越境大気汚染条約、オゾン

層破壊、モントリオール議定書，有毒化学物質汚染、

バーゼル条約、放射能汚染、ラムサール条約，ワシント

ン条約、生物多様性条約、森林原則声明，砂漠化対処

条約

３

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（1）温暖化防止政策と温室効果ガス削減目標、 

予防原則、国家気候保全計画、温室効果ガス削減実

績、中長期温室効果ガス削減目標、エネルギーシナリ

オ、国別比較、  

４

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（2）環境税、産業界の取り組み、脱原子力政策

環境税、政府／産業界公的削減協定、原子力廃絶計

画、環境税導入国、排出量取引制度，日本の原子力立

国計画、 

５

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（3）再生可能エネルギー普及政策 

再生可能エネルギー法、電力供給法、アーヘンモデル，

デンマークの風力発電電力買取制度、電力買取補償制

度、RPS法 

６

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（4）世界をリードしてきた風力発電 

風力発電電力買い取り条件、市民主導の取り組み、

シュレスビッヒホルシュタイン州、世界の風力発電導入

７

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（5）世界トップに躍り出た太陽光発電

太陽光発電電力買い取り条件、大規模太陽光発電所、

市民共同太陽光発電所、世界の太陽光発電導入量、

８

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（6）バイオマス、中小水力、地熱等 

バイオマス発電電力買い取り条件、再生可能エネル

ギー熱法、バイオ燃料割当法 

９

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（7）市民・自治体・企業など多様な主体の取り組み 

再生可能エネルギー100％コミュニティ、市民共同発電

所、市民共同エコハウス、企業の取り組み、

１０

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（8）再生可能エネルギー普及政策による社会発展

CO2削減、再生可能エネルギー産業発展・雇用増加、

エネルギー自給率向上、エネルギー安全保障、地域社

会の発展， 

１１

ドイツの政策と成果〜日本や各国との比較を交えて〜

（9）拡大生産者責任に基づく廃棄物回避政策 

ドイツ廃棄物回避法、拡大生産者責任、日本の廃棄物

制度、リデュース、リユース、リサイクル、 

１２

国際環境政策〜地球温暖化防止政策を中心に〜（1）ポ

スト京都議定書の議論の経緯

地球環境危機回避の温室効果ガス削減目標、京都議

定書、COP15、COP16、コペンハーゲン合意、カンクン

合意

１３

国際環境政策〜地球温暖化防止政策を中心に〜（2）

ポスト京都議定書の新枠組み

COP17、先進国と途上国の温室効果ガス削減目標、１４

まとめ〜持続可能な社会構築を目指して 持続可能な発展、社会発展論、環境保全と生産関係、１５
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上記のように，優れた自主レポートについては、上記評価に加点（ただし 大10％以内）する。やむをえず欠席した場合には、それで補完す

ることができる。

教科書による予習、復習に努めることを望む。

上記のほかに、講義中にも紹介する予定である。

君が取り組むことを望む。その成果は「自主レポート」として提出することができる。なお、自主レポートのテーマや書き方は自由で、授業期間内

に1回に限らず何度でも提出できるものである。優れたレポートについては、成績評価にプラスする。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国際機関：国際エネルギー機関（IEA)；http://www.iea.org/、IPCC；http://www.ipcc.ch/、国際再生可能エネルギー機関；http://www.irena.org/、

ドイツ環境省；http://www.bmu.de/

国内機関：経済産業省；http://www.env.go.jp/、環境省；http://www.env.go.jp/、資源エネルギー庁；http://www.enecho.meti.go.jp/、NEDO（新エ

ネルギー産業技術開発機構）；http://www.nedo.go.jp/、　気候ネットワーク；http://www.jca.apc.org/kikonet/、自然エネルギー市民の会；

http://www.bnet.jp./pare/、など。

 その他 /  Others

地球環境問題は人類の未来を左右する重要課題である。国際社会や日本が適切な政策を選択するために、市民の声の反映が不可欠である。

自主的、積極的に学んでほしい。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講用ノートをとる習慣を身につけることを勧める。受講での学びを自主的に補充や発展的学習し、ノートに記録することで、力がつくはずであ

る。

下記参考書のうち，『環境事典』や『環境資料集成』以外の参考書を少なくとも，１冊以上，読むことが望ましい。また、新聞等を通じて環境問題

や環境政策に関する記事に日常的に目を通しておくことも重要である。

質問等は授業終了後に直接聞くこと。やりとりで理解が深まる。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

飛躍するドイツの再生可能エネルギー 和田　武／世界思想社／978-4-7907-1346-3 ／ドイツの温暖化防止、エネルギー政

策の 新動向と成果

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境辞典 日本科学者会議／旬報社／978-4-8451-1072-8 ／環境用語の調査に 適。 

環境資料集成（全９巻） 日本科学者会議／旬報社／／環境関連資料調査に 適。

世界の地球温暖化対策 浅岡美恵  ／学芸出版 ／978-4-7615-1258-3／世界の地球温暖化対策の概説。

地球環境条約 西井正弘 ／有斐閣 ／4-641-04624-7／様々な地球環境関連条約を概説。 

京都議定書の国際制度 高村ゆかり・亀山康子  ／信山社／978-4-7972-5254-5／京都議定書の制度を知るの

によい。 

市民・地域が進める地球温暖化防止  和田武・田浦健朗  ／学芸出版／978-4-7615-2407-4／市民や自治体の温暖化防止

の取り組み

新・地球環境論 和田　武／創元社／4-422-40017-7／各種地球環境問題について学べる

環境と平和 和田　武／あけび書房／978-4-87154-084-1／戦争や軍事活動による環境破壊から

政策を考える

地球環境政策 ワイツゼッカー／有斐閣／9784641066601／t環境政策の歴史とあり方

拡大する世界の再生可能エネルギー 和田　武／世界思想社／／2011年４〜5月出版予定

ワールドウオッチ研究所・地球白書2009-10 C.フレイビン／ールドウオッチジャパン／9784948754355／各年度版があり、いずれも

参考になる。

再生可能エネルギーの政治経済学 大島堅一／東洋経済新報社／9784492800836／再生可能エネルギーと原子力のコス

ト

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％

レポート試験 提出義務のあるレポートは課さないが、自主レポートの提出は何回でも可能である。そのなか

で優れたレポートの場合、成績評価に 大10％まで加点することがある。 

0 ％

平常点評価 授業の感想、意見、質問等を記述する小レポートの提出を数回，求める予定である。それらを

平常点評価の対象とする。必ず，提出すること。 

20 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　産業は、国や地域の経済的な基盤をなす。このシンプルな事実を念頭においておきたい。グローバル化の進展とともに、産業のあり方は近年、

大きく変わってきた。すなわち、人やモノ、サービス、マネー、情報・思想などのグローバル化に乗じて新しい産業が現れ、多様化するとともに、企

業はその活動を国外に拡大してゆき、グローバル／リージョナルに多種多様なネットワークを形成して、熾烈な国際競争を展開している。

　この講義では、現代の産業のあり方について、グローバルかつローカルな視野から、また、組織論的な視点や政策論的な視点をも取り入れ

て、多面的かつ分野ごとに具体的に理解することをねらいとする。そこでは、その社会的インパクトについての分析も忘れてはならないだろう。

「産業＝国・地域の経済的基盤」との観点から、企業・産業のグローバル化は、（人びとの暮らしにとって）いかなる意味を持ち、そして、持続可能

な経済社会の実現のために企業・産業のグローバル化の望ましいあり方とはどうあるべきか、そして、企業・産業はその社会的責任をいかに果

たすべきか、また、私たちはこれらの問題にどう関わりうるのか、といった諸論点について考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

単位数 /  Credit 2

国際産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

15995

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

１）グローバル化のなかで現代の産業のあり方がどのように変化してきたのか、理解できるようになる。

２）企業のグローバル／リージョナルな活動とそれを規定する諸要因について、具体的な事例をふまえつつ理解できるようになる。

３）産業のグローバル化の社会的インパクト（産業空洞化、雇用）について理解を深め、考えられるようになる。

４）企業および産業のグローバルな社会的責任に関する取組みについて理解できるようになる。

５）「連帯経済」など、新しい経済産業のあり方や取り組みについて理解できるようになる。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション―グローバリゼーションのなかの現代

産業の変貌と私たちの暮らし―

産業とは何か？分業とは何か？経済のグローバリゼー

ションとは何か？それらは私たちの暮らしと、どのように

つながっているのか？ 

１

現代の企業の特質について―フォード主義とポストフォー

ド主義― 

グローバリゼーションを可能にした、現代ならではの企

業の特質とは何か。合理化、規格化、分業などを手が

かりに考えてみよう。 

２

企業活動のグローバリゼーション 企業の活動がグローバルになるということはどういうこと

か？国際的な経済のルール、貿易、投資、生産、マー

ケティングはどのように連関しているのか？ 

３

生産のグローバリゼーション① 生産がグローバルになるということはどういうことであ

り、どのようにしてそれが展開されるのか？何がそれを

可能にするのか？輸出するだけにとどまらず、なぜ生産

がグローバルになるのか？ 

４

生産のグローバリゼーション② 生産がグローバルになることで、進出国社会、受入国社

会にそれぞれどのような変化が生じるのか。輸出加工

区の存在や現状、また、産業の空洞化などを手がかり

に考えてみよう。 

５

  

生産のグローバリゼーション③ 

産業の空洞化とはそもそもどのような現象なのだろう

か。また、日本においては産業の空洞化はどのように進

行してきたのだろうか。また、現在、打開策としてどのよ

うなことが考えられているのだろうか。 

６

金融のグローバリゼーションと産業のグローバリゼーショ

ン 

国際的な金融市場の国際化とその発達はどのように進

んできたのだろうか。そして、それは、産業のグローバ

ル化とどのような関係があるのだろうか。グローバル都

市はそこにおいてどのような役割を果たしてきたのだろ

うか。 

７

製造業の国際的状況と日本のものづくり①  機械産業や自動車産業などを事例として、ものづくりの

あり方、とくに、クラスター形成、すり合わせ戦略、アー

キテクチャといった概念について学ぶ。 

８

製造業の国際的状況と日本のものづくり② 前回と同じく自動車産業について、自動車産業の特性、

国際生産および市場の発達などについて学ぶ 

９

製造業の国際的状況と日本のものづくり③ 前回に引き続き、自動車産業を事例として取り上げる。

エネルギー転換や環境配慮技術の動向をふまえつつ、

今後の展望について考えてみたい。

１０

製造業の国際的状況と日本のものづくり④ エネルギーやリサイクルなど、環境配慮型の技術を援

用した新しい産業形態に注目し、その国際的な動向、課

題、展望について考えてみたい。

１１
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平常点評価について。小レポートで利用する文献については、講義中に指示する。また、単なる出席ではなく、コミュニケーション・カードへの

記入で評価する。

全体を通じて利用する教科書は定めないが、参考書を講義内容に応じて適宜活用し、その都度明示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講者数が少ない場合には、小レポートをもとにした発表の機会を設けることもある。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

経済産業省　http://www.meti.go.jp/

国土交通省　http://www.mlit.go.jp/

農林水産省　http://www.maff.go.jp/

日本貿易振興機構（JETRO＝ジェトロ）http://www.jetro.go.jp/indexj.html

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

図書館で、『日経新聞』や、より専門的な『日経産業新聞』、『日経ＭＪ』、また、『エコノミスト』、『ダイヤモンド』、『東洋経済』、『日経ビジネス』、

『ジェトロセンサー』といった週刊経済雑誌などをチェックしてみよう。

　また、たとえば、受講生それぞれにとって身近なブランドについて興味を持って調べてみるといったことから、そのグローバルな活動の内容と問

題点、あるいは、産業のグローバル化の事例と展望について考えてみてほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

通商白書、中小企業白書、ものづくり白書、各年

版

経済産業省／／／経済産業省のＨＰでも閲覧可能 。

Global Shift, 6th ed. Peter Dicken／／／経済地理学者による、定評のあるテキスト。原著第3版（1998年）

の邦訳がある（『グローバル・シフト』古今書院、2001年）。

Global Sociology, 2nd ed.    R. Cohen, P. Kennedy／／／グローバル社会学の定評あるテキスト。原書初版（2000

年）の邦訳がある（『グローバル・ソシオロジー』平凡社、2003年）。 

コークの味は国ごとに違うべきか Ｐ・ゲマワット／／／

国際観光業―日本のインバウンドツーリズムを中心に― 観光業の特性と国際観光市場の発達を踏まえつつ、現

在日本において国レベル、地方レベルで取り組まれて

いる事例をもとに、日本のインバウンドツーリズムの特

徴や課題、展望を考えてみたい。 

１２

東アジアの地域主義と産業クラスター形成 東アジアの地域主義・経済統合・地域共同体とはどのよ

うなものか。また、事例として、東アジア経済交流推進

機構の取り組みについて見てみたい。 

１３

国際的な連帯経済―フェアトレードを中心に― 途上国産品の生産を公正な価格取引を通じて支援し持

続可能にするという、フェアトレード（公正な貿易）が高

度化してきているが、日本におけるその取り組みの現状

について知るとともに、今後の課題、展望についても考

えてみたい。 

１４

産業のグローバル化の現代的な意味と今後の展望につ

いて

これまでの講義を振り返りつつ、産業のグローバル化の

現状と課題、そして今後の展望をどのように考えるか。

とりわけ、産業のグローバリゼーションに対して、私たち

はどのような対策があるのだろうか。ＣＳＲや国連グ

ローバルコンパクトなどを手がかりに考えてみたい。

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容を理解するだけでなく、それらをふまえて自分なりに考えることができているかを考査

する。 

60 ％

平常点評価 うち20％は、講義に関連した文献をもとにしての小レポートの評価。残る20％は、講義時のコ

ミュニケーション・カードへの記入内容から評価。

40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

 社会政策には労働政策、社会保障・社会福祉政策、ジェンダー政策など多様な政策が含まれるが、いずれの領域においても国際的な政策の立

案・実施がますます求められるようになっている。その大きな要因は、20世紀末に新たな段階への発展を見せた経済グローバル化にあると考え

られる。グローバル化が一国単位の社会政策の有効性に対する歯止めとして作用し、「福祉国家の時代が終焉した」という見方をする論者もい

る。

　本講義では、第一次大戦終結後に創設されたＩＬＯの役割と国際社会政策の発展を概観した上で、上述したような近年のグローバル経済・社会

の文脈において、国際社会政策の形成や実施にどのような変化が生じているのかを、中心的なテーマとして取り上げていきたい。さらに、国際的

な基準に照らした場合、日本の社会政策にはどのような特徴と課題があるのかについても、社会福祉政策と労働政策の例で検討していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用せず、レジュメを配布して講義を行う。参考書は以下に掲げるもののほか、随時授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業の前週に参考文献の予習を指示する場合があるので、準備して出席してほしい。

単位数 /  Credit 2

国際社会政策論 (S)  §  国際社会政策論 (I)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

15852

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．国際社会政策の基本的概念や関わる機関、近年の変化や課題を理解できるようになること

２．いくつかの国（日本、イギリス、北欧諸国等）の国家レベルの社会政策について、その特徴を理解した上で、グローバルおよびリージョナルレ

ベルの社会政策との連続性について考察できるようになること

３．とりわけ日本の社会政策の特徴や特異性、国際基準との乖離について、自分の意見を述べられるようになること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、社会政策とは何か 社会政策論、「労働力」と社会政策１

国際社会政策の内容と性格 労働基準政策、雇用政策、労使関係政策、社会保障政

策

２

国際社会政策の成立とＩＬＯの創設 国際労働者保護立法協会、ヴェルサイユ条約、国際連

盟

３

ＩＬＯの機能と日本の関わり フィラデルフィア宣言、条例と勧告４

グローバル化の進展と社会政策への影響 グローバル化、福祉国家、社会民主主義、保守主義、

（新）自由主義

５

いくつかの国際レジームが果たす役割 Ｇ７、ＷＴＯと「社会条項」、ＩＭＦと開発援助６

ＮＧＯの役割と課題 国際ＮＧＯ、アンチ・スウェットショップ７

国際労働基準を巡る攻防 ＩＬＯの中核的労働基準、労働ＣＳＲ、ＩＳＯ、国連グロー

バルコンパクト

８

ジェンダーと国際社会政策 女性差別撤廃条約、ＩＬＯ156号条約、ポジティブ・アク

ション

９

地域の取り組み（ＥＵの社会政策） ローマ条約、構造基金と結束基金10

日本の社会政策：障害者福祉政策（スウェーデンとの比

較

障害者自立支援法、障害者雇用促進法、障害者手帳、

発達障害

11

日本の社会政策：高齢者介護政策（イギリスとの比較） 介護保険制度、地域支援事業、コミッショニング12

日本の社会政策：男女平等・共生政策（オランダとの比

較）

労働時間、同一価値同一賃金、育児・介護休業制度13

日本の社会政策：社会的企業と就労支援政策（イギリス、

イタリア等との比較）

社会的企業、労働者協同組合、ワークフェア政策14

日本の社会政策と国際労働基準、定期試験に関する情

報提供

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容に関連した試験を実施する。80 ％

平常点評価 授業時間中のコミュニケーションペーパーや感想文の提出（数回）をもって、平常点として加点

する。

20 ％
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その他の参考文献はレジュメで随時紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

ＩＬＯ（http:www.ilo.org）　　ＯＥＣＤ（http://www.oecd.org）　　ＥＵ（http://europa.eu/）

  その他はレジュメで適宜紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールでの連絡も可。junri@pa2.so-net.ne.jpまで。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

三訂　社会政策を学ぶ人のために 玉井金五、大森真紀／世界思想社／／

ＩＬＯの創設と日本の労働行政 吉岡吉典／大月書店／／

福祉国家再編の政治 宮本太郎／ミネルヴァ書房／／

社会的企業の主流化「新しい公共」の担い手とし

て

ＯＥＣＤ／明石出版／／

労働ＣＳＲ入門 吾郷眞一／講談社現代新書／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では，世界の諸国の関係性を，特に経済（学）の視点から学んでいきます。具体的には，第2次世界大戦頃から現在までの時期を対象に

置き，（1）昨今のグローバル化する世界経済の現状と諸問題（第1回～第5回），（2）欧米先進諸国の社会経済システムの歴史的な成長と相違

（第6回～第9回），（3）開発途上国の経済発展と欧米先進諸国との関係性（第10回～第15回），という3つのトピックを設け，国際貿易と，1国の経

済運営・成長という2つの主題に焦点を当てて議論を進めます。同時に，これらの3つのトピックそれぞれについて，経済と政治，あるいは文化，

宗教等の諸要因が重なりあっていることを，制度理論（主に欧米先進諸国の関係）や開発経済論（主に途上国と先進国の関係）のアプローチを

利用しつつ考えていきます。以上の様な形で，講義を進めることで，世界の諸国間での経済的な結びつきとその意味を，理論と現実の両方の視

点から理解します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

（1）各項目の詳細は，初回講義で説明・確認。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

各回講義終了後に，内容の要約・学習の手引きをほぼ各回配布していく（配布方法は，初回講義で確認）。これと，各自の講義板書ノート，パ

ワーポイント資料の3つを併せて，講義のポイントや用語の意味などを特に復習すること。

単位数 /  Credit 2

国際社会論 (S)  §  国際社会論 (I)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

13339

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　（1）授業の概要に挙げた3つのトピックの中で 低1つについては，それを理解する上での基本的な現状や論点を，明確に説明出来ること。

　（2）欧米先進諸国もしくは，開発途上国の歴史や現状を，講義で用いるアプローチに即しつつ理論的にも説明出来ること。

　（3）世界の経済を理解する上で，新聞やニュース等にも出てくる基本的な用語の意味を説明出来ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講上の諸ルールの確認／イントロダクション：国際関係

を巡る様々なアプローチと講義の視点

「経済学」「政治学」「文化人類学」「社会学」「宗教学」

「制度」

1

世界経済を巡る現状，諸問題，そしてグローバリゼーショ

ンの意味

「自由貿易体制」「GATT」「WTO」「為替相場」「地域統

合」

2

世界経済とリーマンショック①：アメリカでの意図的な政策

とサブプライム問題の発生

「政策」「住宅減税」「サブプライム」3

世界経済とリーマンショック②：金融市場の発展と金融商

品の複雑化を中心に

「心理的要因」「確率論」「債務の証券化」4

世界経済とリーマンショック③：日本及び諸外国への影響 「不況」「雇用」「消費」「国債」5

欧米先進諸国の第2次世界大戦後の経済成長の特徴：

1970年代まで

「フォーディズム」「大量生産」「大量消費」「耐久消費財」

「労働者の生活」「福祉国家」

6

欧米先進諸国間での社会経済システムの相違と多様性 「CMEｓ」「LMEs」「制度比較優位」「経済成長の国民的

軌道」「資本主義の多様性」

7

現在のEU諸国に見る諸問題と政策課題 「環境」「移民」「社会的排除」「文化」8

経済学的に世界経済を理解する上での諸論点の整理 「貿易」「為替」「労働」「資源」9

アジアでの宗主国からの独立を巡る植民地の歴史的経

緯

「インド独立」「ベトナム戦争」「朝鮮戦争」10

開発途上国の独立時の諸問題：経済学的な意味 「社会経済システムの移行と移植」「社会的慣習」「国

家」「市場」

11

開発途上国の経済成長と先進国や国際機関の役割 「交易条件」「一次産品」「単線型成長」「複線型成長」

「流血的テーラー主義」「周辺部フォーディズム」

12

NIESからASEAN地域へと伝播した経済成長：東アジアの

奇跡

「直接投資」「プラザ合意以後の円高」「構造転換連鎖

論」「市場拡張的見解」

13

アジア通貨危機とその後：タイの事例を中心にして 「投機マネー」「IMF」「コーポレート・ガバナンス」14

世界はどこへ向かうのか：講義内容の総括 「経済格差の拡大」「環境・資源問題」「利害関係」「経済

コスト」

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 3つの到達目標に対する主に相対的な到達度によって判断。60 ％

平常点評価 ①講義内容に関連した各自の興味や関心に関する小レポート（20％）。

②ランダムな出席確認や講義に関する質問票への回答（20％）。

③講義中に，一度警告したにも関わらず，再度騒いでいた場合には，氏名等を確認し減点対象

とする（1回につき－5％）。

40 ％
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（2）上記「％」は「点」に換算し100点満点で成績算定。

●特定の教科書は，使用しない。

●講義内容への各自の理解を深めるために

＜欧米先進国の経済成長と類型＞

　①福島清彦（2002）『ヨーロッパ型資本主義：アメリカ市場原理主義との決別』講談社現代新書no. 1628，ISBN：4-06-149628-X。

　②山田鋭夫（1993）『レギュラシオン理論：経済学の再生』講談社現代新書no. 1146，ISBN：4-06-149146-6。

　③遠山弘徳他訳（2007）『資本主義の多様性：比較優位の制度的基礎』ナカニシア出版，ISBN：4-77-9501680-7。

　　（中・上級者向け）

＜途上国の開発問題と経済成長＞

①渡辺利夫（2010）『開発経済学入門：第3版』東洋経済新報社，ISBN：978-4-492-44364-4。

②末廣昭（2000）『キャッチアップ型工業化論：アジア経済の軌跡と展望』名古屋大学出版会，ISBN：4-81-580394-3。（中・上級者向け）

※その他，必要に応じて適時，紹介・指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

●講義で用いる代表的なデータの所在

http://data.worldbank.org/（世界銀行：英語）

http://www.adb.org/Economics/（アジア開発銀行：英語）

http://www.oecdtokyo.org/pub/statistics.html（OECD：一部英語）

http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.htm（世界の統計／総務省統計局：日本語）

 その他 /  Others

・メール連絡の場合には，必ず，自分の学年・組・学籍番号・氏名をメールの「Title」に書くこと。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（1）経済学の知識・テクニックの有無は問いません。但し，講義への出席を前提に授業は展開します。

（2）講義は，板書とパワーポイントの併用形式です。パワーポイントを使用する場合は，適時，資料を配布します（方法は，初回講義で確認）。ま

た，話していることもメモする習慣・技術を身につける様に。

（3）日常の学習は，「授業外学習の指示」を参照し実践すると共に，各自の興味や関心ある各種社会問題を講義の視点や内容に基づいて説明

出来ないかどうかを考えてみると，講義への理解も深まります。

●メールでのやり取り，または，事前に予約の上でオフィス・アワー時の対面。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

＜本講義を受講しようとするあなたへの問いかけ＞

・参加と聞くと、政治参加（情報公開やパブリックコメントや住民投票など）を想像して、

　「私には関係のない」ことと思うらしい（「政治参加は私には関係ない」というのも問題だが）。

・でもこの講義で語る「参加」は、政治参加も含みつつ、もっと広い概念。

　単純に言うと「私と社会の＜関わり方＞」＝私とあなたの関わり方・私とコミュニティとの関わり方・

　私と京都市との関わり方、等々に関して、主体的に関わる在り方を「参加」と考える。

・例えば…

　・「私」のことを決めるのは誰なのか　　…私が決める？ほんまに決めてる？

　・「私たち」のことを決めるのは誰なのか　…みんな？科学的な正しさ？

　・「客観的・科学的にこれが正しい」とされることに抵抗できる？抵抗していい？（例：河川改修）

　・みんなが望ましいと思っていることに抵抗できる？抵抗していい？（例：道を通す）

　・「みんな」って誰？「私たち」って…誰？範囲は？…世界市民〜国民〜市民〜コミュニティ〜私

　・（わたしやあなたが集まって）みんなで「決める」「合意する」って、ほんまにできるの？

　　どうやって？話し合えるの？話し合って答えはでるの？

　…等々…これらが参加のデザイン論で考えるテーマとなる（誰にも関係のある大切なテーマのはず）。

＜本講義でいう「参加」をもうちょっと難しく説明すると（講義中は言わないから安心して）＞　

一般的には「参加」とは政治参加の形態を言うことが多かったが、これは政治学や法学の分野であり、かつもう古い（大切だけど、これだけでは

不十分）。

参加（政治参加）を単に制度や仕組みの中だけで考えれば、結局、AかBかの対立と多数決であり、「勝った・負けた」「誰かが幸せになるために

誰かが犠牲になる」という構造は残る。

いま求められていることは、AかBかの対立を超えて双方の重なり合うところを探り、できればCという価値を共に創りだす（価値づくり）、あるい

は、そのようことが可能になる状況を（主体的に）創り出す（プロセス・デザイン）と言う意味での「参加＝共に関わる」の状況づくり。

これは「多文化共生＝違いを認めあいながら、重なる部分を探り出す、創り出す」「win win game＝みんながよくなる道を探る」にも通底する「態

度」。

でも、「ヒトはみんな違う」とすれば、こんなことができるのだろうか？！

…本講義では、事例を通じて経験則的に、人と人とが違いを認め合いながら重なり合うことができる、という可能性と、そのために私たちに求めら

れる「態度」や「方法」を学ぶ。

そのため、本講義ででは実質的な「参加」が見えやすい「小さなコミュニティ」における「暮らしづくり・まちづくり」活動に注目する（ 近はやりのグ

ローバルな論点はでてこない＝生活レベルの事例が中心…でも、結局「小さな単位」を大切にしながらひろげていくしかないのではないかとも

思っている→グローカルな視点）

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義のみで完結する内容ですが、前期におこなう「居住環境デザイン論」をあわせて受講すれば、より理解の幅が深まるはずです。

単位数 /  Credit 2

参加のデザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 乾 亨

15897

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義は、私たち一人ひとりが大切にされ、よりよく暮らしていくための在り方や、そのような状況を達成するための考え方や取り組み方を示すこ

とを目的としている。

具体的事例を通して｢参加｣を概念化するとともに、参加の状況を創りだす（デザインする・マネージメントする）態度と技を学ぶ。　　

理論を学習する講義ではなく、事例を参照しながら、何が問題で、そのためにはどのような参加形態が必要で、それを生み出すためにはどのよ

うなプロセスが求められているのか、を自ら考えるための課題提供型の講義。

知識を覚えることより、それぞれが社会を読み解き、社会に働きかける応用力を身につけることをめざす。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「参加のデザイン」ってなに？ 講義の目的と位置づけ1

参加を考えるワークショップ なんで「参加」なんやろぉ…みんなで考える「参加」の発

見たいむ 

2

ワークショップの振り返り 「参加」をめぐる課題の発見と整理 3

参加の事例をみて考えよう…幻灯会（その１） コーポラティブハウジング（住み手参加の住まい・まちづ

くり）ユーコートの事例を見て考える 

4

ユーコートを通してまなぶ参加のヒミツ（その１：入門編） 幻灯会をみた皆さんの感想を参照しながら、ユーコート

の「参加」のヒミツを解き明かし

さらなる課題を提起します

5

「参加」の事例を見て考えよう…幻灯会（その2） 40年にわたり住民主体のまちづくりに取り組む真野地

区の事例を見て考える

6

真野まちづくりのヒミツ（その１：入門編） 幻灯会をみた皆さんの感想を参照しながら、真野まちづ

くりのヒミツを解き明かし

さらなる課題を提起します

7
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教科書は用いず、適宜レジュメを配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

画像データを多用して事例を追体験し、そこから考えてもらう

毎回感想や質疑をもらい、それに答えながら講義をすすめる

講義規模と時間が許せば、ワークショップによる参加応答型講義を行いたい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

事例を物語りその意味を考えてもらう問題提起型の講義なので、継続的出席を望みます。とりわけ第2週のワークショップ、および第4週・第6週

の幻灯会（週変更の可能性あり）は問題提起編なので、必ず、絶対、万難を排して、出席のこと（本来講義は出席するものですからこの指示はヘ

ンですが…笑）。

mail:inui@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ユーコートを通してまなぶ参加のヒミツ（その２：理論編） ユーコートと真野まちづくりの事例で提起された課題に

たいして、ユーコート事例が示す

参加の在り方や考え方を読み解いていきます

8

インターメッツォ（なかやすみ）：コーポラティブ・ハウジン

グとはなにか

日本〜海外の、コーポラティブ住宅によるさまざまな住

まいづくり・まちづくりの事例を

画像で紹介

9

真野を通してまなぶ住民参加と地域まちづくり〜理論編

（その１）

真野まちづくりの流れを追いながら、地域コミュニティに

おける「参加」の意味と成立要件を

明らかにする

10

真野を通してまなぶ住民参加と地域まちづくり〜理論編

（その2）

全員が同じ方向を向く「参加」や「全員合意」はあり得な

い…とすればユーコートや真野の

「参加」をどう解釈し、そこからどのような智恵を導き出

せばいいのか

11

パートナーシップ型まちづくり〜京都の事例をもとに考え

る

なぜ市民参加・住民参加が求められるのか、市民参加

の時代の市民・住民と行政の関係は

はいかにあるべきか

12

参加の手法をまなぶ（その１） イキイキとした参加の状況を創る手法である「ワーク

ショップ」の事例を紹介する

13

参加の手法をまなぶ（その２） ワークショップの基盤となる「参加」の歴史や考え方14

参加の哲学・参加の政治学 まとめの意味をこめて、参加の考え方や作法を整理す

る

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 基本的には、成績は、提出された「試験レポート」の質で評価。それなりに厳しく採点する。

評価基準はレポート課題時に発表。 

100 ％

平常点評価 適宜、出席確認を兼ねて感想や質問を提出してもらい、出席率がいい人は「レポート試験」の評

価に加点する。 

20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　産業社会学を「産業社会としてとらえられる現代社会の社会学」としつつ、主としてそこに生きる人々の生活スタイル（労働や生活をめぐる生き

方）に焦点をしぼり、生活スタイルの今まで、今日、そしてこれから、を見ていく。主として日本社会をあつかうが、企業社会／新自由主義社会が

いかなる変容をするのかを問題意識としつつ、働くこと、女性、若もの／子どもなどをめぐる環境変化のなかで、日本人の生活スタイルおよび日

本社会の今後の像を考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学、コア科目（現代と社会）

コメントの扱いについては下記のように行うが、具体的評価（１５点）については授業中に説明する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レジュメ・資料にもとづいて講義する。時々コメント（コミュニケーション・ペーパー）を出してもらい、講義へのあなたたちの思索を把握したり、講義

の往復に使ったりする。このコメントは、評価に加味する場合もある。決まったテキストはない。講義のなかでレジュメ・資料を配布する。参考文献

は、講義のなかでで紹介する。

単位数 /  Credit 2

産業社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

15875

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１　生活スタイルにかかわる社会学理論を理解する。

２　日本人の生活スタイルの今まで、今日、これからを理解する。

３　生活スタイルを通して日本社会の今まで、今日、これからを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

時々、授業の理解についてコメントを書いてもらう。授業の 後に書いたり、ペーパーを持って返り授業外で書いてもらい、翌週の授業で提出す

ることもある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

０本講義の産業社会学について 産業社会、産業社会論、産業社会学 第１回 

１現代社会と生活スタイル：１−１生活スタイルとは 生活スタイル、社会的生活諸過程、生活空間／生活

史、 生きること、価値志向

第２回 

：１ー２生活スタイルの社会学理論＝ウエーバー／マルク

スから

エートス、合理性、カリスマの日常化、疎外、私有財産 第３回 

：１−３生活スタイルの社会学理論＝リースマン、ゴールド

ソープから 

他者志向、本来的志向、手段的志向 第４回 

２日本社会と生活スタイル：２ー１日本的なるもの 日本的集団主義、間人主義、日本人のルーツ 第５回 

：２ー２私生活志向と企業志向：両方志向 閉ざされた／開かれた私生活志向、本来的仕事志向、

企業社会志向、 古い／新しい両方志向

第６回 

：２−３日本人の生活スタイルの病理と陥穽 企業中心社会、閉ざされた／開かれた自立性と共同

性、公共性

第７回 

３日本社会と日本人の諸層：３−１働く人のすがた＝格差

社会と階層

格差（拡大）、移動、階層第８回 

：３−１働く人のすがた＝一億層中流と階級 中流、階級、正規ー非正規、ワーキングプア、失業 第９回 

：３−２女性のすがた＝日本のすがた Ｍ字カーブ、逆U字カーブ、ワーク＆バランス、共同参画第１０回 

：３−２女性のすがた＝世界のすがた スエーデン型（男性参加）、オランダ型（ワークシェアリン

グ） 

第１１回 

：３−３若ものすがた＝職を得ることと失うこと 若ものの失業率（世界と日本）、フリーターとニート第１２回 

：３−３若もののすがた＝働くことと生きるの意識 仕事観／働く動機、家族／結婚／子ども観第１３回 

４これからの現代社会／日本社会：４−１今までと今日は

＝世界と日本のすがた

福祉社会（国家）、企業社会、新自由主義社会第１４回 

：４−２これからは？＝世界と日本のすがた 第３の道、ワークフェア、日本型第３の道、日本型福祉

社会（国家）？

第１５回 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の内容の理解に関して試験 85 ％

平常点評価 講義へのコメントを、評価に加味する場合がある 15 ％
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決まったテキストはない。講義のなかでレジュメ・資料を配布する。参考文献は、講義のなかでで紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『変容する企業と社会—現代日本の再編—』  浪江巌・木田融男・守屋貴司編  ／八千代出版 ／／

『転換期の人間と社会』 佐々木嬉代三・中川勝雄編  ／法律文化社／／

『変貌する社会と文化』 木田融男・佐々木嬉代三編  ／法律文化社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

例年通り、コミュニケーション・ペーパーを用いた双方向型講義を行う。本年度は「子どもの自尊心」をテーマとする。子どもだけでなく、我々日本

人の自尊心の低さは実に顕著であって、各種社会調査によっても明らかにされている。今期「自我論」では、そうした我々の自己評価の低さがど

ういう要因によって作り出され、どのような性質のものであり、どういう帰結をもたらしているのかについて、話題にしてみたい。議論の進行を踏ま

えながら、今後の我々のあり方についても、検討することとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「社会学理論」・「社会学史」・「社会倫理学」・「社会文化論」などの講義を履修していることが望ましい。自分の個人的な体験に寄りかからない次

元の想像力や思考力を獲得するために、抽象的な思考の地平を経験してきて欲しい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義は、事前にテキストを読んでいることを前提に進めるので、事前に必ずテキストを読んでおくこと。

単位数 /  Credit 2

自我論 (S)

担当者名 /  Instructor 景井 充

13313

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

講義名からは心理学的内容を連想するかもしれないが、基本的には社会学的視点からの考察である。そして目指すは、社会学的視点から我々

自身と日本社会・文化を捉え返す批判的視点を獲得することである。そしてまた、そのような視点に立ちつつ、そこから見える社会的・個人的

パースペクティブを言語化できるようになるための基礎的訓練の機会ともしたい。究極的には、社会学が目指す社会的・人間的オルタナティブの

提起というものが具体的にいかなるものかを知り、自らの知的な道具のひとつとすることを、到達目標とする。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の目的・意図、手法および到達目標、 終評価につ

いての説明

『日本の子どもと自尊心』第１章「セルフ・エスティーム（自

尊心）」

自尊心・自尊感情１

『日本の子どもと自尊心』第２章「日本人とセルフ・エス

ティーム」

権威主義的文化と自尊心２

『日本の子どもと自尊心』第３章「セルフ・エシティームと

自己主張」

＜なる＞論理と＜する＞論理３

『日本の子どもと自尊心』第４章「小学生の自己主張とセ

ルフ・エスティームの発達」

自尊感情の発達４

『日本の子どもと自尊心』第５章「母親の価値態度と子ど

もの自己の発達」

文化としての「母」５

『日本の子どもと自尊心』終章「文化と自己の発達を巡る

一考察」

コミュニケーション・ペーパー（１）

＜私＞と「文化」６

コミュニケーション・ペーパー（１）へのレスポンス７

『イギリスのいい子 日本のいい子』第１章「自己主張と自

己抑制」

＜子ども＞の社会的馴化８

『イギリスのいい子 日本のいい子』第２章「イギリスとアメ

リカと日本」

子育ての文化的差異９

『イギリスのいい子 日本のいい子』第３章「幼児のしつけ

と教育の日英比較」

社会化の文化的ハビトゥス（１）１０

『イギリスのいい子 日本のいい子』第４章「日本とイギリ

スの子どもたち」

社会化の文化的ハビトゥス（２）１１

『イギリスのいい子 日本のいい子』第５章「日本人の対人

関係と子どもの自己の発達」

＜私＞なるものの成立１２

『イギリスのいい子 日本のいい子』第６章「新しい幼児教

育の方向性」

コミュニケーション・ペーパー（２）

自尊心の可能性１３

コミュニケーション・ペーパー（２）へのレスポンス１４

講義の総括 －－ われわれの自尊心と未来１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の内容を踏まえてオリジナルな考察を展開することを求める。単なる感想文や経験談は評

価の対象とはしない。

100 ％
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コミュニケーション・ペーパーは成績評価の素材とはしない。

その他の参考書は講義の中で紹介するので、各自興味に沿って取捨選択されたい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

２回生には少し難しい講義ではないかと思うので、３・４回生での履修を勧めるが、意欲的な２回生の履修はもちろん歓迎する。単位が欲しいだ

けの学生には、本講義の単位取得は無理。みずからの個人的・社会的・文化的経験を意識的に捉え返す、ある意味で厳しい時間になるはずで

ある。そのような心と頭の準備をしてきてもらえればよろしかろう。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本の子どもと自尊心 佐藤淑子／中央公論社／9785121019844／

イギリスのいい子 日本のいい子 佐藤淑子／中央公論社／9784121015785 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

子どもの 貧国・日本 山野良一／光文社／9784334034702／

自己愛の時代 山崎久美子／ぎょうせい／9784324087695／

日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか 古荘純一／光文社／9784334035068／

一億総ガキ社会 片田珠美／光文社／9784334035723 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

いま人類は、地球温暖化・気候変動に代表される地球環境破壊という自らの存在基盤を喪失する重大問題に直面している。この問題を克服し、

持続可能な社会を構築することが21世紀の 重要課題であろう。そのためには、CO2などの温室効果ガスの大幅削減が不可欠である。CO2の

大幅削減を実現するには、エネルギー利用のあり方を見直し、持続可能なエネルギーシステムへ転換しなければならない。

本講では、まずこれまでのエネルギー利用の中心をなす化石資源や原子力の問題点について概説する。次いで、 近の世界のエネルギー動向

と特徴、とくに21世紀のエネルギーの中核を担うであろう再生可能エネルギーの普及を目指す世界各国（ドイツ、デンマーク、アメリカ、インド、中

国、東南アジア諸国等）の動向と特徴に焦点を当てて、日本と比較しながら紹介し、持続可能なエネルギー利用について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代環境論」は、本講の背景にある環境問題の理解に役立つ。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生諸君が力をつけるには、予習、復習と同時に、積極的に関心あるテーマについての自主的な研究・学習を行うことが重要である。多くの諸

単位数 /  Credit 2

資源エネルギー論 (S)  §  環境技術論 (S)

担当者名 /  Instructor 和田 武

13220

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

20世紀のエネルギー利用の問題点について理解を深める。

21世紀の中核となる再生可能エネルギー（太陽エネルギー、風力、バイオマス、地熱など）の基礎知識を獲得する。

現代世界の再生可能エネルギー普及動向とその特徴についての認識を深める。

持続可能なエネルギー利用のあり方を知り、日本でのその実現を目指す市民としての力を習得する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「資源エネルギー論」講義の概要

エネルギーとは？　人類の資源・エネルギー利用の歴

史、エネルギーの基礎知識

資源、エネルギー、歴史、電気、熱、動力、１

従来のエネルギー利用の問題点（1）エネルギー資源の

枯渇

地下資源、再生不能資源、化石資源、石炭、石油、天

然ガス、原子力資源、ウラン、埋蔵量、可採年数

２

従来のエネルギー利用の問題点（2）化石資源利用によ

る環境汚染；大気汚染と酸性雨

化石資源、石炭、石油、天然ガス、大気汚染、NOX、

SOX、酸性雨、酸性降下物

３

従来のエネルギー利用の問題点（3）化石資源利用によ

る地球温暖化・気候変動

化石資源、石炭、石油、天然ガス、CO2、温室効果ガ

ス、地球温暖化、気候変動

４

従来のエネルギー利用の問題点（4）原子力発電の苛酷

事故とその影響

ウラン、核分裂生成物、高レベル放射性物質、放射能、

放射線、原子力発電所事故、

５

従来のエネルギー利用の問題点（5）原子力発電におけ

る核燃料サイクルの問題点

沸騰水型原子力発電所、加圧水型原子力発電所、使

用済み核燃料の再処理、プルトニウム、高速増殖炉、

６

持続可能な資源・エネルギー利用とは？ 省資源、リユース、リデュース、リサイクル、省エネル

ギー、エネルギー効率改善、再生可能エネルギー、再

生不能エネルギー

７

世界のエネルギー利用動向（1）世界のエネルギー利用

の現状と特徴

エネルギー、石炭、石油、天然ガス、原子力、再生可能

エネルギー国際エネルギー機関（IEA)、

８

世界のエネルギー利用動向（2）デンマークの再生可能エ

ネルギー

再生可能エネルギー、風力発電、バイオマス、地域暖

房、エネルギー21計画、市民参加

９

世界のエネルギー利用動向（3）ドイツの再生可能エネル

ギー

再生可能エネルギー法、再生可能エネルギー熱法、電

力買取補償制度、再生可能エネルギー普及による産業

発展・雇用創出・農村地域活性化、風力発電、太陽光

発電、バイオマス

１０

世界のエネルギー利用動向（4）アメリカの再生可能エネ

ルギー

連邦と州のエネルギー政策、オバマ大統領、グリーン

ニューディール、風力発電、バイオ燃料、太陽光発電、

スマートグリッド

１１

世界のエネルギー利用動向（5）インドの再生可能エネル

ギー

発展途上国、新・再生可能エネルギー省、統合農村エ

ネルギー計画、未電化村の電化、風力発電、太陽光発

電、バイオマス、

１２

世界のエネルギー利用動向（6）中国、アジア諸国の再生

可能エネルギー

中国、東南アジア、フィリピン、タイ、エネルギー政策、熱

帯地域、風力発電、太陽光発電、バイオマス、

１３

日本のエネルギー利用の現状と課題 京都議定書、CO2削減目標、エネルギー政策、電力買

取制度、原子力、再生可能エネルギー、

１４

まとめ・持続可能なエネルギー社会を目指して ２１世紀、省エネルギー、エネルギー効率改善、再生可

能エネルギー、原子力

１５
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上記のように，優れた自主レポートについては、上記評価に加点（ただし 大10％以内）する。

教科書による予習、復習に努めることを望む。

上記のほかに、必要に応じて講義中にも紹介する予定である。

君が取り組むことを望む。その成果は「自主レポート」として提出することができる。なお、自主レポートのテーマや書き方は自由で、授業期間内

に1回に限らず何度でも提出できるものである。優れたレポートについては、成績評価にプラスする。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国際機関：国連エネルギー機関（IEA)；http://www.iea.org/、IPCC；http://www.ipcc.ch/、国際再生可能エネルギー機関；http://www.irena.org/、

国際原子力機関（IAEA)；

国内機関：経済産業省；http://www.env.go.jp/、環境省；http://www.env.go.jp/、資源エネルギー庁；http://www.enecho.meti.go.jp/、NEDO（新エ

ネルギー産業技術開発機構）；http://www.nedo.go.jp/、自然エネルギー市民の会；http://www.bnet.jp./pare/、など。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講用ノートをとる習慣を身につけることを勧める。受講での学びを自主的に補充や発展的学習し、ノートに記録することで、力がつくはずであ

る。

下記参考書のうち，『環境事典』や『環境資料集成』以外の参考書を少なくとも，１冊以上，読むことが望ましい。また、新聞等を通じて環境問題

や環境政策に関する記事に日常的に目を通しておくことも重要である。

質問等は授業終了後に直接聞くこと。やりとりで理解が深まる。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

拡大する世界の再生可能エネルギー 和田　武／世界思想社／／2011年４〜5月出版予定

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境辞典 日本科学者会議／旬報社／978-4-8451-1072-8 ／環境用語の調査に 適。

環境資料集成（全９巻） 日本科学者会議／旬報社／／環境関連資料調査に 適。

飛躍するドイツの再生可能エネルギー 和田　武／世界思想社／978-4-7907-1346-3 ／ドイツのエネルギー動向、政策、市民

の取り組み

増補版：デンマークという国 自然エネルギー先

進国

ケンジ・ステファン・スズキ／合同出版／978-4-7726-0361-4／デンマークの先進的再

生可能エネルギー普及

クリーン＆グリーンエネルギー革命　―　サステ

イナブルな低炭素社会の実現に

東京大学サステイナビリティ学連携研究機構／ダイヤモンド社 ／978-4478012581／

21世紀のエネルギー改革の方向

再生可能エネルギー先進国インド 和田幸子／日報出版／978-4-89086-249-8／インドの再生可能エネルギーの先進性

よくわかる自然エネルギー 自然エネルギー推進市民フォーラム／合同出版／9784772602969／再生可能エネル

ギーの基礎知識

地球温暖化を防止するエネルギー戦略 林・矢野・青山・和田  ／実教出版／4-407-02971-4 ／温暖化防止のエネルギー利用

のあり方

ソーラー地球経済 ハーマン・シェーア／岩波書店／9784000056076／今後の再生可能エネルギー経済

環境展望　1〜5巻 日本科学者会議 ／実教出版／978-4-407-31352-9／各巻に温暖化・エネルギー関連

の論文を掲載

エネルギーと環境の話をしよう 西尾 漠／七つ森書館／978-4822808754／原子力問題について理解を深める

データから読み解くエネルギー問題 松井賢一／エネルギーフォーラム ／978-4885553585／エネルギーデータの理解の仕

方

新・地球環境論 和田　武／創元社／4-422-40017-7／地球環境問題の全容の理解に役立つ　　　　　　

グリーンニューディール 末吉竹二郎 ／読売新聞社／9784860181703／オバマのグリーンニューディール政策

の解説

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％

レポート試験 提出義務のあるレポートは課さないが、自主レポートの提出は何回でも可能である。そのなか

で優れたレポートの場合、成績評価に 大10％まで加点することがある。

0 ％

平常点評価 授業の感想、意見、質問等を記述する小レポートの提出を数回，求める予定である。それらを

平常点評価の対象とする。必ず，提出すること。

20 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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地球環境問題の克服のために資源エネルギー利用のあり方が問われている。市民生活を営む上でも、行政、企業などで働く立場からも、エネル

ギーについての見方、考え方を身につけなければならない時代になっている。自主的、積極的に学んでほしい。
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義の狙いは、受講生が「階層（社会階層）」という概念を理解し、その理解に基づいて日本社会を認識する力を習得することです。「階層」と

は、収入などの社会的資源の格差を記述するための概念です。したがって、階層を論じることは「総中流」と言われてきた日本社会の中にある格

差を認識することでもあります。講義では、教育、家族、仕事といった身近なトピックと絡めつつ、このテーマについて論じていく予定です。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。講義では「数字・データ」や「数式」も登場します。しかし、議論の中心は、階層（格差）を維持したり、作りだしたりする仕組みであ

り、その仕組みを認識するための概念・論理です。「数字アレルギー」「数学アレルギー」の方も毛嫌いせず、受講してください。

授業中にプリントを配布します。

配布のプリントに記載し、紹介します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

社会階層論 (S)

担当者名 /  Instructor 中井 美樹

13213

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会階層論および関連分野の概念・論理を習得すること。すなわち、そうした概念・論理を用いて（日本）社会を論じることができるようになるこ

と。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

近年マスメディアには「格差」をめぐる議論があふれています。それらに親しんでおいてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会階層とは何か 社会階層、社会移動 １

階層および階層論の現状(1) 階層、階級、社会移動 ２

階層および階層論の現状(2) 社会階層、社会移動、社会的資源の配分 ３

現代日本の社会階層(1) 社会階層、社会移動、社会的地位、職業 ４

現代日本の社会階層(2) 社会階層、社会移動、開放性 ５

現代日本の社会階層(3) 地位達成、階層再生産 ６

教育と社会階層(1) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド 

７

教育と社会階層(2) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド 

８

教育と社会階層(3) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド

９

社会階層とジェンダー(1) ジェンダー、セグリゲーション １０

社会階層とジェンダー(2) ジェンダー、セグリゲーション １１

社会階層と家族(1) 家族、世帯 １２

社会階層と家族(2) 家族、世帯１３

社会階層と文化 文化的再生産、ハビトゥス１４

確認テスト（70分）と解説（20分） １５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 15週目に実施する確認テストと、数回のレポート課題により評価を行う予定です。 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

ガバナンス（governance）という言葉は、社会科学の様々な分野で、様々な意味で用いられています。この講義では政治・行政分野における「ガ

バナンス」を理論的、実証的に示します。

　政治・行政の分野ではガバナンスは大きく分けて二つの意味で用いられています。一つは政策の形成過程・運営過程への関係者（住人、

NPO、企業等）の参加、もう一つは行政組織の効率化の試みです。両者とも、従来の行政機構（government）が時代のニーズを捉えきれていない

ことや、行政活動において資源が有効に使われていないことに対する不満から生まれました。

　講義では、ガバメントが機能しない理由、ガバメントからガバナンスへの動き、ガバナンスとガバメントの補完関係などについて考えてゆきたい

と思います。なお、具体的事例を取り入れながら講義を進めます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

原則として、期末試験に基づいて成績評価を行います。

日常点を加味することもありますが、日常点はあくまでも補足資料です。

特に指定しません。

特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞、雑誌などで、ガバナンスに関する情報に気をつけていてください。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義中に、適宜、紹介します。

単位数 /  Credit 2

社会ガバナンス論 (S)

担当者名 /  Instructor 太田 美帆

15893

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ガバナンスの必要性を理解していること。

・ガバナンスのための仕組みを理解していること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

疑問点が生まれたときには、質問するなどして、早めに解決してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『福祉国家のガヴァナンス』 武智秀之／ミネルヴァ書房／／

『福祉社会：社会政策とその考え方』 武川正吾／有斐閣／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入：ガバナンスとは何か？ 社会ガバナンス、コーポレート・ガバナンス  

  

第１回目

ガバメントとガバナンス 官僚制第２回目

地方自治の変遷 地方自治改革第3-5回目

行政活動をシステムという視点から考える ネットワーク、組織連関分析第6-7回目

政策ネットワーク コーディネート第8-9回目

小課題第10回目

福祉提供の「バランスのとれた」役割分担に向けて 政府の失敗、市場の失敗、ボランタリーセクターの失

敗、福祉多元主義

第11-12回目

住民主体のための条件整備 スウェーデンにおける地域創生活動第13回

市民民主主義とそれを実現する仕組み 市民民主主義第14回

まとめ ガバメントとガバナンス第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本問題や概念について理解しているかどうか、また、それを自分の言葉で

論じることができているかどうかを評価する。 

90 ％

平常点評価 出席状況と小課題で判断する。小課題では講義内容の理解度を確認する。   10 ％
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 その他 /  Others

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

講義担当者は、社会学的議論の根底には何らかの思想が据えられていなくてはならないと考えている。そういった意味で思想性のない社会学の

議論は、必然的に無味乾燥なものにならざるをえないと思っている。本講義は産業社会学部の学生を主な対象としているため、社会学上の議論

と関わらせる形で社会思想史を講じたい。歴史や社会の変化、人間行為、科学の根底には社会思想が関わっているということを受講生に理解し

てほしい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・社会学史に関する講義

・西洋近代史（とくにフランス革命以降）および日本近代史（とくに戦後史）

出席はとらない

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・スケジュールは、大雑把な流れ程度に考えておいて欲しい（学生の関心・意欲・理解等を考慮に入れながら展開したい）

・また本講義では、理解を促進するために適宜、ビデオ等を積極的に利用する

・本講義は双方向性を重視するため、聴講生の主体的参加、および発言の機会を設けたい

単位数 /  Credit 2

社会思想 (S)

担当者名 /  Instructor 尾場瀬 一郎

15886

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・思想を現実と遊離したものとしてではなく、時代・社会の表現として理解していく力を身につける

・今日の私たちの生活と関係している基本的な思想を押さえていく

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・社会思想に対する関心をもつだけでなく、現代の社会問題にも敏感であってほしい

・本講義では知識の一方的伝達ではなく「考える」ことを重視したい

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 自己紹介　授業の進め方　成績評価の基準等に関する

説明

１回

社会思想を考える　 丸山真男　思想史の考え方　古層　執拗低音　マンハイ

ム　思想の社会学　マルクス　ドイツ・イデオロギー　史

的唯物論　

２～３回

勃興する近代社会 デカルト　方法序説　われ　幾何学　ロック　統治二論　

王権神授説批判　契約の思想 人民主権 

４～５回

近代社会の影 ルソー　社会契約論　市民　自然人　文明　ヘーゲル　

法の哲学　人倫　市民社会　欲求の体系国家　世界精

神

６～７回

質問日 ここまでの授業でよく理解できなかった内容に関する質

問に答える

８回

資本主義的生産様式かプロテスタンティズムか マルクス　資本主義的生産様式　貧困　プロレタリアート

　土台　イデオロギー　社会主義　ウェーバー　上部構

造　宗教改革　プロテスタンティズム　合理化　テイラー

主義　フォード主義マクドナルド化　世界の脱意味化

９～１０回

近代社会とファシズム 全体主義　ヒトラー　フロム　自由からの逃走　アドルノ　

ホルクハイマー　啓蒙の弁証法　道具的理性　再魔術

化　ディズニー化　コミュニケーション的合理性

１１回～１２回

戦後日本思想の特質 丸山真男　超国家主義　近代化　「である」論理　「する」

論理　マルクス・ウェーバー問題　高度経済成長　日高

六郎　滅私奉公から滅公奉仕へ　ミーイズム　公害問題

１３～１４回

グローバル化時代の思想 ギデンズ　バウマン　グローバリゼーション　再帰的近代

　個人化　ジャガノートとしての現代社会　リスク社会　

ポスト・モダン社会

１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会思想の根本問題を理解できているか論述試験を課す（６０分・８００字以上）80 ％

平常点評価 授業のなかで感想や意見を２～３回書かせる（２００字～４００字程度）20 ％
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・教科書は使用しない

・毎回、レジュメや資料を配布する（授業の後半部になって「まとめて欲しい」というような要求には、いかなる理由があっても応じられない）

・上に挙げたものは古典中の古典である

・難しいかもしれないが、社会思想史上の古典を何か一冊読んでほしい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

とくにない

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

西洋思想の１６人 尾場瀬ほか／梓出版社／／ウェーバー、フロムやグラムシ等、講義で取り上げる思想

家を扱っている

社会契約論 ルソー／岩波書店／／社会思想史の出発点に置かれるべき思想家

法の哲学 ヘーゲル／中央公論新社／／社会や国家のあり方をヘーゲルが論じた

ドイツ・イデオロギー マルクス／岩波書店ほか／／思想やイデオロギーを批判的に理解する方法について

論じている

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 ウェーバー／岩波書店／／プロテスタンティズムがいかなる意味で近代社会を準備し

たか

日本の思想 丸山真男／岩波書店／／日本の戦後思想を考える際、避けて通れない

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、学説史的な展開を踏まえつつ、学生諸氏にとって身近なテーマを取り上げる中で、「社会」病理学の基本的な視点の獲得を目指

す。パート１では、なぜ・どのように近代・現代社会に特有の社会病理が登場してきたのかを、社会構造の変化という観点から捉える。主に、「自

由」、「平等」、「博愛」といった近代社会で「正しい」とされている考え方が、逆に社会病理を生み出すといった視座を提示する。パート２では、青

少年の意識といった側面を社会病理学の視点から掘り下げる。特に、「社会には病理が元々ある」という見方と、「社会病理が社会的に作り出さ

れる」という視点との交錯を講義する。パート３では、近年登場してきた「新しい」社会病理への見方を、主に家族臨床から捉え、社会病理学への

理解の深化を図る。同時に、「心」を病理とする見方の進展が進んでいる現状に対して、「社会」病理学の視点からそれを懐疑的に見ていく重要

性を示す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「社会学史」、「基礎社会学」等の基礎的な知識を習得していることが望ましい。近年、マスメディアなどで頻繁に取り上げられる社会問題への関

心を持った学生の受講を希望する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会病理学 (S)

担当者名 /  Instructor 崎山 治男

13341

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・「社会病理」とされる事柄について、社会学的な見方を身につける。

・近代の「善」なる理念が、病理現象を産み出すパラドックスを理解する。

・とりわけ青少年の病理行動の背景を理解する。

・「新しい」病理現象とされる事柄への知識を深める。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 近代社会の功罪1

Part１：「社会」病理学とは何か：社会構造と社会病理・

「自由」であることは良いことなのか？：アノミーという社会

心理 

アノミー、自由2

「博愛」をどの範囲まで持てるのか？：都市化と社会的連

帯の崩壊 

アーバニズム、インナーシティ 3

「平等」であることはどこまで正しいのか？：「成功神話」

の落とし穴

教育、階層4

「勤勉」であるだけで良いのだろうか？：下位文化の光と

影

文化的再生産 5

Part2：現代の青年意識を「社会」病理学してみる・なぜ

「気の合う仲間」が出来るのか？文化的学習理論による

「仲間」作り 

学習理論6

近の少年は「キレやすい」のか？：少年犯罪を巡る統

計とレイベリング論

統計の陥穽 7

少年犯罪は「凶悪化」しているのか？：社会問題の構成

主義

マスメディアと少年非行8

地域や家族による支援はどこまで有効なのか：他者との

繋がりと紐帯理論

地域、ＮＰO9

「引きこもり」は何故起きるのか？：私事化する社会での

青年意識

コミュニケーションの高度化 10

Part3：現代社会の病理の諸相：社会病理の現在・目立つ

ことと目立たぬこと：劇場化する社会 

劇場型犯罪11

なぜ「家族」に問題を求めるのか？：トラウマとアディク

ション 

アダルト・チルドレン 12

「語ること」でラクになる？：ナラティブ・アプローチという相

互行為

セルフヘルプ・グループ 13

病理の過剰／病理の過剰：医療化の進展と社会病理 医療化・医療に回収される病理 14

まとめ：「心」の病理と「社会」の病理 「心」の病は本当か？15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容を踏まえ、自らの視点で社会病理を分析出来ているかで判断する。 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない。レジュメ、資料等を必要に応じて配布する。

必要に応じて紹介するが、社会病理学の学説史を押さえたものとして徳岡秀雄『社会病理を考える』世界思想社、宝月誠『逸脱とコントロール

の社会学』有斐閣、佐々木嬉代三『社会病理学と社会的現実』学文社を挙げておく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・社会病理は社会そのものを映し出す鏡である。日頃から新聞やニュース等に注目すること（但し、うのみにしないこと）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

　社会文化論とは、社会と文化とを一体のものとして捉える方法・領域のことです。つまり社会文化論は、社会を解明するのに文化や習慣・ライフ

スタイル等を知ることが必要であるとすると同時に、文化もまた社会の中に位置づけられて初めて理解されるとします。この授業では、現代社会

における様々な社会文化の現象を、特に諸個人が他者からどのように承認されているか、という視点から取り上げます。というのは、諸個人が

「成功した生」を営み自己実現に至りうるためには、他者から様々な形で十分に承認されていなければならないと考えるからです。その視点か

ら、現代社会における様々な社会文化現象（例えばオタク系文化、ポピュラー音楽、スポーツ文化等）を解明していきたいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

プリントを配布する。視聴覚教材は適宜用いる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　授業中に取り上げる参考書の何か一冊を、セメスター中にノートを取りながら通読してください。定期試験ではそれを問う出題をします。

　試験に役立ちうるように、ふだんから身近な社会文化現象の具体例に注目し、資料等を集めておいてください。

単位数 /  Credit 2

社会文化論 (S)  §  文化社会学 (W)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

15872

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会文化論の基本的方法、基本概念、基本学説を、隣接する諸領域と関連させながら理解する。

②現代社会における社会文化の基本的特徴を理解し、具体例に即して分析する力を身につける。

③批判理論におけるコミュニケーション・承認についての考察の内容を理解し、現代社会の病理を批判する意義を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会文化論の学習にあたっては、自分に身近な社会文化現象を関心と問題意識とを持って取り上げること、先行する研究者や思想家の概念

や思考方法を正確に学ぶこと、それらを具体的な現象に応用して考察して表現することが大事です。講義にきちんと出席して正確に学ぶととも

に、自分で思考し表現する能力を身につけるように心がけてください。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会文化をとらえる視点１――フランクフルト学派の文化

批判１

アドルノ　文化産業　ベンヤミン　複製芸術1

社会文化をとらえる視点２――フランクフルト学派の文化

批判２

ハーバーマス　生活世界の植民地化　新しい社会運動2

社会文化をとらえる視点３――フランクフルト学派の文化

批判３

ホネット　承認論　病理批判　承認をめぐる闘争3

社会文化をとらえる視点４――大衆文化論・消費社会論 カルチュラル･スタディーズ　ホガート　ウィルス　スチュ

アート・ホール　

4

社会文化をとらえる視点４――ポピュラー音楽論 ヘブディッジ　フリス　ロックの政治学　パンク5

音楽の社会文化――ジャズ論１ ジャズ　大衆文化　エスニシティ　6

音楽の社会文化――ジャズ論２ ジャズ　文化的承認　疎外7

音楽の社会文化――ジャズ論３ アドルノ批判　ブリコラージュ8

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化１

オタク系文化　マンガ小史　「萌え」9

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化２

オタク系文化　ポストモダン　シミュラークル　動物化10

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化３

オタク系文化　モダン　公共圏　インターネット11

コミュニケーションの現在――ケータイ論 ケータイ　ネット縁　極私的対話　モラルとマナー12

コミュニケーションの病理――いじめの理論化 ハーバーマスの植民地化論　ホネットの承認論　侵害　

心的外傷

13

身体の社会文化――スポーツと勝利至上主義 勝利至上主義　スポーツマンシップ　競争　精神性14

社会文化論のまとめ――新しい倫理へ 社会文化　「成功した生」　自己実現　自己決定　承認と

コミュニケーション　病理　新しい倫理

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終回に学習到達度を 終的に確認するテストを行う。評価基準：講義内容を理解し、自分で

具体例に応用して考察し、それを表現できているかを問う。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会文化学会ホームページ（社会文化研究の具体例を見ることができます）。

http://japansocio-culture.com/

批判的社会理論研究会ホームページ（批判的社会理論研究が実際にどのように行なわれているかを、見ることができます）。

http://affkt.jpn.org/about/

 その他 /  Others

授業中の私語は禁止します。従わない場合は、退出させます。

授業中のケータイ・メールは禁止します。従わない場合は、退出させます。

遅刻・途中退出は禁止します。

参考書 /  Reference Books

授業終了後、話しかけてください。その時、相談時間を指定します。

後日、私のメールアドレスを研究室のドアに張り出します。（件名には「社会文化論」とつけてください。件名のないメールは読むことができま

せん）。

後日、オフィス・アワーの時間を研究室のドアに張り出します。（オフィス・アワーは学生の皆さんが、大学での勉強に関して何でも相談に来る

ことができる時間です。気軽に活用してください。できれば事前にアポイントメントを取ってください）。

その他、研究室で空いている時間にはご相談ください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

討議と承認の社会理論 日暮雅夫著／勁草書房／ISBN978-4-326-10182-5／ハーバーマスやホネットのフラン

クフルト学派の理論研究の参考となります。

批判的社会理論の現在 永井彰・日暮雅夫編著／晃洋書房／ISBN4-7710-1462-0／同上。

文化論のアリーナ 文化論研究会編／晃洋書房／ISBN4-7710-1170-2／幅広く社会文化論の理論研究

の参考となります。

社会文化理論ガイドブック 大村英昭他編／ナカニシヤ出版／ISBN4-88848-939-4／同上。
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授業 の概要 /  Course Outline

今日の日本の青少年にとってイジメ経験は も深く共有された、しかも、生の意味感受性の危機に深くかかわる深刻な経験として成立している。

この経験を社会倫理（応答の倫理学）の視点から振り返って、そこに孕まれている実存的諸問題を分析し、あらためて、そこからわれわれの生が

直面している問題を自覚しなおすという思考の作業を試みたい。授業の素材としては、受講生自身のイジメ経験、文学、歌、など、経験を意識化

するうえで刺激となるさまざまな生きた材料を多用したい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし

立命館大学生協書籍部で販売

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会倫理学 (S)

担当者名 /  Instructor 清 眞人

15845

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自己自身の経験を哲学的に分析する思考経験をしてみる。「応答の倫理学」と呼びうる代表的思想家の基本観点を知る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書をよく読み、問題の全体的な相互関連への関心を高めること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

創造の生へ――小さいけれど、別な空間を創る 清眞人／はるか書房／978‐4‐434‐1148‐8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

基礎経験と思想（パースペクティヴ）――イジメ経験を問

い返す意義

基礎経験・パースペクティヴ・イジメ経験 ・記憶・村上春

樹の文学

1

イジメ経験が生みだす実存的諸問題１ 内面的自殺、実存のタマネギ化 、空虚化と暴力による

補償的存在充実、村上春樹の文学、三島由紀夫の文

学

2

イジメ経験が生みだす実存的諸問題2 存在の透明化、世界の夢化と他者の消滅、自傷行為を

とおしての存在確認 村上春樹の文学、三島由紀夫の

文学, ジョン・レノンの歌Strowberryfield for ever 

3

イジメ経験が生みだす実存的諸問題3  傍観者化、友情という基礎経験の崩壊 、可能性意識の

縮減と孤立感、仲間性の人間学 

4

存在承認による生の解放とジョン・レノンの歌 Oh my 

love , Love  

愛と実存、フランクル、ジョン・レノン  5

心的外傷とジュディス・ハーマンからの問題提起  ケアされた経験、ジュディス・ハーマン、治療同盟、ジョ

ン・レノンの歌Mother　Help 

6

応答の倫理学1――レヴィナス レヴィナス、傷つきやすさ（vulnerability）7

応答の倫理学2――フロム 応答責任性、フロム8

応答の倫理学3――ブーバー 「私‐きみ」関係性9

応答の倫理学3――レイン 自己と他者10

応答の倫理学4――ニーチェとサルトル 暴力のマニ教主義11

応答の倫理学5――フランクル 生の意味への問いのコペルニクス的転換、黒澤明作品

「生きる」

12

実存と意味欲求 実存、意味、ニーチェ13

文学と倫理 三島由紀夫と村上春樹のあいだによこたわ

るものとしてのニーチェ

三島由紀夫、村上春樹、ニーチェ14

まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーの提出数

授業中に出すミニレポート課題への取り組み 

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

　近年の地方分権改革論議のなかでとくに問われているのは、国から地方への権限委譲の受け皿としてある地方自治体の行政能力とともに、そ

の地域で暮らす住民の自治能力である。住民参画や合意形成にもとづく地域社会の住民自治が成り立ってこそ、真の分権型社会への展望もま

た見いだされる。

　本講義では、かかる観点から、規制緩和や分権改革という流れのなか、官民協働のローカル・ガバナンスが期待される現状において、それを

下支えする「住民自治」とは何かということをあらためて問い直すべく、「市民自治」や「地方自治」など「自治」をめぐるこれまでの議論と実際を検

証しながら、その本質について考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　講義で配布するプリントや資料は限られた時間内では消化しきれないため、講義後にも隅々まで目を通しておくこと。また、講義は本テーマをよ

り深く考えていくための素材を提供する契機であるため、上記の参考書以外にも、関連する文献・資料を自ら熟読して、知見を豊かにしていくこ

と。さらに、講義内容は、歴史学や行政学、政治学、経済学などの隣接諸科学にも触れることになるので、それらの分野の基礎知識も視野に入

れておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

住民自治論 (S)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

13311

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）「市民自治」をめぐる歴史と思想を習得することを通じて、前近代から近代への世界史的な変遷のなかで、各時代における「自治」という概念

が示唆していた事象を把握することができる。

（２）日本の近代史を紐解くなかで、日本の「地方自治」の生成・発展の諸相を、地方自治をめぐる制度の動向にもとづきながら理解することがで

きる。

（３）日本における「住民自治」の担い手として、これまで有力であった伝統的地域住民組織の成り立ちやその役割の変遷を把握するとともに、近

年における地域社会の新たなアクターとして注目されている市民活動組織との比較において、自治のあり方を再検討することの可能性を見いだ

すことができる。

（４）ローカル・ガバナンスの現状と課題を、英国および日本の地域社会における具体的な事例から学び、住民自治の担い手として主体的に関

わっていける方途を考えることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション—「自治」とは何か 市民自治、地方自治、住民自治、セルフガバメント1

「市民自治」の歴史と思想（１）—古代都市国家と市民自

治—

古代ギリシア・ローマ、ポリス、市民自治2

「市民自治」の歴史と思想（２）—中世ヨーロッパの都市と

市民自治—

中世ヨーロッパ、自治権、自治都市、コミューン3

「市民自治」の歴史と思想（３）—国民国家の誕生と近代

自治思想—

近代国民国家、ナショナリズム、中央集権体制4

日本の近代と「地方自治」の歩み（１）—幕藩体制から明

治維新へ—

むら、地方制度、市制町村制、府県制郡制5

日本の近代と「地方自治」の歩み（２）—明治期から戦時

体制へ—

国家統制、「地方自治制」の改編、国家総動員6

＜続＞日本の近代と「地方自治」の歩み（２）—明治期か

ら戦時体制へ—

国家統制、「地方自治制」の改編、国家総動員7

現代日本における「地方自治」の変遷（１）—日本国憲法

の制定と戦後改革—

日本国憲法、地方制度改革、地方自治法8

＜続＞現代日本における「地方自治」の変遷（１）—日本

国憲法の制定と戦後改革—

日本国憲法、地方制度改革、地方自治法9

現代日本における「地方自治」の変遷（２）—高度成長期と

住民運動—

高度経済成長、革新自治体、公害問題、都市問題、住

民運動

10

＜続＞現代日本における「地方自治」の変遷（２）—高度

成長期と住民運動—

高度経済成長、革新自治体、公害問題、都市問題、住

民運動

11

現代日本における「地方自治」の変遷（３）—地方分権改

革と住民自治—

地方分権一括法、機関委任事務制度の廃止、地方の

時代

12

現代日本における「地方自治」の変遷（４）—「三位一体」

改革と市町村合併・道州制—

「三位一体」改革、市町村合併、道州制、自治体内分権13

「住民自治」と「市民自治」（１）—住民がつくる市民的公共

の地平—

「私」と「公」、「共同」と「公共」、ローカル・デモクラシー14

「住民自治」と「市民自治」（２）—ローカル・ガバメントから

ローカル・ガバナンスへ—

基礎自治体改革、ローカル・ガバナンス、参加、協働、

市民活動

15
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　講義では、コメントシート以外に口頭で意見を求めることもある。その際、「わかりません」という即答は避け、頭を働かせること。また、受講

にあたっては、自主性と協調性がありかつ積極的に関与できること。

教科書は使用しないが、毎回、プリントおよび資料を配布する。

上記以外の参考文献は講義の中で適宜提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本地方自治学会ホームページ　http://wwwsoc.nii.ac.jp/localgov/

内閣府ホームページ　http://www.cao.go.jp/

上記以外のホームページは講義の中で適宜提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　地域社会の「自治」をめぐる諸事象・問題に関心を持ち、日頃からそれに関する新聞やテレビのニュース・話題に接し、社会的想像力を働かせ

て自分自身の考えや行動の指針を表明できるようにしておくこと。また、「自治」は、「市民」とともに社会科学のキーワードでもあるため、古今東

西の文献や資料を読み解きながら、自らの「自治」力を身につけ実践していくことが望まれる。

オフィスアワーに研究室に来室するか、メールで連絡のこと。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

市民自治の歴史・思想と哲学 小滝敏之著／公人社／9784861620508／2008年

日本の地方自治 その歴史と未来 宮本憲一著／自治体研究社／9784880374352／2005年

新しい公共性と地域の再生 山崎怜・多田憲一郎編／昭和堂／4812205417／2006年

住民と自治 自治体問題研究所編／自治体研究社／9784880379371／各月刊

コミュニティ政策 コミュニティ政策学会編／東信堂／1348608X／各年報

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問と小論形式で、授業全体を通しての受講者の理解度を把握する。小論では、論理的思考

力と独創性を評価する。

80 ％

平常点評価 授業の節目において数回の小レポートを課すが、コメントシートとして、質問や感想を求めるも

のである。

20 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

 マルサスが「人口の原理」で提起した「食糧と人口の関係に関する命題・仮説」の再考をこの講義の「縦糸」とし、人口再生産と生活構造の関係

に関する知識・理論を「横糸」とします。

 そして日本の過去３００年の人口規模と人口行動（経験）を、歴史人口学と生活構造論の視点からデータに基づいて概説していく。そうして、現

代の先進諸国と開発途上国の人口問題・生活問題の本質を理解する一助とします。

 トピックは、人口維持と生活水準、人口の少子・高齢化、飢饉疾病と危機的死亡増、中絶と生活水準など。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

授業進行その他の理由で、授業スケジュール・ＶＴＲ・ＤＶＤ視聴日などに変更が生じる場合があります。その時は、事前に教室でアナウン

ス。必要に応じて出席をとり、受講実数を把握していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

人口論 (S)  §  生活構造論 (S)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

13318

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 人口を長期的に観察するどういうメリットがあるか。日本の歴史人口学と生活学の成果、オリジナル資・史料、省庁公開データなど具体的デー

タ・事例の検討を通じて、日本人の将来生活を理解・予測する。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

序論（講義解題、基礎概念、人口の現在） マルサスの命題、人口の定義、世界の人口問題、現代

日本の人口問題、world population clock 

１

ＶＴＲ－１「寿命」（アフリカ・シエラレオネ）＋（小ペイパー）

 

シエラレオネの概要、乳児死亡、平均余命、GIS data 

map 

２

人口再生産と生活構造－Ⅰ 生活構造概念の生成史、サラリーマンの誕生、家族論 ３

人口再生産と生活構造－Ⅱ 家族論、家計論、支出曲線と家族周期４

ＶＴＲ－２「サラリーマンの誕生」（日本）＋（小ペイパー） 東京市、産業化・都市化、明治大・正期、腰弁、学歴と

賃金（帝大卒と私大卒）　

５

人口再生産と生活構造－Ⅲ 労働力の保全、生活時間・空間論６

人口再生産と生活構造－Ⅳ world population clock 階級・階層論、現代日本の人口規模・構造（populaion 

bonus, population onus）・2050年予測 

７

ＶＴＲ－３「医療革命・集団検診」+（小ペイパー） 昭和農村の戦前・戦後（人口増加への助走）、佐久病

院、病気と呪術、栄養水準、女性 

８

近世人口論－Ⅰ（人口データの取得） 江戸システム、幕府・諸藩の文書体系、細川氏の人口

調査 

９

近世人口論－Ⅱ（人口データの取得） 村方・町方の文書体系、村絵図の世界、　幕府・諸藩の

人口調査、　人口史料の取得法

１０

近世人口論－Ⅲ（東北・太平洋諸藩の人口） なぜ東北地方か？　仙台藩のアウトライン、推計結果の

検証 

１１

ＶＴＲ－４「２０世紀の食糧生産」（インド、アメリカ、カザフ

スタン）＋（小ペイパー）

マルサスの命題、緑の革命、略奪農法/有機農法、遺伝

子操作 

１２

近世人口論－Ⅳ（凶作・飢饉と栄養供給） 過去帳、天保飢饉、栄養（カロリー）供給－異常年と平

常年〖GISデジタルマップ〗　庶民の暮らし、出産/出生

比、人口調節（sex selective）

１３

近世人口論Ⅴ（東北諸藩の人口対策）　　world 

population clock 

近世末期の人口減少対策：社会調査、移民・植民、育

児支援

１４

近代日本人口論Ⅰ（東北の藩・県） 東北日本の凶作経験と食糧生産・人口移動〖GISデジ

タルマップ〗結論（マルサス命題再考）－講義まとめ 

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記による回答を以下の３点で評価。1）設問に対する回答の妥当性＝講義の理解度、2）「自

分のことば」で論理的に記述、3）丁寧な文字で記述。

70 ％

平常点評価 「小ペイパー」の水準を評価。30 ％
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人口学の基本用語は「人口学大事典」（日本人口学会,2002）を、社会学は「新社会学辞典」（有斐閣,1993）を参照するとよい。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

www.mhlw.go.jp/ （厚生労働省ＨＰの統計を参照）、www.cao.go.jp/（内閣府ＨＰ）

www.stat.go.jp/（総務省統計局ＨＰ）、www.ipss.go.jp/（国立社会保障・人口問題研究所ＨＰ）

google, yahooなどで省庁・機関名、key wordを入力してアクセス。 

 その他 /  Others

◎VTR・DVDは、上記より適切なものがあれば、可能なかぎり予告の上で、変更することがあります。

◎配布レジュメは、①当日分は教室で配布。②残りは、次週まで（１週間）以学館レジュメboxにおかれる。

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

18・19世紀の人口変動と地域・村・家族─歴史

人口学の課題と方法─

高木正朗／古今書院／978-4-7722-4114-4／後半の授業に直接関連した参考書

人口で見る日本史 鬼頭　宏／PHP研究所／978-4-569-69204-3 ／日本人口の規模を通史的に概観した

入門書

人口学への招待－少子・高齢化はどこまで解明

されたか─

河野稠果 ／中公新書／978-4-12-101910-3 ／現代日本の人口問題の入門書

我が国の人口動態 厚生労働省大臣官房統計情報部（編）／厚生統計協会／ 新版 ／日本の人口動態

指標をコンパクトにグラフ化（安価に入手可能）

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

わが身に関わるこの上なく重要なことでありながら、自分でも気づいていないこと、そのありかを昔の人はあの世や霊界に想定し、現代人は無意

識に求める。

　私は何に突き動かされて生きてきたのか？私は何に向かって生きているのか？わたしは誰か？私の心の中で何が起こっているのか？

　こういった誰にとっても気になる問題に取り組む精神分析は、２０世紀の も代表的な心理療法の流れであるだけでなく、それなしには現代社

会を理解できないとさえ言える思想、精神運動、社会文化現象でもある。

　本講義では、種々の関連文献や関連サイトを紹介しながら、広い意味での精神分析（意識以外に無意識も認める深層心理学、力動心理学と

称される）を代表するフロイトとアードラーとユングの三人三様の生涯と思想と後継者たちにおける展開を紹介する。 初の３日間の 後の時間

は、深層心理学に関連する映画等（タイトルは未定だが、いずれにせよ、比較的見る機会の少ないもの）を鑑賞し、心理学的な映画の見方ある

いは映画に示唆される人間理解を学ぶとともに、現代文化における心理学の役割や功罪を冷静に見つめるきっかけを提供したいと思う。できる

だけ、DVD,CD、OHC、PCなどの視聴覚教材を駆使して授業内容の理解を促進したい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特に指定しないが、広く人文科学的教養を身につけられるような科目を意識して履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

臨床心理学だけでなく、人間に関わるさまざまな学問に日ごろから馴染んでいること。オンライン百科事典Wikipedia（日本語版、できれば英語版

も）の関連項目の説明に目を通しておくこと。ただし、記述の真実性に関しては慎重であること。

単位数 /  Credit 2

精神分析論 (S)

担当者名 /  Instructor 村本 詔司

20287

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）教養としての精神分析を学ぶことを通じて、人間や社会文化、歴史についてのリテラシーを広め、深めること。

（２）心理臨床関係の仕事を志望するものにとってのある程度の準備。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回：オリエンテーションとフロイトの精神分析（１）　

     

ユダヤ、ウィーン、唯物論、ヒステリー、性の欲動と自我

第2回：フロイトの精神分析（２）

   

【キーワード】意識と無意識、快楽原則と現実原則、エ

ディプス・コンプレックス、死の本能

第3回：フロイトの精神分析（３）

     

【キーワード】文化の解釈、フロイト以降の精神分析の

展開

第4回：深層心理学と文化（１）      【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理

学。映写時間の関係で第３回の後半から始まる可能性

がある。

第5回：アードラーの個性心理学（１）      【キーワード】劣等感と優越感、自分だけの理屈、思

い込み、ライフスタイル、人生目標

第6回：アードラーの個性心理学（２）

     

【キーワード】共同体感情、ホーリズム

第7回：アードラーの個性心理学（３）

    

 【キーワード】アードラー以降の展開：　フランクルのロ

ゴテラピー、人間性心理学、現存在分析

第8回：深層心理学と文化（２）

    

 【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理学。

映写時間の関係で第７回の後半から始まる可能性があ

る。

第9回：ユングの分析心理学（１）      【キーワード】運命としてのキリスト教、内向性と外向

性、コンプレックス

第10回：ユングの分析心理学（２）

  

 【キーワード】元型（自我、ペルソナ、影、アニマとアニム

ス、自己）

第11回：ユングの分析心理学（３）      【キーワード】錬金術、シンクロニシティ、宗教

第12回：深層心理学と文化（３）

     

【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理学。映

写時間の関係で第１１回の後半から始まる可能性があ

る。

第13回：精神史における無意識と心理療法

     

【キーワード】近代以前と近代における世界観・人間観、

科学技術と啓蒙思想、ロマン主義、ゲーテとワーグナー

第14回：現代社会における心理学

     

【キーワード】心理学人間、心理主義、ケアの管理

第15回：まとめと検証テスト

     

【キーワード】授業内容を振り返り、授業の理解度を問う



2011 年度シラバス立命館大学

まず非常に重要なことを述べておく。すなわち、レポート試験と平常点評価の両方を受けていることが単位認定の前提である。たとえ検証テ

ストの得点が非常に高いものであっても、レポートを提出していなければ、反対に、すぐれた内容のレポートを提出していても検証テストを受

験してなければ、単位は認定されない。　

　毎回終了時に、その回の内容を理解しているかどうかをチェックする設問を行い、その答えを出席カードの裏に書いて提出してもらうことに

する。正答をもって出席とする。

　レポートのテーマとして現在の時点で以下のことを考えている。

①授業で取り扱った事柄から一つ選んで、考えるところ。

②授業で提示し、リストに挙げた映画、文学作品、劇、音楽などをひとつ選んで、考えるところ（心理学的解釈、心理学への示唆など）。

③授業の感想。

①②③いずれも、サイズは1201-1600字。

　受講生の数などが明らかになった時点で、授業の内容や予定、方法を若干変更する必要が生じた場合は、授業開始前までに前もって連絡

する。

『マンガ　フロイト入門』 ブルーバックス 絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

『知的常識シリーズ　ユング』 マギー・ハイド 心交社 絶版状態だが、古書で入手可能。絶版状態。OHCで提示する

『Adler for Beginners』 Anne Hooper & Jeremy Holford Writers and Readers Publishing, Inc. 絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示

する

フロイト、アードラー、ユング関係で比較的廉価な書物がたくさん出回っており、ここにはあえて列挙しない。各自amazon.comなどで検索して、

それぞれの著者の立場に注意しながら、目を通すことをお勧めする。授業で適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Wikipedia（日本語版、英語版）の関連項目

日本精神分析協会http://www.jpas.jp/

日本精神分析学会http://www.seishinbunseki.jp/greeting.html

日本アドラー心理学会http://adler.cside.ne.jp/

アドラー心理学ネットワークhttp://homepage3.nifty.com/adlerian/

ユングネットhttp://www.asahi-net.or.jp/~we7n-hkt/jung.html

ゲーテ自然科学の集いhttp://www.cc.okayama-u.ac.jp/~ohtaro/goethe-natur/index.htm

日本ワーグナー協会http://www.wagner-jp.org/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

できれば、授業に先立って、WebCTに教材や資料などをアップしておくつもりである。これらやWikipediaなどでの授業に関連する項目を読んでお

くと、より有利な条件で授業に臨むことができて、授業がよりわかりやすくなる。

　集中講義で夏の暑い毎日、朝から夕方まで連続授業を行うので、注意の集中力をいかに持続させるかが課題となろう。休憩時間にしっかりと

気分をリフレッシュして、新たな気持ちで授業に臨むこと。

　授業内容に関する質問は、講師の個人ホームページ（http://www5d.biglobe.ne.jp/~shojimur/）のトップページからメールで行うことができる。

講師の個人ＨＰ

http://www5d.biglobe.ne.jp/~shojimur/

のトップページ下部にあるメールコーナーから

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『マンガ　フロイト入門』 ／ブルーバックス／／絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

『知的常識シリーズ　ユング』 マギー・ハイド／心交社／／   絶版状態だが、古書で入手可能。絶版状態。OHCで提

示する

Adler for Beginners Anne Hooper & Jeremy／ Holford Writers and Readers Publishing, Inc. ／／ 絶版状態

だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 基準：授業内容の理解、授業への積極的姿勢、授業内容の創造的活用、独創性

予想されるテーマ：

①授業で取り扱った事柄について

②授業で鑑賞した映画の心理学的解釈あるいは映画が示唆する心理学的人間理解

③授業の感想

20 ％

平常点評価 検証テストを 後の時間（第15回）に実施する。授業全体の内容の理解を問う。

出席。コミュニケーションカードの提出。授業内容の理解、授業への積極的な取り組みなどを主

な基準とする。積極的な姿勢と取り組み。毎回の終わりに授業内容理解のチェックを行い、正

答をもって出席とみなす

80 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

生命科学と先端医療の急激な発達により，「生・老・病・死」の諸相は大きく変容しようとしている。本講座では，生命倫理の問題群の倫理的・法

的・社会的な問題を考える。

本年度はとくに先端医療の発達と「生命の終わり」をめぐる問題に焦点を当て，そこから考察を発展させる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

前期に開講されている同担当者による教養科目「生命科学と倫理」を受講していることが望ましい。

一定以上の出席が無い場合，評価対象としない 

授業中の私語、途中入退出は厳禁します 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

生命科学と生命倫理に関連する問題は，ドキュメンタリーや新聞などで日常的に話題になる。また，医療問題をとりあげた映画やＴＶドラマも多

い。複眼的な視点で活用し，自らの問題意識を深める機会にしてほしい。 

単位数 /  Credit 2

生命倫理学 (S)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

15999

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・生命倫理をめぐる現代的課題を認識する。

・一市民としてどのように問題を理解し対処すべきか，多角的・多元的に判断するための基盤を獲得する。

・「安楽な死」「尊厳ある死」の言説をめぐる問題についての認識を深め，分析し，考察するための観点を獲得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

生死の問題は，誰もが自分自身の歴史のなかで自分自身を織り込んで考えることのできるテーマである。問題から「自分」を棚上げせず，自身を

織り込んで考えることを大切にしつつ，そこにとどまることなく，生死をめぐる社会構造や法理・諸制度の変遷，死をめぐる言説の歴史について，

授業で紹介する資料をもとに，各自が自主的・積極的な学習を進めてほしい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス／授業の概要と説明１．

導入：映画『海を飛ぶ夢』が問いかけるもの（１）映画視聴２．

導入：映画『海を飛ぶ夢』が問いかけるもの（２）論点の抽

出

３．

死の「再定義」：「脳死」という基準の登場と背景（１）臓器

移植という問題

４．

死の「再定義」：「脳死」という基準の登場と背景（２）「植物

人間」がもたらす表象

５．

カレン・アン・クインラン事件（１）事件の概要と裁判の経

緯

６．

カレン・アン・クインラン事件（２）ヒポクラテスの誓いと医

学

７．

「安楽死・尊厳死」論の系譜（１）慈悲による死８．

「安楽死・尊厳死」論の系譜（２）ナチス・ドイツ下の「安楽

死」計画

９．

「安楽死・尊厳死」論の系譜（３）ナチス後の安楽死運動１０．

生命倫理学／デス・スタディの誕生と展開（１）自律原則と

「死ぬ権利」

１１．

生命倫理学／デス・スタディの誕生と展開（２）ホスピス・

ムーブメントとメメント・モリ

１２．

生命倫理学／デス・スタディの誕生と展開（３）スピリチュ

アリティ・ブームとデス・エデュケーション

１３．

隠された問い：経済をめぐる問題１４．

残された問い：承認をめぐる問題１５．

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業理解および授業参加度を評価する。 50 ％

平常点評価 出席の他，授業終了後に，コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。50 ％
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参考文献は以上のほか、授業中に適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめて出会う生命倫理 玉井真理子・大谷いづみ編／有斐閣／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

命は誰のものか 香川知晶／ディスカバリー21／／

死ぬ権利――カレン・クインラン事件と生命倫理

の転回

香川知晶／勁草書房／／

いのちの選択 小松美彦・田中智彦・市野川容孝編／岩波書店／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

新たな社会モデルとして、「多文化共生社会」が模索されている。本講義では、異なる文化の間に生じる激しい軋轢や摩擦の現状を見極めなが

ら、いかにして、そうした困難を乗り越え、ひとびとが、文化の違いを、むしろ、「生き方の多様性＝豊かさ」として捉え返していけるのか、参加者と

ともに考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目は、現代社会専攻社会文化領域の入門専門科目として位置づけられている。そうした位置づけを意識しながら授業展開をこころがけるの

で、社会文化領域の関連科目を継続的に履修することが望ましい。

教科書は使用しない。

授業中に適時紹介していく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

期中に４回ほどレポートを課す。

単位数 /  Credit 2

多文化共生論 (S)  §  多文化共生論 (I)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

15857

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）文化の多様性について理解する。

２）自分とはいったい何者かという問いを出発点として、異なる文化に接近する

　　方法を理解する。

３）多文化共生問題の本質を理解する。

４）問題を乗り越えていく視点を獲得する。

５）具体的に提案し活動していく発想力・構想力を身に付ける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

初に、『１２人の怒れる男』を視聴する。単調な映画で、しんどいと思いの方は、この授業の受講自体を再検討されたい。なぜなら、こうした映

画を 後まで見ることができるか、いなか、それが、「多文化共生」という困難なテーマに立ち向かう皆さんの潜在能力を計る試金石となるからで

ある。分析レポートを課す予定。履修を希望する者は、初日から必ず参加すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入：映画『12人の怒れる男』鑑賞　 映画分析　レポート提出（以下、レポートスケジュールに

ついては、初回に説明する）

第１回

多文化共生問題へのアプローチ 「共生」という概念　エスニシティとは何か？第２回

ネイションとは何か？ TST分析について　「想像の共同体」　「民族という名の

宗教」

第３回

文化摩擦の事例研究 「イスラムのヴェール事件」第４回

国民国家とは何か？Ⅰ リヴァイアサンの登場　　フランス共和制の構造第５回

国民国家とは何か？Ⅱ 普遍主義のジレンマ　　　「相互性」の変質第６回

新たな国民国家像への挑戦 多文化主義のジレンマ　文化的ネットワーカーの必要性第７回

差別問題へのアプローチ ビデオ『青い目、茶色い目』　差別の普遍性第８回

文化的再生産の理論 文化にもとづく差別の構造化第９回

日本におけるエスニシティ問題Ⅰ 在日問題、新屋英子『身世打鈴』、中国帰国者問題第１０回

日本におけるエスニシティ問題Ⅱ 東九条マダン　多文化共生に向けた文化装置　第１１回

外国籍住民の政治参加 外国人市民会議の可能性　外国人選挙権付与問題第１２回

多文化共生に向けた社会形成 多文化社会とＮＰＯの役割第１３回

日本において多文化共生社会は可能か？ レポートフィードバック　ディスカッション第１４回

検証テスト 振り返りまとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験期間あるいは 終講義日に検証試験を実施する。60 ％

平常点評価 授業理解および授業参加度を評価する。

期中に、４回ほどレポートを課す。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適時紹介していく。

 その他 /  Others

期中に４回ほどレポートを課す。授業への参加姿勢をできるだけ評価したい。問題領域は、社会学・福祉問題・文化に関する学・NPO論など広範

囲にわたる。紹介する図書を、少なくとも２，３冊は授業を受講しながら読んでいって欲しい。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

その他 / Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　日本語には「身をもってわかる」という表現があるように、他者理解、異文化理解には、単に知識や教養だけではなく、身体そのものを使った理

解の水準が存在する。本授業では、授業時間においてさまざまなパーフォーマンスを学生自ら演じることで、異文化理解を実践し、その過程で多

文化コミュニケーション可能な身体とこころを養えるきっかけづくりとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　文化人類学入門、多文化共生論、文化人類学、比較文化論などの科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

多文化コミュニケーション (S)  §  多文化コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

13349

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　（１）「身をもってわかる」ことを心身ともに受容可能とすること

　（２）身体から入っていく理解を遂行することで、自らの身体について自覚的になること

　（３）多文化コミュニケーションの考え方を理解すること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ダイバーシティ・トレーニング・ブック 森田ゆり／解放出版社／／

心身一如の身体づくり 原尻英樹／勉誠出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「身をもってわかる」とは何か（１） 国際的にヒットした曲にみられる身体1

「身をもってわかる」とは何か（２） あいさつと拝礼にみられる文化の違い2

前近代的身体と近代的身体（１） 農作業にみられる身体とコミュニケーション3

前近代的身体と近代的身体（２） 古流武術にみられる身体とコミュニケーション4

パーフォーマンスと音楽（１） 東南アジアの身体5

パーフォーマンスと音楽（２） 東アジアと日本の身体6

異文化と食事作法（１） 欧米人の食事作法7

異文化と食事作法（２） アジアの食事作法8

アメリカで開発された多文化への理解作法（１） 近代的発想9

アメリカで開発された多文化への理解作法（２） 同一が前提の多文化10

前近代日本の異文化への対応（１） 歓待のテクニック11

前近代日本の異文化への対応（２） 学びのテクニック12

身もこころも受容可能のテクニック 身もこころも受容可能の倫理13

変わっていく身体と開かれていくこころ 身をもってわかるということ14

まとめ まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (30%)授業内レポート

　パーフォーマンス展開を振り返り、パーフォーマンスの意味について理解すること。

(70%)授業に出席し、さまざまなパーフォーマンスを自ら展開すること。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　都市政策とは、われわれが日常生活の場で直面する種々の都市問題を解決するための社会工学的取り組みに他ならない。本講義では、主と

して京都市を事例としつつ、都市のグランドデザインと局所的な地域デザインとの相互関係を分析する。このような作業を通じて、都市政策にお

ける基本コンセプトの構築方法とそれを具現化するための技術的アプローチの体系のあり方を考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「都市論」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

　学生諸君に可能な限り 新の情報を提供したいので、授業の内容が変更されることがあります。

単位数 /  Credit 2

都市政策論 (G)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

15828

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　都市の地域特性の把握方法、地域特性に対応した政策立案の実例についての知識、政策技法のトレーニング。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　教室で意見交換の場を設ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

まちづくりコーディネーター リムボン他編著／学芸出版社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　教養としての「まちづくり」　－都市政策を学ぶ意義を考

える－

　まちづくりコーディネーターの職能第１回

　まちづくりの達人 　あるスーパー公務員の実践例第２回

　景観の扉を開けると、「まちづくり」が見えてくる 　景観、景観保全地区、景観機構、ランドマーク、京町

家、国家戦略

第３回

　壊れゆく歴史街 　京都の都心部における景観破壊と住民運動第４回

　京町家の再生　－市民社会と地域社会－ 　パリ、パッサージュ、京都の袋路、細街路、密集市街

地、建築基準法

第５回

　京町家の再生② 　国際戦略とファンドレイジング 第６回

　住民自治組織の持続性と多様化 　京都の都心部のまちづくり活動と住民組織第７回

　コミュニティのパワーが地域を再生する 　学区のまちづくり活動第８回

　企業とのパートナーシップで拓く「まちづくり」 　住宅開発の新しいシステムの紹介第９回

　地域まちづくりに行政はどう関わるか 　行政マンの苦悩を考える 第10回

　公共事業の検証 　平安京、琵琶湖疏水、戦後ダム建設、談合問題。第11回

　都市の危機管理　⇒　犯罪都市の増加と対策 　ロンドン、犯罪、監視カメラ、移民排斥運動、コミュニ

ティ、ネットワーク 

第12回

　排斥の町 　米国におけるゲーディッド・コミュニティの実態第13回

　人権コミュニティの創造 　京都、被差別部落、人権、文化、近代化遺産、保存運

動、まちづくり、京都再生

第14回

　総括 　まとめの講義と質疑応答第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　マークシート方式で、50問出題する。 100 ％

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 古代から未来までの時間軸で都市の歴史的変遷過程を通時的に捉え、同時に、各時代断面ごとにみられる都市の地域間特性を共時的に概観

する。誰もが同意できるような「都市の定義」というものは今もって確立してはいないが、本講義では、これまでの都市づくりの実践例とその背景

にある諸学説とを学ぶ作業を通じて、われわれの身近にある都市の風俗や空間のコンテクストを解読する能力を養うことを目的としている。

　都市工学的、社会学的、文化人類学的方法を用いた都市解析の方法も紹介する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　特になし。

教科書は指定しない。参考書は授業中に適宜紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

都市論 (S)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

13333

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　歴史都市の概念の把握、都市の基本構造の理解、京都を舞台としたフィールドワークの実践力の獲得

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　教室で意見交換の場を設ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　歴史都市の超再生：歴史都市の光と影の分析 　歴史都市とは何か、京都、ニューヨーク、プラハ、フィレ

ンツェ、北京、空間、建築  

第１回

　平安京の都市設計思想 　風水思想、四神相応、右京と左京、権力と都市計画第2回

　京都の町衆と都市構造 　応仁の乱、信長と秀吉、都市改造第3回

　京都の近代化と都市政策 　明治維新、遷都、都市再生、町衆、番組小学校、先端

技術、伝統と革新の融合

第4回

　ニューヨーク①・マンハッタンの誕生から現在まで 　氷河、先住民、移民、貿易港、都市計画、摩天楼第5回

　ニューヨーク②・マンハッタンの20世紀 　ボヘミアン、経済の隆盛、都市文化の開花、ハーレム・

ルネッサンス

第6回

　ニューヨーク③・第二次ハーレムルネサンス 　アフリカン・アメリカン、ハーレム、スラム、都市再生、

NPO  

第7回

　ニューヨーク④・国連ビルの建築をめぐる建築家たちの

攻防

　ル・コルビュジエ、建築家、デザイン、権力闘争第8回

　ニューヨーク⑤・グラウンドゼロの復興計画 　9・11同時多発テロ、国際コンペ、ダニエル・リベスキン

ド

第9回

　リサーチデイ 　平安京の都市構造を体感するためのフィールドワーク

を実施する。

第10回

　建築家と都市計画 　ル・コルビュジエの作品群第11回

　都市の地域性と建築文化 　アントニオ・ガウディの建築と生涯第12回

　上海の都市と建築 　外国人租界、経済成長、未来都市、再開発、住民の

立ち退き

第13回

　ヨーロッパの歴史都市 　戦争と都市破壊、そして再生へ　⇒　ワルシャワ、ドレ

スデンなど

第14回

　総括 　総論としてのまとめ、質疑応答第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　マークシート方式で、50問主題する。100 ％

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

　可能な限り 新の情報を提供したいので、授業内容が変更されることがあります。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代日本経済分析をテーマとし、1990年以降のバブル崩壊不況と近年における若干の景気回復状況および国民生活の諸相について、文字通

りの「現局面」分析を行なう。

本科目は、もちろん独立した科目であるが、私のもう１つの担当科目「現代経済論」と連結しておりその後半部分にあたる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

松葉正文『現代日本経済論：市民社会と企業社会の間』晃洋書房。

授業中に適時紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

日本経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

13207

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに－日本経済の概況1

市民社会と企業社会2

大企業体制の２類型3

国家財政の動向4

勤労者層の賃金構造5

同上．労働諸条件6

外国人労働者問題の現状7

農民層の経済生活条件8

中小企業経営の現状9

国民の所得構成10

同上．資産構成11

社会保障の現状と問題点12

住宅・土地問題13

まとめ14

定期試験15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

家族やジェンダーに注目しながら，近代化とグローバル化が各地でどのような現状を生みだし，どのような変化をもたらしているのかを，各国・各

地域の家族や労働に関する調査研究を踏まえ，比較の視点から考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

家族社会学，ジェンダー論に関する科目を履修することが望ましい。

教科書は使用しない。

授業に関連するその他の参考文献については，授業において適宜提示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業に関連するウェブページについては，授業において適宜提示する。

単位数 /  Credit 2

比較家族論 (S)

担当者名 /  Instructor 山本 理子

15836

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・各国・各地域における家族の多様性を理解する。

・家族の多様性を生み出す社会システムの違いについて理解する。

・グローバリゼーションによって各国・各地域の多様な家族のあり方がさらに変化していることを理解する。

・多様な家族のあり方には，共通してジェンダー関係が織り込まれていることを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

アジアの家族とジェンダー 落合恵美子ほか・編／勁草書房／978-4-326-64874-0／

経済のグローバリゼーションとジェンダー 伊豫谷登士翁・編／明石書店／4-7503-1472-2／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入／家族の多様性 授業内容，進め方，成績評価／家族の国際比較1

西欧近代と家族 家族の諸類型，人口転換，<子ども>の誕生2

日本の近代家族 性別役割分業，M字型就業，家事労働3

近代家族成立以前の日本の家族 家，奉公，女中4

アジアの家族・ジェンダー　① 人口ボーナス，圧縮された近代5

アジアの家族・ジェンダー　② 女性のライフコース，教育移民6

アジアの家族・ジェンダー　③ 育児，高齢者介護，ケア・ダイアモンド，家事労働者7

生産労働・再生産労働とジェンダー 資本制，性別職務分離8

再生産労働と国際分業　① 受け入れ国，外国人家事労働者，国際結婚9

再生産労働と国際分業　② 送り出し国，トランスナショナルな子育て，矛盾した階級

移動，「頭脳流出」問題

10

グローバリゼーションとジェンダー　① 国際移動の女性化，生き残りの女性化11

グローバリゼーションとジェンダー　② サブシステンス経済，主婦化，インフォーマルセクター12

サブシステンス経済と家族・ジェンダー マチスモ、フチタン、サポテカ族13

北欧福祉国家における家族・ジェンダー 社会民主主義レジーム，女性の地位，移民問題14

まとめ：家族の多様性の展開 家族，再生産労働，女性移民，国際分業15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を評価するために，論述試験を実施する。60 ％

平常点評価 数回の授業において，授業内容に関するリアクション・ペーパーを書いてもらい，その提出の有

無と内容を平常点とする。リアクション・ペーパーの提出回数が半分に満たない者は，定期試験

の出来にかかわらず，単位を認めない。

40 ％
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 その他 /  Others

Eメールアドレス： myr11108@fc.ritsumei.ac.jp

ただし，頻繁にチェックしないので，質問はできるだけ授業の前後の時間にしてください。

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ジェンダーは一般に「社会的・文化的性別」と呼ばれる。性別は自然で普遍的な現象として捉えられがちだが、そのありようは、文化／社会によっ

て大きく異なる。この授業では、ジェンダーとはそもそも何か、という問いから始め、ジェンダーがどのように社会の中で生み出され、機能するか

を、比較社会学的観点から考える。具体的には、①ジェンダーという概念が生み出されてきた経緯を考察する。②セクシュアリティや生殖、恋愛

など、親密な関係性にまつわるテーマに焦点を当てながら、近現代のジェンダーをめぐる社会的変化を考察する。③映像資料などを用いなが

ら、ジェンダーがイメージとしてどのように作られていくかを考察する。④ジェンダーの越境可能性やその実践について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介した文献や映像作品などには、できるだけ多く目を通すこと。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

比較ジェンダー論 (S)

担当者名 /  Instructor 赤枝 香奈子

13314

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

性別を自然な現象としてではなく、社会的に構築されたものとして見る視点を獲得する。また、性や親密な関係など、従来、「私的な問題」として

認識されてきた事柄の、社会性や歴史的背景について理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は半期の授業中、かなりの分量の文章を書くこと、そのために授業テーマについて深く掘り下げて考えることを要求されるので、その覚悟

を持って臨むこと。

私語は厳禁。見つかった場合は退出を求める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：ジェンダーとは何か セックス／ジェンダー／セクシュアリティ1

ジェンダー研究の歴史（１） 第一波フェミニズム、新しい女、モダンガール2

ジェンダー研究の歴史（２） 第二波フェミニズム、ウーマン・リブ3

ジェンダー研究の歴史（３） 第三波フェミニズム、ジュディス・バトラー4

ジェンダーと親密性（１） 家族、性別役割分業5

ジェンダーと親密性（２） 友情、恋愛6

ジェンダーと親密性（３） ロマンティック・ラブ、ロマンティック・フレンドシップ7

ジェンダーと親密性（４） 同性婚、パートナーシップ制度8

ジェンダー・イメージ（１） 母／妻／娘／娼婦9

ジェンダー・イメージ（２） 少女／少年10

ジェンダー・イメージ（３） ホモソーシャリティ／ホモセクシュアリティ11

性別を超える（１） トランスジェンダー、トランスセックス、第三の性12

性別を超える（２） 性同一性障害13

性別を超える（３） 異性装、トム／ディー、ブッチ／フェム14

まとめ クィア15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったテーマや作品の中から、受講者の関心に基づいて一つを選び、それについて考

えを問うもの。論理的思考や批評的態度をもって検討、記述しているかどうかを見る。

50 ％

平常点評価 授業時間の 後に10～15分ほど時間をとって、リアクション・ペーパー（小レポート/感想文）を

課す。授業中に関心をもったことや、授業の内容に関連する身のまわりの事例、批判的意見な

どを書いてもらう。リアクション・ペーパーの内容と提出状況は成績評価に含まれる。リアクショ

ン・ペーパーは7回以上提出すること。

50 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

人間の普遍的行為（生き、他者を愛し、死を迎える）への対処法を、比較宗教の視点で通文化的に考察し、個々の価値を信じる他者を理解す

る。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　授業進行上の理由・その他の事情で、講義スケジュールやＶＴＲ・ＤＶＤ視聴日に変更が生じるときは、事前に教室でアナウンスします。必要

に応じて（「小ペイパー」とは別に）出席をとり、受講実数を把握していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較宗教論 (S)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

13211

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

人間はだれでも、有為転変するこの世間で、軽蔑をうけ不安のなかで生きるよりも、誇りと自信をもって生きるほうが、よほど快適である。そのた

めの「知恵」は、人類が長期にかけて蓄積してきているので、われわれはそれを古典から容易に入手できる。世界の宗教・思想が定式化した知

恵を素材とし、自分の生き方を形成していけば、個として「現在を生きる力」を構築する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　上記「授業スケジュール」に挙げた映画・小説・エセー・古典を、下記「参考書」に挙げた本を、できるかぎり見ておくことを勧めます。国際社会で

活躍するとき、彼らとの共通話題にできるでしょう。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入／宗教とは何か？　それは役にたつ

のか？ 

文化圏とエートス、セクト、支配の諸類型、3つの徳性

（合理・論理・倫理性） 

１

中国・東アジア文化圏の宗教（1）：氏族と「個」の葛藤（1） 「論語」の世界：孔子「仁＝博愛」の発見、魯迅「阿Q正

伝」、師弟関係、葬儀 

２

中国・東アジア文化圏の宗教（2）：氏族と「個」の葛藤（2） 「孟子」の世界：４端説、孝道にみる「古代的心性」、宗

法と国法 

３

中国・東アジア文化圏の宗教（3）:血の連帯、「社会」と「個

人」の欠如     

◎ＶＴＲ－１ 『客家：土楼の生活』 + 小ペイパー

（communication paper）   

４

中国・東アジア文化圏の宗教（4）：アジア的知識人と隠遁 「老子」「荘子」の世界：玄牝、無為自然、混沌・幽玄、

「胡蝶の夢」、逃げるが勝ち 

５

インド・ヒンドゥー文化圏（1）： 民族移動と哲学創成 ウパニシャッドの世界：アーリア人（「リグ・ヴェーダ賛

歌」）、アートマンとブラフマン、バラモン 

６

インド・ヒンドゥー文化圏（2）： 民族移動と言葉の誕生（印

欧語族とノストラ祖語）

◎ＶＴＲ－２『言語の起源』（印欧語族を中心に） ＋ 小ペ

イパー 

７

インド・ヒンドゥー文化圏（3）： ダルマ・アルタ・カーマ 「マヌの法典」の世界：人生の5周期、euthanasia、疎林と

錬行、マヌ法典の女性 

８

インド・ヒンドゥー文化圏（4）： 出家とニルバーナ（1） ブディズムの世界：釈迦「苦の発見」、諸学習合、密林と

輪廻転生、日本仏教 

９

インド・ヒンドゥー文化圏（5）： 出家とニルバーナ（2） ◎ＶＴＲ－３ 『ブッダの生涯』（バラモン、ヒンドゥー教との

相違）＋ 小ペイパー 

１０

ユダヤ・キリスト教文化圏（1）： 部族宗教の論理 「旧約聖書」（映画「十戒」））の世界：モーセ、十戒、「罪

の発見」（Ⅰ）

１１

ユダヤ・キリスト教文化圏（2）：「世界宗教」の論理（1） 「新約聖書」（映画「パッション」）の世界：ユダヤ教の隘

路とキリスト教、「罪の発見｝（Ⅱ）

１２

ユダヤ・キリスト教文化圏（3）：「世界宗教」の論理（2） 「新約聖書」（映画「ヴェニスの商人」）の世界：キリスト教

の隘路、ユダヤ問題（ディアスポラ） 

１３

ユダヤ・キリスト教文化圏（4）：「世界宗教」の論理（3） ◎ＶＴＲ－４『ヴェニスの商人』（キリスト教徒とユダヤ人）

＋ 小ペイパー 

１４

ギリシア・ローマ文化圏：ヨーロッパ文明の基礎　講義の

結論／宗教とは何か？　それは役にたつのか？ 

「イーリアス」「オデュセイア」の世界：古代人の生と死、

来世・葬儀・墓参 ◎ギリシアＪＰＧ画像 

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記による回答を以下の３点で評価。1）設問に対する回答の妥当性＝講義の理解度、2）「自

分のことば」で論理的に記述、3）丁寧な文字で記述。

70 ％

平常点評価 「小ペイパー」による理解度評価。30 ％
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その他は「授業スケジュール」に挙げた映画、小説、エセー、古典。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　用語、その概念などは「世界宗教大事典」で確認するとよい。wikipedia、google等によるキーワード検索は、あくまで第１次情報とし、キーワード

は必ず「辞書・辞典類」で確認することを勧めます。

 その他 /  Others

◎VTR・DVDは、上記より適切なものがあれば、可能なかぎり予告の上で、変更することがあります。

◎配布レジュメは、①当日分は教室で配布。②残りは次週まで（１週間）、以学館レジュメboxにおかれる。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

思想をどうとらえるか―比較思想の道標― 中村元／東京書籍 ／4-487-72157-1／世界思想の核心をわかりやすく解読

孔子・老子・釈迦「三聖対談」 諸橋轍次 ／講談社学術文庫 ／4-06-158574-6／東アジアの比較宗教を論じた名著 

ヨーガ禅道話 佐保田鶴治／人文書院／4-409-41008-3／仏教・ヒンドゥー思想の血肉化の一典型を

示す著書

福音書 塚本虎治訳／岩波文庫 ／4-00-338031-2／イエス・キリストの行動記録（生涯がわか

る

古代ローマ人と死 K. ホプキンス／晃洋書房／4-7710-0896-5 ／ローマ人の生活・死・葬儀・墓地墓石 

古代ギリシア人と死 R. ガーランド ／晃洋書房／978-4-7710-1998-0 ／アテナイ人の生活・死・葬儀・墓地

墓石

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、比較政治学の諸理論を学び、それらの観点から日本政治を検討することによって、①日本政治の諸特徴をよりよく理解し、②そして

（比較）政治学の基本的な発想法を学ぶことを目的としている。具体的には、①政治体制の多様性、②民主主義体制内における多様性、③先進

諸国内の多様性という三つの観点から、現代日本政治の諸特徴を検討していく。また、映像資料や新聞・雑誌などを利用して、できるかぎり現実

政治に引きつけていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・現代政治論などの政治（学）系の科目

本講義では、特定のテキストを採用せず、各回ごとにレジメを配布し、それに基づき授業を進めていく。講義内容を理解し、各自で学習を進め

ていくために、比較政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する。各パートごとの代表的な教科書は以下の通りである。

第一部：Ｊ．リンス＆Ａ．ステパン『民主化の理論』一藝社、2005年。

第二部：建林政彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』有斐閣、2008年。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較政治論 (S)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

15887

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・比較政治学のさまざまな理論を身に付ける

・比較政治学の理論に位置づけることで、日本政治の特徴を把握する

・現代（日本）政治に対して、自分自身の意見を持てるようにする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：比較することの意義、比較政治（学）と

は何か？

比較の二つの意義、比較分析の代表的な方法第1回

１：世界の中の日本①－政治体制の多様性－ 全体主義体制、権威主義体制、民主主義体制第2回

２：世界の中の日本②－政治体制の歴史的変遷－ 民主化の波、民主化の二つの局面（移行と定着）第3回

３：世界の中の日本③－民主化のゆくえ－ 民主化の諸理論、移行の条件、定着の条件第4回

４：民主主義体制としての日本①－選挙制度－ 小選挙区制、中選挙区制、比例代表制、選挙制度のイ

ンパクト

第5回

５：民主主義体制としての日本②－執政制度－ 議院内閣制、大統領制、半大統領制、執政制度のイン

パクト

第6回

６：民主主義体制としての日本③－政党システム－ 二大政党制、多党制、一党優位制、政党システムのイ

ンパクト

第7回

小テストとこれまでの復習第8回

７：民主主義体制としての日本④－議会制度－ 一院制、二院制、議会制度のインパクト第9回

８：民主主義体制としての日本⑤－政官関係－ 中央集権、地方分権、行政改革、ガバナンス第10回

９：民主主義体制としての日本（まとめ）－民主主義体制

の二つのモデル－

多数決主義型民主主義、コンセンサス型民主主義第11回

１０：先進諸国としての日本①－資本主義の多様性－ 自由市場経済（LME）、調整市場経済（CME）、国家主導第12回

１１：先進諸国としての日本②－福祉国家の多様性－ 社会民主主義レジーム、自由主義レジーム、保守主義

レジーム、日本型福祉国家

第13回

１２：先進諸国としての日本③－福祉国家の多様性の背

景とこれから－

福祉国家分析の諸理論、ネオリベラリズム、新しい社会

民主主義

第14回

まとめ：さまざまな視角からみる現代日本政治の諸特徴第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・講義内容の理解度および学習の到達度を確認する

・試験問題は、講義で説明した用語や概念を数行で説明する短答式および論述形式とする

70 ％

レポート試験 ・講義で学習した内容をふまえた、現代政治に関するもの20 ％

平常点評価 ・前半を終えた段階に行い、講義の理解度を確認する

・形式は、講義で説明した用語や概念を簡単に説明する短答式とする

10 ％
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第三部：新川敏光・井戸正伸・宮本太郎・眞柄秀子『比較政治経済学』有斐閣、2004年。

個別のテーマに関する参考文献については、授業で適宜紹介していく。上述の各パートごとの代表的な教科書以外にも、自分にあった（比

較）政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する（以下の文献なども参照のこと）。

加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学（第三版）』有斐閣、2008年。

久米郁夫・川出良枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝『政治学』有斐閣、2003年。

河野勝・岩崎正洋（編）『アクセス比較政治学』日本経済評論社、2002年。

岩崎美紀子『比較政治学』岩波書店、2005年。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義で適宜紹介していくが、政府機関や各新聞社などのホームページなどが有益である。

 その他 /  Others

講義中の私語は、他の受講生の迷惑になるため、厳禁とします。また、その他の注意点については、イントロダクションの際に説明します。講義

内容や学習方法など分からないことがあったら、講義の前後の時間や質問用紙を用いて、積極的に質問してください。

参考書 /  Reference Books

オフィスアワー以外の時間については、メールなどで事前に連絡してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　近年、日常の様々な場面で「恥じ知らず」な行為が目につく、日本人は「恥の感覚」を失った、といった論調が新聞等で目立つようになった。そし

て、日本人は文化人類学者によって「恥の文化」を持つとされたが、一体どうしてしまったのかとか、「恥の文化」の再生は今日の日本の課題であ

る、といった議論がしばしばそれらに続く。

　確かに人間関係に関わる「恥」は社会にとって重要な問題である。だが、「恥の文化」とは何なのか、それを日本文化に当てはめることが適当な

のか、そしてそもそも「恥」とは何なのか、という検討は、十分になされているとは言い難い。

　一方「恥の文化」を持つのは日本人だけではない。ネパールにも自らを「恥の民族」と呼ぶ先住民がいる。

　本講義では、①「恥の文化」に関わる日本文化論を今日の文化理論を踏まえて読み直し、②ネパールの「恥の民族」と日本の「恥の文化」との

比較検討を行うながら「恥の文化論」の根底を問い直していく。また、その他の「恥」に関わる議論も取り上げつつ、「恥」の現代性や文化にとって

の「恥」の問題について考察する。　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文化人類学入門、文化人類学（Ｓ）、現代社会専門特殊講義（フィールドワーク論）

課題の内容や期日については、授業中に指示するので注意して欲しい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 橘 健一

15844

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・今日の文化論の課題を理解する。

・日本文化論やネパール社会論に関わる基本的知識を身につける。

・個別文化の理解や記述といった民族誌的な課題を理解する。

・文化人類学の理論と倫理との関わりを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

下記の参考書を本講義では主に取り上げるが、受講者はそれ以外の日本文化論も各自で探して読んでおくこと。それにより、本講義の議論を応

用的に理解することが容易になる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

菊と刀  ベネディクト R.／講談社／／日本文化を恥の文化とした古典

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「恥」をめぐる今日の課題  イントロダクション1

日本文化は欧米文化の「あべこべ」なのか ジャポニスム2

文化を表象するとはどういうことなのか オリエンタリズム批判、表象、言説、ヘゲモニー3

日本の国民性はどう捉えられてきたか 100年前の日本4

国民性を論じることはできるのか 国民性論、ベイトソン5

文化のパターンを捉えることはできるのか 文化の型、文化相対主義6

日本文化は「恥の文化」なのか 菊と刀、ルース・ベネディクト7

日本は「タテ社会」なのか タテ社会の人間関係甘え、中根千枝、枠と属性8

日本人は「甘え」ているのか 甘えの構造、土居健郎、精神分析9

日本文化論はイデオロギーなのか イデオロギーとしての日本文化論、ベフ・ハルミ10

イデオロギーとは何か イデオロギー、アルチュセール、ギアーツ11

イデオロギーの無い社会はあるのか 交換論、互酬性、再分配、市場交換12

ネパールの「恥の民族」とは誰のことか チェパン、親族、遠慮13

イデオロギーと恥はどう関わるのか アウシュヴィッツの残りのもの、アガンベン14

全体のまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 WebCT等を活用し、授業期間中に複数回、講義の内容に関する課題の提出を求める。基本的

な概念についての確認テストも行う。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

ktt21323@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

タテ社会の人間関係 中根千枝／講談社／／日本社会をタテ社会とした論攷

甘えの構造 土居健郎／弘文堂／／日本文化の根本に甘えがあるとした論攷

イデオロギーとしての日本文化論 ハルミ・ベフ／思想の科学社／／日本文化論全般についての批判的検討

アウシュヴィッツの残りのもの アガンベン G. ／月曜社／／恥についての論攷を含む

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　「資本主義と伝統文化」

　資本主義が世界中を覆い尽くす今日の社会では、「世界が狭くなる」ことで逆に「民族」文化の個性が求められる。それにしたがい日常の様々

な場面で「民族らしさ」や「伝統文化」の重要性が論じられるようになる。時には、それらを強調した民族主義的な主張が突出し、資本主義による

グローバル化（あるいはアメリカ企業による「アメリカ化」）を敵と捉え、テロさえ起きる。

　そうした状況のなかで、資本主義やグローバル化と「民族」の「伝統文化」は対立したものとして捉えられる。だが、その際、資本主義とは何か、

「民族」とは、「伝統」とは何か、問われることはほとんどない。

　本講義では、「民族」やその「伝統文化」、資本主義の成り立ちについて、文化人類学、特に構造主義の立場から検討する。そのなかで、「伝統

文化」と資本主義が対立せずに接続される地点を示し、今後の文化のあり方を考察したい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文化人類学入門、現代社会専門特殊講義（フィールドワーク論）

課題の内容や期日については、授業中に指示するので注意して欲しい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義理解の補助となる文献を適宜、紹介するので、参考にすること。

単位数 /  Credit 2

文化人類学 (S)

担当者名 /  Instructor 橘 健一

13214

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・文化人類学の理論（構造主義以前）の概要を理解する。

・「構造主義（関係論）」がどのような理論か、「構造分析」がどのような方法か理解する。

・「伝統文化」と資本主義の構造とその問題を理解する。

・「文化」、「民族」という枠組みの多様性や歴史性を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義では映像資料を提示し、抽象的な概念や考え方を解説する。抽象度の高い議論を理解するために、参考文献や資料をしっかり読み込むこ

と。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめての構造主義 橋爪大三郎／講談社現代新書 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

資本主義と伝統文化  資本主義、伝統文化、原理主義、テロ1

文化とは何か 自然、人間、象徴、伝達2

意味とは何か シニフィアンとシニフィエ、表現と内容、隠喩と換喩3

神話と意味 二項対立、参照枠組み4

儀礼と意味 通過儀礼、コムニタス5

身体変工と意味 刺青、ピアス、切断6

贈与と意味 浮遊するシニフィアン、ゼロ記号7

貨幣と意味 原始貨幣、通貨8

市と意味 沈黙交易、共同体9

資本主義と意味 グローバル化、産業化10

ファッションと意味 流行、ナルシシズム11

裸と意味 物と科学、自由と平等12

民族＝国民と意味 国民国家、民族紛争、人種差別13

文化相対主義と意味 異文化交流と他者、同一性と差異14

全体のまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 WebCT等を活用し、授業期間中に講義の内容に関する課題提出を複数回求める。基本的概念

についての確認テストもおこなう。

毎回コミュニケーション・ペーパーを配布し、講義への質問、意見等を受け付ける。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

ktt21323@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

精神と自然 ベイトソン G.／新思索社／／

神話と意味 レヴィ＝ストロース／みすず書房／／

レヴィ＝ストロース入門 小田亮／ちくま新書  ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

“まちづくり”という言葉を頻繁に耳にする今日この頃であるが皆さんはどのように考えているだろうか。本授業では、その地域で働き、子育てを

し、自らの選択において住み続けることができる、そういった環境を整えていくことを、まちづくりの定義と考える。そのためには経済的な自立、住

民間の連携、支え合う意識、地域マネジメント組織の存在などが必要となってくるが、これらの要素が揃っている地域は多くない。当事者である

住民が主体的に課題に取り組む必要があるが、それが簡単ではないから問題が生じているのである。京都には、職住共存地区といって、古くよ

りそこに住みかつ和装といった伝統産業などの仕事の場を持つという生活スタイルが定着しているエリアがある。和装産業の低迷とともにまち全

体の力が弱まっているなかで地域力を高めるべくさまざまな取組が展開されている。本授業では、今地域に起きている課題とそれが生じている

背景、そこから脱しようとする取り組み、外部から地域に関わる者としてどのように支援するのか、などについて、京都のまちなかの事例を中心

に、全国の多様な事例や学生間の討議を交えて具体的に伝えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

都市計画法や建築基準法などがわかっていると理解が早い。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

自分の関心ある地域を特定し（自分が生活をしている場所、出身地等）、その場所での産業の状態、課題、あり様を観察、授業内容と連動して対

策などを考え、レポート作成に備える。

単位数 /  Credit 2

まちづくりと産業 (S)

担当者名 /  Instructor 善積 康子

13300

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・地域コミュニティの弱体化や地域経済の低迷など地域を取り巻く問題とそれが生じる背景について理解する。

・問題を整理し、多くの関係者と課題認識を共有する方法について知る。

・地域が活性化していくための道筋を一種類でもイメージでき、地域と共有できるような提案の形にまとめる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

まちづくりは自分自身が主体となることを想定して関わらないと、他人を動かす力を持ち得ない。周囲の声に耳を傾けながら自分の考えをじっくり

育ててほしい。正しい回答が一つというものではないので、自由な着想と現実とのバランスをとれるように考える練習が求められる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業ガイダンス（進め方等）、導入（自分の考えを簡単に

まとめる）

自分にとってのまちづくりとは（この授業で学びたいこと

を記述）

1

地域課題の説明 今、日本が置かれている状況の理解と地域経済自立の

必要性について

2

地域の取組について説明Ⅰ 地域自治の重要性、本能元学区の取組（京都市の都市

計画行政との関わりの中で地域が選択したこと）

3

京都のまちづくりの歴史・哲学の形成について 京都のまちづくりの系譜4

地域の取組についての説明Ⅱ 本能の取り組み・京都の取り組み（あるくらについて）5

地域の取り組みについての説明Ⅲ 農山村地域の取り組み（空き家対策、名産品の開発、

観光）

6

地域の取り組みについての説明Ⅳ　 鉱山町の取り組み（出来る地域と出来ない地域の違い

は？）

7

地域の取り組みについての説明Ⅴ 商店街の取り組み8

実際に考えてみようⅠ ワークショップ実践9

地域課題への対応として新たな潮流について コミュニティビジネス、ソーシャルビジネス、ＮＰＯ、ボラン

ティア、ＴＭＯ

10

地域課題への対応として基本的な視点について 情報の共有、問題意識の啓発、共同作業、ワークショッ

プ、まち歩き等（地域課題を産業活力へ）

11

地域活力支援の枠組み 中心市街地活性化、特区について12

地域分析（地域の姿をとらえよう） 地域の実態把握の方法について13

実際に考えてみよう！ ワークショップの実践Ⅱ14

産業とまちづくり（ブレイクスルーはどこに？） 地域の自立とは？実践者からの講話15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 状況分析や自己の考え方整理、論理構築力、アピール力（わかりやすさ、他人に興味を持たせ

る書き方、説得力）

70 ％

平常点評価 受講内容について自身の見解を書くミニレポートの内容（授業期間中２回から３回実施）。30 ％
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まちづくりに関する書籍は多いので、自分が読みやすいものを探して、 低一つは読んでほしい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

京都市景観・まちづくりセンター（京都市のまちづくり支援組織）

http://machi.hitomachi-kyoto.jp/

このほか、全国で産業をキーワードに町おこしをしている事例などを、時間をみてネットサーフィンをしてみてほしい。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「よく分かる質的社会調査―技法編」 ／ミネルヴァ書房／／教科書としての使用はしない。社会調査の手法が一通り記載さ

れているので、本講義の理解を深める参考にしてもらいたい。

「よく分かる質的社会調査―プロセス編」 ／ミネルヴァ書房／／問題設定からレポート作成までをわかりやすく解説されているの

で、レポート作成の参考としてもらいたい。
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授業 の概要 /  Course Outline

現代社会は「リスク社会」といわれる。なぜ「リスク」が強調されるのか。また、どのような「リスク」があるというのか。この授業は「リスク社会論」入

門というべきもので、さまざまなリスクのなかで、食品の安全や化学物質による健康障害、環境問題などに関わるリスクを事例にしながら、「リス

ク」の考え方や「リスク」管理の方法、「安全・安心な社会」をめざすうえでの課題や問題点を考えることにしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくにない。参考文献としてあげたものを事前に学習しておくことによって理解が深まるであろう。また、新聞やテレビなどの「リスク」に関する報道

に注意して、関連情報を集めることに心がけてもらいたい。

テキストは指定しない

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

リスク社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 原 強

13298

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この授業は「リスク社会論」の入門講義というべきものであり、この授業を通じて「リスク」や「リスク社会」をめぐる問題の概要を理解し、本格的な

学習・研究にむかううえで必要な手がかりを見つけてもらいたい。同時に、実生活におけるさまざまなリスクとのつきあい方を身につけてもらいた

い。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

課題図書や参考文献を可能なかぎり多数読み、さまざまなリスクの事例や考え方についてふれてもらいたい

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

リスクとつきあう 吉川肇子／有斐閣／／

安全と安心の科学 村上陽一郎／集英社／／

リスクセンス ジョン・Ｆ・ロス／集英社／／

リスクのモノサシ 中谷内一也／日本放送出版協会／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 リスクという概念、『沈黙の春』の警告、「安全」と「安心」第１回

チェルノブイリの衝撃 チェルノブイリ原発事故、ウルリッヒ・ベックの『危険社

会』

第２回

気候変動のリスク 地球温暖化、２℃未満、ＣＯＰ、低炭素経済第３回

食の安全・安心 ＢＳＥ、輸入食品第４回

現代社会と化学物質 ダイオキシン、環境ホルモン、重金属第５回

食料問題の現在と未来 人口爆発、食料自給率４０％第６回

契約社会のリスク 消費者契約、悪徳商法、消費者団体訴訟制度第７回

感染症のリスク 鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ第８回

自然災害のリスク 地震、津波第９回

補論と中間まとめ 中間レポート講評第１０回

食の安全とリスクアナリシス ＢＳＥの教訓、食品安全基本法第１１回

化学物質の管理と規制 化学物質規制の動向、水銀規制条約第１２回

リスクをマネジメントする リスクマネジメントの手法、リスクマネジメントシステム第１３回

リスクコミュニケーション リスクコミュニケーションの必要性と実際第１４回

まとめ　リスクとつきあう 「安全」と「安心」をつなぐもの　信頼第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

メール：JRCC@mb6.seikyou.ne.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代社会には、貧困、暴力、などさまざまな社会問題がある。こうした社会問題を、個人の逸脱や不適応から生まれたものとしてのみ理解するの

ではなく、それを生じさせる環境や社会関係のなかで位置づける社会学的観点をもって、実際に現場にかかわり支援を模索する実践的な知とし

て、臨床社会学を位置づける。

この授業では、貧困をはじめとする社会問題の具体的な事例をとりあげて、ビデオを見たり、ゲストスピーカーの話を聞いて、それらにアプローチ

する社会学的な洞察力を深め、支援の現場にかかわりながら「社会学する」ことの有効性と問題について考えていく。そのため、受講者の意見を

求めたりディスカッションを行うなど、できるだけ双方向のコミュニケーションにつとめる。これらを通して、個々人が関心を持つ社会問題につい

て、実践的な関わりをするのに必要となる力を身につけることを目指す。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会問題の解決・改善に寄与するボランティアや社会活動を、授業外で行っている・今後行う予定があることが、授業を理解するためには必須に

なる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

臨床社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

15827

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・貧困に関連する社会問題について、知識を得る

・社会問題の原因を、複数の視点から説明することができる

・社会問題の解決のために、各自ができることを考える

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

臨床社会学とは何か――社会問題へのアプローチ 臨床社会学と社会病理学・社会福祉学・心理学1

臨床社会学の視点① 逸脱論、ラベリング論2

臨床社会学の視点② 「羅生門」的現実をとらえる 3

臨床社会学の視点③ 構築主義、実践4

売春 ヨコハマメリー、自立と保護5

ホームレス① 不法占拠6

ホームレス② スクウォット7

ホームレス③ アルミ缶条例8

ホームレス④ アルミ缶条例9

市民社会と共生10

若者と労働① 就職活動、非正規雇用11

若者と労働② 低生活水準、社会保障12

若者と労働③ 労働法、労働組合13

臨床社会学に何ができるか②14

授業のまとめとレポート課題の解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容について、理解度を見る。 50 ％

平常点評価 授業内容についての理解度を見るために、授業内容に関連したテーマで毎回小レポートを課

す。小レポートは1点・2点・3点のいずれかの評価を行う。欠席や用紙未提出の場合は0点にな

る。毎回の評価は、WebCT上に公開する。小レポートが8回分以上提出されている場合にの

み、期末レポートを受けつける。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　バブルが崩壊してからおよそ15年の間に、日本の雇用（仕事を得ること）や労働のあり方（働き方）は急激に変化し、それが私達の生活や意識

にも大きな影響を与えている。授業では、他の国の状況と比較しながら、雇用や労働のあり方がどのように変化し、それが私達の生活にどのよう

な影響を与えているか考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　授業への出席が少ない場合、試験で合格点を取れないことがある。

必要な資料は、授業中に適宜配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　労働政策研究・研修機構　http://www.jil.go.jp/

　厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/

単位数 /  Credit 2

労働社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 大野 威

13171

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　雇用や賃金に関わる新聞記事やニュースを、その背景まで含めて十分に理解できるようになる。

　また授業をきっかけにして、自分はどのような仕事をしたいのか、あるいはどのような働き方をしていきたいのか自分なりのイメージを持てるよ

うになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　新聞やテレビ等で、雇用、働き方、賃金にかかわる記事や番組があったら、興味を持って見て欲しい。また、身近に働いている人がいたら、授

業で興味を持ったことをいろいろ質問（インタビュー）してみることも有益である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代の労働問題(第3版) 笹島芳雄／中央経済社／450236150X ／

雇用不安 野村正実／岩波書店／4004305675／

日本的雇用慣行 野村正實／ミネルヴァ書房／4623049248 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

労働社会学で何を学ぶか1

労働力の需要構造2

多様化する雇用：パート、派遣、請負という働き方3

非正規雇用の増大と格差問題4

女性雇用の現状：M字型雇用と少子化5

女性雇用政策の国際比較１：育児と仕事の両立6

女性雇用政策の国際比較２：男女雇用機会均等法7

働きすぎと過労死１：労働時間の国際比較8

働きすぎと過労死２：長時間労働の背景にあるもの１9

「新しい」働き方：変形労働時間制、裁量労働制10

失業率とは何か？11

各国の失業の状況112

各国の失業の状況213

若年と高齢者の雇用：フリーターは日本だけの問題か？14

フリーターについて考える15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容の理解度。100 ％

平常点評価 場合によっては出席を加点することがある。0 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この講義は映画鑑賞のためのものではありません。理論的講義です。どんなことを勉強するかと言うと、次のようにまとめることができます。キー

ワードは人間・虚構化・文化です。私たちが問題にするのは、私たちの外部に客観的に存在する現象としてのフィルムではなく、私たちの内部に

立ち現れてくる虚構化された内的空間です。つまり、現代科学で「環境世界」とか「生活世界」とか言われているこうした世界は、観客の外部に客

観的に存在するものではなく、観客が存在して初めて姿を見せる後験的な世界なのです。言い換えると、観客の内部に絶え間なしに立ち現れて

くる映像とは、観客によって分節化される時間の密度、すなわちその時間性が観客の内部に絶え間なしに作り上げる、構造化され、時間化され

ていく生成の世界なのです。つまり重要なこととは、映画作家がフィルムに刻印した時間を、観客がそのフィルムを観ながら分節化する時間のあ

り方、すなわちその時間性こそが観客の内部に、シネマという内的虚構化空間を現前化させ、現在化させる原動力だ、という点です。一言で言え

ば、観客によって絶え間なく分節化され、構造化され、時間化されていく、いわゆる生成の世界としてのシネマというものを考えていきたいので

す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別にありません。

久津内一雄『映画と現代思想』を配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

映画芸術論 (S)  §  映像文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

13219

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標を一言で言えば、人間と虚構化と文化の相関性の仮説にたつ現代思想の神髄に迫ることです。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

映画作品に具体的に接してみたい場合には、前期・後期木曜４限「異文化研究Ⅰ・Ⅱ」がお勧めです。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書 2002年／／

日常が底光りする理由 茂木健一郎／文學界 2004年１月号／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

映画芸術論への導入１～３

モンタージュ論４

作家主義論５

タルコフスキーのショット論６～７

映画と言語論８

映画と構造論９～１０

映画と時間論１１～１２

映画と解釈学１３

映画と言語ゲーム論１４～１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、戦後の世界の映画史に足跡を残してきた各国の映画について学ぶ。主に、日本を含むアジア各国の近代史と映画とのかかわりを

踏まえながら、アジア映画の現状と課題を整理していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

映像や映画、そして、アジアの歴史や社会に関わる他の科目を受講していることが望ましい。

教科書は、特に指定しない。授業中にレジュメや資料を配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・講義で触れた映画作品などは可能な限り、各自が見ておいてほしい。

・映画産業の現状などについては、ニュースでも取り上げられることがあるので、新聞など日々意識して目を通しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

映画と社会 (S)  §  エンタテインメント論 (S)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

15926

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・映画と社会や時代との関係について学ぶ。

・アジア各国の映画について学ぶ。

・国境を越える映画について考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・映画を見るだけの講義ではないので、登録の際、よく検討してほしい。

・遅刻には厳しく対処する。特に、他の受講生への迷惑もあり、30分を超えた遅刻の場合、入室を考慮してほしい。

・授業開始から30分後、レジュメ等の配布を一切しないので注意すること。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

天皇と接吻  ～アメリカ占領下の日本映画検閲 平野共余子／草思社／／

偽りの民主主義　～GHQ・映画・歌舞伎の戦後

秘史

浜野保樹／角川書店／／

男たちの絆、アジア映画 斉藤綾子編  ／平凡社 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス、イントロダクション：戦後の世界と映画の状況 第二次世界大戦 ネオリアリスモ第1回

大戦後のイタリア映画と1950年代の日本映画 第二次黄金期、五社協定、小津・黒沢・溝口第２回

戦後占領下の日本映画 ＧＨＱ、映画政策、東宝争議第３回

1950年代の日本における外国映画と日本映画 ランナウェイ・プロダクション、蓄積円映画第４回

フランスのヌーヴェルバーグとその周辺 作家主義、シネマ・ベリテ派、カイエ派第5回

1950年代までのアメリカ社会とアメリカ映画 スタジオ・システム、パラマウント判決第6回

アメリカン・ニューシネマからニューハリウッドへ プロダクション・コード、レイティング・システム第7回

1960年代の東アジアを越境する映画 香港映画、韓国映画、インド映画第8回

香港映画のニューウェイヴと中国返還前後 ニューウェイヴ（新浪潮）、香港返還、香港ノワール第9回

1980年代以降の中国映画 文化大革命、第五世代第10回

台湾ニューシネマの誕生とその後 植民地主義、戒厳令解除第11回

1990年代以降の韓国映画 映画振興法、検閲、スクリーンクォーター第12回

ナショナルシネマとしてのイラン映画 イスラム革命、児童映画、宗教と映画第13回

インド映画：日本におけるブームとその現在 ボリウッド、マサラムービー第14回

まとめ：越境する映画 映画の越境性と土着性、社会性第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業で扱ったテーマの中から出題し、それについての知識と考えを問う。80 ％

平常点評価 授業中あるいは授業外に数回のエッセイを課す。

課題の回数によっては、20％以上になることもありえるが、その時はボーナス点として扱う。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

他は授業中に随時紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

アメリカ映画協会　http://www.mpaa.org/

(社)日本映画製作者連盟　http://www.eiren.org/

 その他 /  Others

大学のメールによる連絡を受け付ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

中国映画　－百年を描く、百年を読む－ 藤井省三／岩波書店／／

台湾映画のすべて 戸張東夫／廖金鳳／陳儒修／丸善／／

インド映画への招待状 杉本良男／青弓社／／

イタリア映画史入門1905-2003 ジャン・ピエロ・ブルネッタ（川本英明訳）／鳥影社／／

アジアのなかの日本映画 四方田犬彦／岩波書店／／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この百年は映像の創出と発展の世紀だった。なかでも映画/テレビの発展による報道における映像ジャーナリズムの創出、制作者の思想で真実

を再構成するドキュメンタリーの誕生、近年の電子映像による伝送は、その同時性、臨場性、世界性によって現代社会に大きな影響を与えてき

た。

この授業では、まず各時代の戦争報道を例に、近代の映像報道を分析する。さらに遡って動画の発明にはじまり、記録映画と映像ジャーナリズ

ムの成立、ドキュメンタリー表現にいたる複合的な映像表現の技法と表現の発達をおさえる。その後さらに具体的なニュースやドキュメンタリー作

品を通して、激変する現代社会における映像報道の諸課題を実践的に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

近代・現代史関連の科目

ジャーナリズム関係の科目

映像関連の科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

映像ジャーナリズム論 (S)  §  映像プロデュース論 (S)  §  映像ジャーナリズム論 (W)

担当者名 /  Instructor 津田 正夫

15928

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・映像ジャーナリズム成立と発展の歴史的/文化的背景を理解する

・映像報道の際立った特性（機能・技法・思想）を理解する

・現代の映像ジャーナリズムが内包する課題を批判的に理解する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス　～崩壊するジャーナリズムの中で～　 授業全体のねらい、20世紀とジャーナリズム、映像の時

代

1

「正義のジャーナリズム」　～ベトナム戦争報道「映像の

世紀・ベトナム」～

戦争報道の3つの時代、プロパガンダへの反省、メディ

ア研究

2

冷戦とメディアコントロール　～北朝鮮報道「再会」～ 冷戦構造、メディアコントロール、報道の現場、日本の

外交と主流メディア

3

報道グローバリズムの開幕　～湾岸戦争報道～ 冷戦の終結と新たな紛争、ベトナムの教訓と統制、衛

星、グローバリズム

4

イラク戦争報道の諸問題　～総合的な統制「ＮＮＮ戦争報

道」～

電子化した情報・映像、メディアコントロールとのたたか

い、戦争広告会社

5

映像の誕生・進化と社会化 リュミエール、シネマトグラフ、娯楽としての映像、「映像

の世紀」

6

キャパ神話　～フォトジャーナリズムの成立～ 30年代内戦の時代、ジャーナリズムとしてのカメラ、マグ

ナム

7

大本営発表　～映像の影響力とプロパガンダ「激動の記

録」～

情報統制、日本のプロパガンダ映画と抵抗、日本ニュー

スの表現

8

エド・マローの世界　～リベラル・ジャーナリズムの時代

「シー・イット・ナウ」～

事実を伝える、イデオロギー支配、テレビの時代、マッ

カーシズム視角・聴覚、絵画と動画

9

鉄のカーテン崩壊　～撮影・中継技術の飛躍～ ＥＮＧ・ＳＮＧ、ＦＰＵ、現場中継、天安門事件・ベルリンの

壁報道

10

ドキュメンタリーというジャーナリズム１　～「苦海浄土」～ 水俣病と「苦海浄土」、石牟礼道子、木村栄文、演出と

構成

11

ドキュメンタリーというジャーナリズム２　～「A2」～ 地下鉄サリン事件、オウムたたき、森達也、“中立の立

場”

12

ダイアナ事件を読む カメラと取材の他者性・暴力性、表現の多義性、エン

コーディング/ディコーディング

13

「発掘！あるある大事典Ⅱ」の発掘　～テレビ制作の構

造と倫理～

関西テレビ、調査委員会、ＢＰＯ、企業ジャーナリズム14

映像リテラシーと対抗的ジャーナリズム　～「瀋陽事件」

報道～

独立ジャーナリスト、アルジャジーラ、フレームの外、、

当事者/代理者、表現の主体

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％
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佐藤忠男『日本のドキュメンタリー』岩波書店、2009

津田正夫編『テレビジャーナリズムの現在』現代書館、1991

橋本晃『国際紛争のメディア学』青弓社2006

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・ドキュメンタリー（映画、テレビ）を、できるだけ数多く見ること

・その作品やニュースのメモを取って、全体の構成や演出の作為や工夫を考えること

津田正夫アドレス　tsudam@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

映像メディアと報道 今村庸一／丸善　1996／／

戦争写真家　ロバート・キャパ  加藤哲郎／ちくま書房／／

桜井均 テレビの自画像／筑摩書房　2001／／

新版・ジャーナリズムを学ぶ人のために 田村紀雄/林利隆編／世界思想社　1999／／

世界ドキュメンタリー史 Erik Barnouw/近藤耕人訳／風土社1978／／

平常点評価 20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、映像メディアと時代とのかかわりを考えつつ、その一つである映画をとりあげる。

映画については、第七芸術と呼ばれた時代の芸術的な側面、そして商業的価値で語られるエンターテイメント性ばかりが重視されてきた。本講

義では映画の110年に及ぶ歴史をさぐりながら、第二次世界大戦までの時代を中心に、そのなかで映像の表現の変化がどのように行なわれてき

たのかを考えつつ、映像の社会的意味について考えるきっかけとしてもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・映像をはじめとしたメディア分析に関わる科目を受講していることが望ましい。

教科書は、特に指定しない。授業中にレジュメや資料を配付する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・時間の関係上、講義に関連した作品をすべて見ることは難しいので、できる限り講義で取り上げた作品を各自で見ておくこと。 

単位数 /  Credit 2

映像表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

13188

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・115年に及ぶ世界の映画の発展の歴史の外観が把握できる。

・映画を中心とする映像表現の基礎が理解できる。

・プロパガンダと映画の関係を中心に学ぶことによって、映画を時代や社会との関係から考察することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・随時具体的な作品を示しつつ授業を進めるが、映画が見られるという安易な考えで受講しても楽しいばかりの作品ではないので、十分に検討

した後で登録することを勧める。

・遅刻には厳しく対処する。特に、他の受講生への迷惑もあり、30分を超えた遅刻の場合、入室は遠慮してほしい。

・授業開始から30分後、レジュメ等の配布を一切しないので注意すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：映画の歴史とは？　動く映像のはじま

りから映画の誕生までの経緯と時代

リュミエール兄弟、シネマトグラフ、サイレント映画第１回目

映像の文法１：記号としての映像 シニフィアンとシニフィエ、デノテーションとコノテーション第２回目

映像の文法２：映画の空間と時間の統辞法 演出（ミザンセヌ）、モンタージュ第３回目

1920年代のフランス映画：実験映画を中心とした総合芸

術としての映画製作

シュルレアリスム、アバンギャルド、第七芸術論第4回目

ドイツ表現主義と映画 ウーファ、第一次世界大戦、「カリガリからヒトラーへ」第5回目

プロパガンダと映画１：ドイツの映画利用 第3帝国、映画法、レニ・リーフェンシュタール第6回目

プロパガンダと映画２：第二次世界大戦とハリウッド① スタジオシステム、プロダクション・コード第7回目

プロパガンダと映画３：第二次世界大戦とハリウッド② combat film、教育映画第8回目

プロパガンダと映画４：日本における戦時下の映画利用

①

映画法、合作映画第9回目

プロパガンダと映画５：日本における戦時下の映画利用

②

ニュース映画、文化映画第10回目

プロパガンダと映画６：アニメーションとアニメキャラクター ドナルドダック、桃太郎第11回目

プロパガンダと映画７：「満州」と映画 満州映画協会、大陸映画、李香蘭第12回目

植民地支配と映画１：台湾と日本 植民地主義、映画政策、現地製作映画第13回目

植民地支配と映画２：朝鮮と日本 植民地主義、映画政策、国民映画第14回目

まとめ：映像表現とは何か 映像表現、フィクションとノンフィクション第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業で扱ったテーマの中から出題し、それについての知識と考えを問う。60 ％

平常点評価 授業中に受講エッセイを数回課す。

課題の回数によっては、40％以上になることもありえるが、その時はボーナス点として扱う。

40 ％
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その他のものについては、随時授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Internet Movie Database(IMDb)　 http://www.imdb.com/

(社)日本映画製作者連盟　http://www.eiren.org/ 

 その他 /  Others

大学のメールによる連絡を受け付ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

映画の教科書 ジェイムズ・モナコ／フィルムアート社／4845983486／映像の文法や映画の記号的性

質について、参考になる。

映画映像史 出口丈人／小学館／4093874859／映像映画の歴史を概観するのに役立つ。

ワールド・シネマ・ヒストリー アンドレア・グローネマイヤー／昇洋書房／4771015244／『映画映像史』とともに参考

にすることを推奨する。

映画技法のリテラシー〈１〉〈２〉 ルイス・ジアネッティ／フィルムアート社／4845903547,4845903547／〈１〉と〈２〉合わせ

て読むと、より参考になる。

アメリカ映画に現れた「日本」イメージの変遷 増田幸子／大阪大学出版会／4872591771／第２次大戦とハリウッドについての部分

を参考にしてほしい。

映画と「大東亜共栄圏」 岩本憲児編／森話社／4916087453／アジア諸国における植民地主義と映画の状況

糊化に役立つ。

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

演劇というメディアは、劇場、舞台空間のデザイン、衣装、メイク、照明、演出、演技、台本といった多様な要素を含む、ライブの総合芸術である。

講義では、演劇の魅力について、学際的な知の枠組み、演劇的なパラダイムから、近代演劇の誕生とともに,60年代～70年代のアングラ小劇場

運動に焦点を当て、同時に広く現代のパフォーマンス・アートを含めて考察する。とりわけ、パフォーマンスとジェンダーの交差について重点的に

考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

レポート課題は２つ実施する。1つは、個人あるいはグループで、地域と劇場についてフィールドワークした調査結果についてまとめる。２つ目

は、試験に代わる 終レポート（個人課題）として、受講して興味を持ったテーマを自由に設定し、考察したことをまとめる。

※日常点評価４０％

ビデオを資料として使うので、それを見た後、感想を書いたり、適宜グループ・デイスカッションに積極的に参加する（日常点を加味する）。

教科書は使用しないが、主として、参考書に上げた『女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー』に基づいて講義をするので、重要文献

として参照してほしい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

演劇論 (S)

担当者名 /  Instructor 池内 靖子

15855

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

演劇的な知、パラダイム、理論的な枠組みについて学ぶと同時に、地域や都市の演劇空間、個別の演劇・パフォーマンスの表現について調べ、

考察する。とりわけ、ジェンダーとパフォーマンスの交差に焦点を当て、考察を深める。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

演劇に関する広い興味、関心をもち、それが私たちが生きる社会にとってどういう意味をもっているかについて考えること。劇場と地域の関係に

ついてフィールドワークを行う。講義では、グループ・ディスカッションに積極的に参加すること。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー

 

池内靖子   ／平凡社／978-4-582-47231-8  ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス、都市・地域と劇場 シアター・オリンピックス1

国民国家と演劇 近代演劇と女優の誕生 2

帝国のロマンスI  オリエンタリズムー『マダム・バタフライ』『M.バタフライ』 3

帝国のロマンスII オリエンタリズムと植民地言説、『ミス・サイゴン』 4

宝塚歌劇 I 男役と娘役、ジェンダー／セクシュアリティの構築  5

宝塚歌劇 II ファンは何を求めているのか 6

６０～７０年代のアングラ小劇場運動 I 鈴木忠志、唐十郎、佐藤信、寺山修司7

６０～７０年代のアングラ小劇場運動 II 寺山修司と岸田理生の「身毒丸」 8

舞踏の身体 土方巽、肉体の反乱 9

オルタナティヴな演劇空間と身体表現Ⅰ 金満里の劇団「態変」10

オルタナティヴな演劇空間と身体表現Ⅱ ゲストスピーカー（金満里さん）のトーク  11

アート・アクテイヴィズム／言説と身体 ダム・タイプ、異性装／越境について  12

ダンスとシアターの間 ピナ・バウシュのコリオグラフィー 13

90年代の日本の現代演劇から 萩尾望都の漫画「半神」と野田秀樹の舞台化 14

パフォーマンス・アート／言語・映像・身体 テレサ・ハッキョン・チャのテクスト『ディクテ』の舞台化15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 劇場フィールドワークの（グループ）レポートと試験に代わる 終（個人）レポートを課す。  60 ％

平常点評価 ビデオの感想を書き、グループでの議論に参加すること。  40 ％
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『女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー』に基づいて講義をするので、重要文献として参照してほしい。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

踊る帝国主義　宝塚をめぐるセクシュアルポリ

ティクスと大衆文化   

ジェニファー・ロバートソン   ／現代書館 ／4768467733／

宝塚というユートピア 川崎賢子   ／岩波書店  ／978-4-00-430940-6  ／

迷路と死海 寺山修司 ／白水社 ／978-4-560-03254-1 ／

異郷の身体ーテレサ・ハッキョン・チャをめぐって

   

池内靖子/西成彦・編 ／人文書院  ／4-409-04078-2 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

メディアは、特性によってテキスト、画像、音声の３種類に大別できる。この中で、人間にとってもっとも原初的で、コミュニケーションの基礎となる

のが音声メディアである。しかし、われわれの日常を見渡してみると、テキストベースの電子メールによって、人間関係のほとんどが構築され、写

真や動画はもっとも身近な記録メディアとなっている。

　これらは、「携帯電話」という本来音声データによる双方向のコミュニケーション・メディアに組み込まれているものだが、もはやそれは機能の一

部でしかなくなっている。また、新聞（テキスト）、テレビ（画像）、ラジオ（音声）という、日常接するメディアを並べてみた場合でも、誰もがテレビ＞

新聞＞ラジオの順に自分との関係の深さを示すであろう。このように、音声メディアはわれわれにとって原初的でありながら、もっとも遠い存在と

なってしまっているように感じる。だが、果たしてそうだろうか？iPodに代表される携帯音楽プレイヤーは若者の多くが利用し、日本のラジオ局は

無くなるどころか総数はむしろ増えている。そして、Radikoの登場によって、ラジオは新しい段階へと進み始めているのだ。

　本講義では、音声メディアの代表である「電話」と「ラジオ」にスポットを当て、メディアとしての歴史、文化、制度、ローカリティについて学んでい

く。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

レジュメは、コースツールに１週間前までにアップするので、各自プリントアウトして持参すること。

授業当日は、提出用コミュニケーションペーパー、関連する資料及び当日の参考資料のみを配付する。ただし、開始後30分経過した時点で

上記の配布物の配布を中止し、以後は一切配布を行わない。試験には、配付資料の内容も含まれる。

各回の授業予定は、 新のトピックスに合わせて変更する場合がある。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

音声メディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

16003

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この授業を通じて学ぶ到達点は、以下の３点である。

１．音声メディアを学ぶ上で必要な理論と視点の持ち方及び問いの立て方を理解する。

２．個別の音声メディアと社会との関係を歴史的な観点から知り、メディアが社会の中で存在する意味を考える。

３．現代社会の中で忘れられがちな音声メディアへの興味・関心をもつ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

日常生活とメディアの関係を、常に意識することが大切。新聞を読み、社会の動きと問題を確認することも大切。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

音声メディアとしてのラジオ（１） Radikoは、ラジオの何を変えるのか？第1回

音声メディアとしてのラジオ（２） 無線電信からラジオへ 第2回

音声メディアとしてのラジオ（３） 日本の歴史とラジオの関係 第3回

音声メディアとしてのラジオ（４） 深夜放送と若者第4回

音声メディアとしてのラジオ（５） ミニＦＭと若者第5回

音声メディアとしてのラジオ（６） ラジオ共同聴取と有線放送第6回

音声メディアとしてのラジオ（７） コミュニティＦＭ第7回

音声メディアとしてのラジオ（８） ラジオはどこへ行こうとしているのか？(（ゲストスピー

カー予定）

第8回

音声メディアとしての電話（１） 携帯する電話第9回

音声メディアとしての電話（２） 電信から電話へ 第10回

音声メディアとしての電話（３） 放送メディアとしての電話第11回

音声メディアとしての電話（４） おしゃべり道具としての電話第12回

音声メディアとしての電話（５） 電話交換手とジェンダー 第13回

音声メディアとしての電話（６） 日本の電話　公衆電話と電話帳第14回

音声メディアとしての電話（７） 日本の農村電話網 と電電公社第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内での説明を中心に、論述問題を出題。80 ％

平常点評価 毎回の授業内で提示するテーマについての、コミュニケーションペーパーの提出。20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

sakatak@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「声」の秘密 アン・ガープ／草思社／／

声の資本主義　電話・ラジオ・蓄音機の社会史   

 

吉見俊哉 ／講談社 ／／

メディアとしての電話   吉見俊哉・水越伸・若林幹夫 ／弘文堂 ／／

「声」の有線メディア史   坂田謙司／世界思想社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

活字メディア（新聞・出版）の歴史と現在の状況を紹介するとともに、過去・現在の重大ニュースを通じて活字メディアの社会的役割と課題を考え

ていく。講師が新聞記者として主に担当してきた政治・行政・司法分野を中心に体験を交えながら、分かりやすく講義していく。そしてひとりでも多

くの学生がマスコミを希望する気になるようにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

毎回の授業でレジメを配る。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

活字メディア論 (G)

担当者名 /  Instructor 三谷 茂

13277

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

民主主義社会で活字メディアが果たすべき役割をきちんと理解する。その上でニュースの価値や背景を自分なりに読み解く力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

低限、日々のニュース（国際問題、政治の動き、地元京都の話題まで）を新聞で読んで理解しておくこと。社説や解説も読むこと。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫ほか／世界思想社／／

ジャーナリズムの可能性 原寿雄／岩波新書／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

活字メディア（新聞・出版）の現状と他メディア比較 活字離れは本当？　経営危機、出版不況、電子書籍、

速報性、詳報性、連携・融合

１

活字メディアの歴史ー時代を切り開く 活版印刷の発明、表現の自由、言論弾圧、不偏不党、

民主主義

２

ニュースとは、ジャーナリズムとは 価値観、伝えるべきもの、調査報道、権力監視、組織と

個人、パブリック・ジャーナリズム

３

政治報道 番記者、政治記事のつくられ方、政治家・政党の思惑、

政権交代

４

選挙報道 公正・正確、政党のメディア操作、政局より政策、公職

選挙法

５

官僚と政策 政治主導、官僚主導、財務省の力、予算編成、民主党

政権

６

自治と地域主権 地域主権、地域政党、市町村合併、地方議会、住民自

治

７

事件報道 犯罪報道の意義、警察・検察・裁判所、人権尊重、匿名

社会、裁判員制度

８

大事件報道 オウム真理教ほか９

大災害報道 阪神・淡路大震災、報道の視点、減災報道１０

大事故報道 日航ジャンボ墜落、福知山線脱線ほか１１

戦争報道 イラク戦争、ベトナム戦争１２

環境報道 公害から地球環境、温暖化、水問題、生物多様性１３

不作為の報道 ハンセン病、らい予防法、強制隔離、メディアの怠慢１４

メディア規制 メディアスクラム、個人情報保護法、人権擁護法案、自

主努力

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容に関連して提示するテーマについて自身の考えを記述する。その視点が明確に内容

が説得力を持って展開できているかを評価する。

50 ％

平常点評価 ６回目と１１回目前後に、その授業中に提示するテーマで小レポートを書いてもらう。４００字程

度。テーマの理解度と、自身の主張が論旨明快かを評価する。授業中の態度も評価対象。

50 ％
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授業中にも適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

マスコミ界に進みたい人はいろいろ相談に乗ります。メールでも授業後でも声をかけてください。

メール・アドレス　leehoanron3737@gmail.com

携帯電話　０９０－４２９５－７４７１

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

新聞再生 畑仲哲雄／平凡社新書／／

実践ジャーナリスト養成講座 花田達朗ほか／平凡社／／

現代メディア史 佐藤卓己／岩波書店／／

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

全世界の国際観光客到着者数8億人、日本人の海外旅行者数1500万人を超えている現在、観光は今日の社会において大きな社会現象となっ

ています。本講義では、文化として観光を理解するために、観光の歴史をみながら、どのような社会の変化があったのかについて検討します。観

光について考察するには、単に観光する人だけに焦点をあてるのではなく、観光をつくりだす人や仕掛けやその背景にある文化のあり方までを

含めて理解する必要があります。それだけ観光というものは、複合的な現象なのです。講義の 初は西欧にはじまる「近代観光」にいたる歴史に

ついて扱い、観光を生み出す仕掛けとしてメディアについて考察します。次に、「近代観光」を近代という時代とともに検討し、 後に観光によって

生まれた新しい「まなざし」、そのまなざしが生み出す風景について考察していきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

授業内で小レポートを実施する場合があるため、QRシールは常に用意をしておいてください。

教科書は使用しません。レジメを使用します。参考書については適宜提示します。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・毎回レジメを必ず読み返し、授業内容の理解を深める

・不明な点、理解が足りない点は質問などで確認する

・授業で提示された参考文献から興味あるものについて読む

単位数 /  Credit 2

観光文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 池田 知加

16007

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・観光の歴史を近代や新しい視線の誕生という点から理解し、説明できる。

・メディアや政策など観光を生み出す仕掛けについて理解し、説明できる。

・観光がうみだす文化について論じることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

私語は厳禁です。学生証を提示の上、即退出、以後の授業への参加は認めません。レジメは教室でのみ配布します。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション  観光　近代観光  第1回

近代観光前史 巡礼　通過儀礼　グランド・ツアー　大航海時代 第2回

旅とメディア1　ゲストスピーカー　産業社会学部教授赤井

正二先生  

旅行CM　旅行雑誌　雑誌『旅』の誕生第3回

旅とメディア2　ゲストスピーカー　産業社会学部教授赤井

正二先生  

「道中記」　ガイドブック　ベデカー第4回

近代観光1　ロンドン万博 鉄道　博覧会　オリエンタリズム  第5回

近代観光2　パリ万博 擬似イベント　スペクタクル 第6回

近代観光3　植民地主義と観光  観光のまなざし　展示的価値　植民地主義第7回

中間まとめ　チベットの観光化を事例に 鉄道　擬似イベント　伝統  第8回

観光のまなざし1　風景と風景画  近代　産業革命　文化観光　自然観光第9回

観光のまなざし2　明治の新しい風景  風景観　志賀重昴『日本風景論』　国木田独歩『武蔵

野』

第10回

観光のまなざし3　日本の新しい風景  ディスカバー・ジャパン・キャンペーン　ポストモダン　

ディズニーランド 

第11回

観光の現在1　観光地の没場所性  マス・ツーリズム　レルフ「没場所性」　オルタナティブ・

ツーリズム

第12回

観光の現在2　観光政策　 ビジット・ジャパン・キャンペーン　観光庁　リゾート法 第13回

観光の現在3　労働と余暇  禁酒運動　規律訓練　マクドナルド化 第14回

観光がうみだす文化：グローバル化のなかで　  国際観光　グローバル化　伝統の創出第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 客観テスト（基礎的事項の理解）60％　

論述（テーマ設定・論理的構成力）40％ 

80 ％

平常点評価 授業内容の理解を深めるために、小レポートを実施する場合があります。授業内に課題を提示

して、当該時間内に提出、QRコードがない場合は未提出扱いとなります。

20 ％
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参考文献は、授業内容の理解を深めさらに自分で考察したい場合に読んでください。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教室にコミュニケーション・ペーパーをおいておきますので活用してください。

メール・アドレスはtit21744@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

観光文化学 山下晋司編／新曜社／478851080-4 ／

観光学入門：ポスト・マス・ツーリズムの観光学 岡本伸之 編／有斐閣アルマ／4641121303／

博覧会の政治学：まなざしの近代 吉見俊哉／中央公論社／4121010906  ／

場所の現象学 エドワード・レルフ／ちくま学芸文庫／4480084797 ／

観光のまなざし ジョン・アーリ／法政大学出版局／4588021613 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　現代のメディアをめぐる社会的環境の変化の中で、グローバリゼーションは 重要なものの１つである。しかし、グローバリゼーションは一般に

知られているより遥かに多様な側面を持つと共に、実に複雑な影響をメディアに与え、また逆にメディアそのものがグローバリゼーションに影響を

与えてもいる。

　本講義では、 初にグローバリゼーションの基本的な概念を学び、その上で世界で起きている様々な事例を通して、グローバリゼーションのダ

イナミズムや、メディア・報道とグローバリゼーションの相互影響と、そこから生じる問題を考える。 後にメディア、ジャーナリズムを巡るグローバ

ル化が様々な問題を抱える中で、グローバルな次元での共生、アイデンティティ構築が可能なのか考察する。各回を通して、国際報道、とりわけ

現在起きているニュース報道の実例を重視します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

授業で取り上げるニュースは時事性を重視しますので、授業内容はシラバスで予告したものから変わる可能性があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

グローバルメディア論 (S)  §  グローバルメディア論 (I)

担当者名 /  Instructor 川島 隆

15890

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１・グローバリゼーションを巡る様々な概念的枠組みを、具体的な実例と共に理解し、説明できるようになること。

２・グローバル化時代におけるメディア・ジャーナリズムの構造と様々な問題点の基礎的な理解をし、その上で批判的な視座に立ち、各自の意見

が言えるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

普段から習慣的に新聞を読むこと、そしてテレビのニュースを見ることを通じ、グローバリゼーションの状況やニュース報道一般のあり方につい

て知識と関心を蓄えておくことをお勧めします。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル社会とメディア   武市英雄・原寿雄（責任編集）／ミネルヴァ書房／4623036189／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要の説明、グローバリゼーションをめぐる基本

概念

グローバリゼーションとは何か、資本主義、冷静の終

結、反グローバリゼーション

第１回

マスメディアをめぐる基本概念  マスメディアの分類、マスメディアの歴史、マスメディア

の理論

第２回

マスメディア構造の激変とグローバリゼーション 電子書籍、出版不況、新聞社の倒産、ジャーナリズムの

NPO化

第３回

メディアとナショナリズム① 市民的公共圏、世論、ハーバーマス、ベネディクト・アン

ダーソン

第４回

メディアとナショナリズム② 日中関係、ネット世論、異文化表象、ステレオタイプ第５回

スポーツ・ジャーナリズムの諸問題 スポーツ・体操の歴史、文化ナショナリズム第６回

グローバル時代のテロリズム報道① テロの歴史、イスラム原理主義、報道の客観性第７回

グローバル時代のテロリズム報道② インターネットとテロリズム、WikiLeaks第８回

オンライン・ジャーナリズムの展望 ブログ・ジャーナリズム、SNS、ツイッターの機能、中東

革命

第９回

グローバルなメディアの進展と情報格差 情報寡占、デジタル・デバイド第１０回

文化交流と文化摩擦  多文化主義、移民、マイノリティ第１１回

 国際政治と国際報道 G8、反資本主義、メディアの自由と独立性第１２回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア① 市民メディア、独立系メディア、非営利放送第１３回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア② 新しい社会運動、メディアへのアクセス権第１４回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア③ メディア教育、メディア・リテラシー第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記）  授業で学習した概念を十分に理解し、その上で自分自身の考えを述べられているかを基準に

評価する。

60 ％

平常点評価 出席点は評価の対象としない。授業内にリアクションペーパーを随時配布し、その回答内容か

ら授業への取り組みを評価する。

40 ％
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   受講者は教科書を購入し、毎回持参すること。      

                

参考書の購入は義務ではありません。

     

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル化とは何か デビッド・ヘルド／法律文化社／／

第2版　公共性の構造転換 ユルゲン・ハーバーマス／未來社／／

定本　想像の共同体 ベネディクト・アンダーソン／書籍工房早山／／

コミュニティメディアの未来 松浦さと子・川島隆（編）／晃洋書房／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は３つのパートに別れており、３人の講師（筒井、浪田、粟谷）がそれぞれのパートを担当する。「メディアの成り立ち」（第1回～5回：浪田

担当）では私たちの社会環境の不可欠な部分となっているメディアの仕組みや歴史について、「メディアと社会」（第6回～10回：筒井担当）では広

い視点から社会全体におけるメディアの位置づけについて、「メディアと現代」（第11回～15回：粟谷担当）ではメディアと現代社会に関する諸問

題をいくつかのトピックから学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

導入科目につき、特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代とメディア (SA)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、筒井 淳也、浪田 陽子

12580

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアについて理解し、研究するための基礎知識を身につける。

・メディアが社会の様々な働き（政治、経済、社会的ネットワーク等）に作用する仕方について理解する。

・メディアが現代社会とどのように関係しているのかについて学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアとは何か？：そもそもメディアとは何をさすのか。

メディアの基本概念を説明する。

1

メディアの歴史(1)：活版印刷術は社会をどう変えたのか。

活字メディアを中心にメディアの歴史を学ぶ。

2

メディアの歴史(2)：ラジオとテレビを中心に、放送メディア

の歴史を学ぶ。

3

メディアとオーディエンス：オーディエンスとは何か。またメ

ディアとオーディエンスの関係を考える。

4

メディア・リテラシーとは何か？：メディア・リテラシーの基

本概念を説明するとともに、メディアを能動的に学習・活

用する方法を探る。

5

情報化とは何か？：「情報化」に取り囲まれる今日の社会

状況ついて説明する。

6

情報と政治・経済の関わり：社会的領域にメディアがどう

作用するのかを説明する。特に政治・経済とメディアのか

かわりについて学ぶ。

7

電子ネットワークのインパクト(1)：電子ネットワーク、特に

インターネットについて、その成立から発展までの成り行

きを説明する。

8

電子ネットワークのインパクト(2)：ネット社会が新聞・放送

など、既存メディアの枠組みをどのように変えていく可能

性があるのか？

9

ネットが変える広告のかたち：プッシュ型メディアとプル型

メディア

10

メディアの思想(1)：ジャーナリズム、その定義、ジャーナリ

ストの活動と思想について説明する。 

11

メディアの思想(2)：メディアは何を報じているのかについ

て事例から考える。

12

メディアと広告：テレビCMを中心にメディアと広告につい

て学ぶ。

13

メディア産業と文化：メディア産業とグローバルなメディア

について、映像・音楽などのポピュラーな文化との関係か

ら理解する。

14

グローバル化とメディア：グローバル化の問題を、グロー

バルメディア、戦争報道から考える。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書と授業内容の理解度をはかる。試験形式は、選択式と記述式の併用。教科書やノート、55 ％
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授業中に適宜指示を行う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

本講義は各パートを３人の担当者がリレー形式で行うため、実際の講義の順序はクラスによって異なる。学生は自分が登録しているクラス（SAま

たはSB）の教室で、全１５回受講すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・コミュニケーション・ペーパーは、講義をしっかり聞きその内容に基づいて自分なりの考えが書かれているかをチェックし、その出来によって０～

６点で評価する。単に出席しているだけでは点数がつかないので注意すること。

・コミュニケーション・ペーパー提出の際には、必ずQRコードシールを貼ること。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫他／世界思想社／4790710572／

辞書等の持ち込みは不可。

平常点評価 毎回、授業中にコミュニケーション・ペーパーを課す。45 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は３つのパートに別れており、３人の講師（筒井、浪田、粟谷）がそれぞれのパートを担当する。「メディアの成り立ち」（第1回～5回：浪田

担当）では私たちの社会環境の不可欠な部分となっているメディアの仕組みや歴史について、「メディアと社会」（第6回～10回：筒井担当）では広

い視点から社会全体におけるメディアの位置づけについて、「メディアと現代」（第11回～15回：粟谷担当）ではメディアと現代社会に関する諸問

題をいくつかのトピックから学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

導入科目につき、特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代とメディア (SB)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、筒井 淳也、浪田 陽子

12581

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアについて理解し、研究するための基礎知識を身につける。

・メディアが社会の様々な働き（政治、経済、社会的ネットワーク等）に作用する仕方について理解する。

・メディアが現代社会とどのように関係しているのかについて学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアとは何か？：そもそもメディアとは何をさすのか。

メディアの基本概念を説明する。

1

メディアの歴史(1)：活版印刷術は社会をどう変えたのか。

活字メディアを中心にメディアの歴史を学ぶ。

2

メディアの歴史(2)：ラジオとテレビを中心に、放送メディア

の歴史を学ぶ。

3

メディアとオーディエンス：オーディエンスとは何か。またメ

ディアとオーディエンスの関係を考える。

4

メディア・リテラシーとは何か？：メディア・リテラシーの基

本概念を説明するとともに、メディアを能動的に学習・活

用する方法を探る。

5

情報化とは何か？：「情報化」に取り囲まれる今日の社会

状況ついて説明する。

6

情報と政治・経済の関わり：社会的領域にメディアがどう

作用するのかを説明する。特に政治・経済とメディアのか

かわりについて学ぶ。

7

電子ネットワークのインパクト(1)：電子ネットワーク、特に

インターネットについて、その成立から発展までの成り行

きを説明する。

8

電子ネットワークのインパクト(2)：ネット社会が新聞・放送

など、既存メディアの枠組みをどのように変えていく可能

性があるのか？

9

ネットが変える広告のかたち：プッシュ型メディアとプル型

メディア

10

メディアの思想(1)：ジャーナリズム、その定義、ジャーナリ

ストの活動と思想について説明する。 

11

メディアの思想(2)：メディアは何を報じているのかについ

て事例から考える。

12

メディアと広告：テレビCMを中心にメディアと広告につい

て学ぶ。

13

メディア産業と文化：メディア産業とグローバルなメディア

について、映像・音楽などのポピュラーな文化との関係か

ら理解する。

14

グローバル化とメディア：グローバル化の問題を、グロー

バルメディア、戦争報道から考える。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書と授業内容の理解度をはかる。試験形式は、選択式と記述式の併用。教科書やノート、55 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に適宜指示を行う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

本講義は各パートを３人の担当者がリレー形式で行うため、実際の講義の順序はクラスによって異なる。学生は自分が登録しているクラス（SAま

たはSB）の教室で、全１５回受講すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・コミュニケーション・ペーパーは、講義をしっかり聞きその内容に基づいて自分なりの考えが書かれているかをチェックし、その出来によって０～

６点で評価する。単に出席しているだけでは点数がつかないので注意すること。

・コミュニケーション・ペーパー提出の際には、必ずQRコードシールを貼ること。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫他／世界思想社／4790710572／

辞書等の持ち込みは不可。

平常点評価 毎回、授業中にコミュニケーション・ペーパーを課す。45 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

 『はだしのゲン』は「原爆」を扱った代表的なマンガである。これはなぜか、学校図書館や学級文庫に多く蔵書されている。図書館や学級文庫に

マンガがほとんど置かれていないことを考えると、それはかなり奇異に思える。

 また、われわれは、８月15日を「終戦記念日」として記憶に留めている。だが、その日は他国との「終戦」が成立した日ではない。ポツダム宣言受

諾は８月14日、降伏文書調印は９月２日である。にもかかわらず、なぜ、その日を「記念」するのか。

　こう考えると、「戦争」をめぐる戦後の「常識」にはさまざまな疑問が思い浮かぶ。この授業では、こうした疑問を念頭に置きながら、戦後のメディ

ア史（ジャーナリズム史・マンガ史・出版史・映画史など）を見渡し、ナショナルな世論やアイデンティティの変容プロセスを検証する。

　なお、本講義は史的事実の「暗記」を目的とするものではない。「歴史（メディア史・近現代史）」を通して、「現代」をいかに批判的に読み解くの

か―それを考えることに本講義の目的がある。そもそも、現代の状況は、「現在」だけでなく、「歴史」をふまえなければ、十分に見渡すことはでき

ない。こうした観点に立ちながら、本講義は、「メディア史」そのものというよりは、それを｢利用｣すること、すなわち「<メディア史>する」ことを実践

し、解説する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

【重要】

・授業ではパワーポイントや映像資料を用いるほか、プリントを用いる。

・授業各回のプリントについては、授業用ＨＰ（http://www.eonet.ne.jp/~yfukuma/）の「授業に関するご連絡」よりダウンロードし、出力のうえ、授

業にのぞむこと。授業時には配布しません。

単位数 /  Credit 2

現代メディア史 (S)

担当者名 /  Instructor 福間 良明

15913

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

戦後のメディア史と世論史を歴史社会学的な観点で捉える視点を養う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス 授業の概要・導入１

リアリティはリアルか（１）～映画『ジュラシック・パーク』

『男たちの大和』　  

戦後メディア史とリアリティの逆説２

リアリティはリアルか（２）～映画『ショア』『人間魚雷回天』

  

 

「リアルでない」ことのリアリティ３

「原爆」をめぐる世論と輿論～占領期の日本と映画『長崎

の鐘』『ひろしま』  

 

「唯一の被爆国」の神話、占領期の言論統制４

「原爆マンガ」のメディア史（１）～『はだしのゲン』とマンガ

雑誌の戦後史  

  

団塊の世代、『週刊少年ジャンプ』、青年コミック誌、メ

ディアはメッセージ

５

「原爆マンガ」のメディア史（２）～『はだしのゲン』の正典

化（その１）  

メディアとしての書籍と図書館 ６

 教養主義と「戦没学徒」の記憶～映画『きけわだつみの

こえ』（1950年） 

教養主義の社会学・メディア史７

 教養主義と「農民兵士」の記憶～映画『拝啓天皇陛下

様』（1963年）

教養主義と戦争をめぐる世論／輿論８

遺稿集のメディア史～岩波文庫・光文社カッパブックス・

戦争の記憶

戦後出版史、60年安保闘争、大学紛争、わだつみ像破

壊事件（立命館・1969年）

９

戦記・映画・「特攻」イメージ（１）～占領終結前後 占領終結直後の戦記ブーム，映画『雲ながるる果てに』

（1953年）

１０

戦記・映画・「特攻」イメージ（２）～任侠映画と全共闘と戦

争の語り

『あゝ同期の桜』（遺稿集・映画），任侠映画ブーム，大

学紛争，テレビの隆盛と映画の衰退

１１

「広島」「長崎」の世論と輿論（１）～「8・6」「8・9」と祝祭 メディアとしての観光・イベント１２

「広島」「長崎」の世論と輿論（２）～ローカル雑誌史 ローカリティとナショナリティ１３

戦後沖縄と「終戦の記憶」の変容（１）～沖縄のジャーナリ

ズム史

米軍統治、土地闘争１４

戦後沖縄と「終戦の記憶」の変容（２）～戦後出版史と輿

論

復帰運動と「反復帰」、沖縄に映る戦後日本１５
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私語や携帯電話の使用をなす者は、即「不可」とし、以後の受講は認めない。

【注意事項】

上記の通り、中間・期末レポートの分量は、いずれもＡ４（40字×40行）・５～６枚程度と、相当ハードです。逆に言えば、普段から予習・復習を

積み重ねておくことが必要な授業です。その点、くれぐれもご留意ください。

テキストは、戦後の世論（popular sentiments）と輿論（public opinion）とメディア史を扱った入門書です。

授業のうえでも、適宜、同書を参照しながら進めます。

中間レポートの課題文献にします。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.eonet.ne.jp/~yfukuma/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

史実は授業の中でわかりやすく解説する予定なので、現時点での歴史の知識の有無は問いません。歴史との対比で現代を読み解いていく面白

さを感じてもらえる受講者の履修を望みます。

「件名（subject）」に学籍番号・氏名を明記の上、yfukuma@ss.ritsumei.ac.jpにご連絡ください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『「反戦」のメディア史―戦後日本における世論と

輿論の拮抗』

福間良明／世界思想社／978-4790711964 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『「戦争体験」の戦後史』 福間良明／中央公論新社／ 978-4121019905 ／中公新書

『現代メディア史』 佐藤卓己／岩波書店／978-4000260152 ／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 【内訳】

中間レポート......40パーセント

期末レポート......55パーセント

【注意事項】

１）中間・期末レポートの課題は、第1回授業時に提示しますが（今後の学習を促すため）、その

分、中間・期末レポートそれぞれ、分量はＡ４（40字×40行）・５～６枚程度と、相当ハードです。

その点、くれぐれもお含みおきください。

２）中間レポートを提出しない場合、およびその得点が50点未満の場合は、即「不可」とします。 

95 ％

平常点評価 授業内容に関する感想・質問などをメールで提出。15回のうち5回提出で５点満点（出席点では

ありません） 

5 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：「広告表現分析」

本講義では、広告論での広告の基礎知識を前提として、広告表現の吟味、文化的な側面、グローバルな視点での広告など幅広い内容をカバー

する。表現の吟味、文化的な側面での解説では比較的数多く視聴覚教材を使用し、実際のTV広告等を鑑賞し、自分の目で広告の良さを判断す

ることも学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

広告論を履修していることが望まれる。

特に市販のテキスト等は使用しない。オリジナルに作成した資料を使用。

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

配布のレジュメでの復習。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

アドミュージアム東京：http://www.admt.jp/parent_J.html

全日本シーエム放送連盟：http://www.acc-cm.or.jp/

公共広告機構：http://www.ad-c.or.jp/ 

単位数 /  Credit 2

広告表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

16005

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講する学生には、広告表現を通し、広告の送り手、そして受け手としてのメディアリテラシーを身につけることを期待する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

課題は7～8回は行う予定のため出席が難しい学生には不向き。課題は講義の始めに行う場合もある。

空欄のあるレジュメを毎回配布するため、遅刻をせず出席し空欄を埋めること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 総括的導入講義、江戸・明治期・大正から戦時中の広告

 

引札、錦絵、ポスター、プロパガンダ1

タレント広告の役割とその功罪 有名人、意味移転効果、情報源効果2

キャラクター表現 ドコモダケのケース、既存キャラクター3

ユーモア広告（キンチョウの広告はなぜ面白いか） ＴＶＣＭ、つまらん！4

コンシューマーインサイトを発見する方法 アカウントプランニング、スイートスポット、トレーニング

法

5

ゲストスピーカー 広告主、広告会社、あるいは広告関連団体6

時代と広告（１） 1950年代～70年代、トリス、イエイエ、高度経済成長 7

時代と広告（２） 1980年代～2000年以降、西武、資生堂、サントリー 8

CSRと広告 企業の社会的責任、ケース9

社会的広告　ベネトンの事例 タブー広告10

広告制作者を考える クリエイティブディレクター杉山登志の生涯 11

グローバル広告とは カンヌ広告祭の受賞作品12

広告の中のジェンダー 洗剤のＣＭ13

ブランデッド・エンタテインメント プロダクト・プレイスメント14

講義の総括（その他） 新しい広告表現15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書およびノートなどの持込は不可60 ％

平常点評価 不定期に授業内で課題を課す。 

日常的な授業に対する取組状況等の評価。

40 ％
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 その他 /  Others

特になし

個別の質問がある場合には、基本的に直接教員にメールで行うこと（教員のアドレス：koizumi@ss.ritsumei.ac.jp）。一般的な広告理論、広告業

界等に関する質問については、他学生と共有すべきと考えるため、教員のブログにて回答を行う。

http://hidekoizumi.cocolog-nifty.com/blog/

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　「広告」「広報」「宣伝」―これらのニュアンスはそれぞれ異なるが、その機能には重なり合う点が多い。むしろ、それらを殊更に区分することで、

見えなくなるものも少なくない。たとえば、9･11直後、アメリカ政府は、国内外の宣伝政策の責任者に、大手広告代理店トップを起用した。このこと

は、「国内広報」「対外宣伝」と「広告」の連続性を示唆するものであろう。本講義では、「宣伝」「広報」も視野に入れながら、「広告＝宣伝」のメディ

ア文化史を俯瞰する。そのうえで、(1)「広告＝宣伝」はナショナリズムや国民統合といかに結びついてきたのか、(2)それらを批判的に読み解いた

うえで、いかに「自己＝われわれ」と「他者」との対話を構想することができるのか、という点について考察する。

 なお、本講義では、現代の事象のみならず、戦前・戦後の宣伝・広告文化史も多く取り上げる。現代は現代によってのみ見えるのではなく、過去

との対比によって見えるものも少なくないためである。本講義では、関連する文化史も解説しながら、近現代の広告文化を読み解いていく。

【注意事項】

本講義は、商業広告に特化するわけではない。「広告・広報・宣伝」を広くとらえ、博覧会やプロパガンダ、宣伝映画も多く扱う。その意味で、どち

らかといえば、広義の公共広告（史）に重点を置くことに留意されたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

【重要】

・授業ではパワーポイントや映像資料を用いるほか、プリントを用いる。

・授業各回のプリントについては、授業用ＨＰ（http://www.eonet.ne.jp/~yfukuma/）の「授業に関するご連絡」よりダウンロードし、出力のうえ、授

業にのぞむこと。授業時には配布しません。

単位数 /  Credit 2

広告文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 福間 良明

13324

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・「広告」「広報」「宣伝」の背後にあるポリティクス（ナショナリズム・異文化認識など）を読み解く視点を学ぶ。

・「広告」「広報」「宣伝」の文化を、総力戦体制以降の歴史をふまえながら、理解する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス～広告・広報・宣伝を横断する 授業の概要・導入１

現代広告に映るジェンダー／セクシュアリティ テレビＣＭと「男同士の絆」２

現代広告に映る「異文化」 異文化認識のポリティクス３

博覧会と異文化表象～大阪万博の広報学（１） 大阪万博、戦前期の博覧会、異文化・異民族の「展示」４

博覧会と異文化表象～大阪万博の広報学（２） 岡本太郎、万博から民博（国立民族学博物館）へ５

戦時期の博覧会と「聖戦」の綻び（１） 日中戦争、擬似戦場体験のメディア、ニュース映画との

相違

６

戦時期の博覧会と「聖戦」の綻び（２） メディア・イベント，戦時期の出版バブル７

戦時期の博覧会と「聖戦」の綻び（３） プロパガンダの逆説８

玉音放送の広報学（１） 終戦記念日の神話９

玉音放送の広報学（２） 「８・１５」の発明と玉音放送のメディア論10

9・11とプロパガンダの現代史（１） 9･11以降のアメリカと広告・広報・宣伝11

9・11とプロパガンダの現代史（２） 総力戦体制とアメリカの宣伝政策、映画『大戦前夜』と

「敵」の表象

12

9・11とプロパガンダの現代史（３） 日本の戦時プロパガンダ映画（『ハワイ・マレー沖海戦』

『陸軍』）と「敵の顔」の不在

13

おわりに：自己と他者の対話の可能性 逆さの世界（丸山眞男）、沈黙の螺旋14

授業全体を振り返って～「広告文化」を読み解く視点 理論・見取り図の復習15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 【内訳】

中間レポート......40パーセント

期末レポート......55パーセント

【注意事項】

１）中間・期末レポートの課題は、第1回授業時に提示しますが（今後の学習を促すため）、その

分、中間・期末レポートそれぞれ、分量はＡ４（40字×40行）・５～６枚程度と、相当ハードです。

その点、くれぐれもお含みおきください。

95 ％
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・私語や携帯電話の使用をなす場合、即「不可」とし、以後の受講は認めない。

【注意事項】

１）上記の通り、中間・期末レポートの分量は、いずれもＡ４（40字×40行）・５～６枚程度と、相当ハードです。逆に言えば、普段から予習・復

習を積み重ねておくことが必要な授業です。その点、くれぐれもご留意ください。

２）レポートでは、インターネットからのコピー＆ペーストは、「不可」とします（そもそも、ネットを利用できるような課題ではないですが）。

教科書はとくに使用しない。

中間レポート等の課題文献は、別途指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.eonet.ne.jp/~yfukuma/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「件名（subject）」に学籍番号・氏名・要件を明記の上、yfukuma@ss.ritsumei.ac.jpにご連絡ください。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『情報戦争』 ナンシー・スノー／岩波書店／4000234013／

２）中間レポートを提出しない場合、およびその得点が50点未満の場合は、即「不可」とします。

平常点評価 授業内容に関する感想・質問などをメールで提出。15回のうち5回提出で５点満点（出席点では

ありません） 

5 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：「現代広告論」

本講義では、企業の行う広告活動を中心におき、広告および広告産業を包括的に理解することを目指す。広告の定義、機能、また広告キャン

ペーン立案プロセスなど幅広い内容を実際の企業のケースを通し解説する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし 

課題はほぼ毎回行う予定のため出席が難しい学生には不向き。課題は講義の始めに行う場合、あるいは講義外で行う場合もある。

特に市販のテキスト等は使用しない。オリジナルに作成した資料を使用。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

配布のレジュメで復習

単位数 /  Credit 2

広告論 (S)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

13177

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講する学生には、市民としての広告に対するリテラシーの向上を目指す一方、実社会において広告活動に関連する場面に直面した際に十分

対応のできる知識、考え方を身につけることを望む。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

比較的な高度な広告理論の解説もあるため、しっかりとした受講態度を希望する

空欄のあるレジュメを毎回配布するため、遅刻をせず出席し空欄を埋めること。 

授業外での学習を促すために、次週に提出の課題を行う場合もあるため、十分な予習・復習の時間をとれることが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代広告論（新版） 岸志津江、田中洋、嶋村和恵／有斐閣／4-641-12356-X／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の進め方・広告の歴史および定義 マーケティング、宣伝1

広告の種類と機能（社会的役割と企業のマーケティング

活動としての役割）

マス4媒体、SP広告、経済・経営、・社会・文化的機能2

広告産業とは:特に広告代理店の役割と今後の方向性 広告費、総合広告代理店、世界の代理店、クリエイティ

ブエージェンシー

3

広告のブランド構築への役割 ブランドエクイティ、ブランド認知、知覚品質、ブランド連

想、ブランドロイヤルティ

4

広告戦略立案プロセス(1) Plan・Do・See、状況分析、SWOT分析5

広告戦略立案プロセス(2)（ケーススタディ） ポジショニング、ターゲティング6

表現戦略 TVCMの制作プロセス クリエイティブブリーフ、ストーリーボード、TVCM7

広告効果（１） 広告調査、AIDMA、AISAS、関与8

広告効果（２） 精緻化見込みモデル、ロシター・パーシー・ベルマン・グ

リッド、認知的不協和低減の理論

9

メディア戦略 メディアプランニング、ブランドコンタクトポイント10

ゲストスピーカー 広告主あるいは広告会社の方11

IMC戦略 統合型マーケティングコミュニケーション、「牛乳に相談

だ」のケース

12

スポーツと広告 ワールドカップのケース13

新しい広告（１） Ｍｉｘｉ年賀状のケース14

新しい広告（２） Ｗｅｂ広告、ステルスマーケティング、バイラル広告 、

シームレス広告

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書およびノートなどの持込は不可60 ％

平常点評価 不定期に授業内および授業外で課題を課す40 ％
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特になし

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

アドミュージアム東京：http://www.admt.jp/parent_J.html

全日本シーエム放送連盟：http://www.acc-cm.or.jp/

公共広告機構：http://www.ad-c.or.jp/

 その他 /  Others

特になし

個別の質問がある場合には、基本的に直接教員にメールで行うこと（教員のアドレス：koizumi@ss.ritsumei.ac.jp）。一般的な広告理論、広告業

界等に関する質問については、他学生と共有すべきと考えるため、教員のブログにて回答を行う。

http://hidekoizumi.cocolog-nifty.com/blog/

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

新しい広告 嶋村和恵監修／電通／4-88553-183-7／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

・ボーダーレス社会の中でニュースや情報がどのように流通しているのか構造を理解します。

・世界のさまざまな政治経済体制の国々でどのようにジャーナリズムが権力監視の役割を果たしたり、基本的人権が危機に瀕しているかを理解

します。

・ICT社会、ネットワーク社会で情報がどのようにやりとりされ、テクノロジーの発達でプライバシーや表現の自由などがどのような影響を受けてい

るのか理解します。

・国内ではなされていない議論などもカバーするため英語の文献も読んでもらいます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

クラス内で指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回英語のリーディング・アサインメントがあります。授業内の議論に必要ですので読んで来て下さい。

単位数 /  Credit 2

国際ジャーナリズム論 (S)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

15815

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・権力とメディアの関係について、その「構造」を理解する。

・表現の自由とは日常のどのような場面で尊重されなければならず、それが存在しない社会がいかに不健全であるのかを理解する。

・メディアが社会的な信用を維持するために、どのような「決まりごと」が必要なのを理解する。

・日本が世界にどのような受け取られているのか、実態を理解する。

・インターネットの発達が、コミュニケーション、プライバシー、ニュースを含むコンテンツ流通などに及ぼしている影響を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞を 低1紙は読んで下さい。テレビのニュースも見て下さい。 近の時事問題については「常識」と考え、 低限の説明しかしません。

インターネットのSNS(TwitterやFacebookなど）も積極的に使ってみて下さい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入・異文化コミュニケーション・ジャーナリズムの原則 カルチャーショック・ジャーナリズム・ニュース第１回

日本の報道機関は外国のニュースをどのように伝えてい

る

ニュースソース・通信社・外信部第２回

権力とメディア 権力の監視・メディアコントロール・スピン第３回

戦争とメディア 湾岸戦争・イラク戦争・埋め込み型（エンベッド）ジャーナ

リスト・テロ

第４回

表現の自由のない国で／忘れ去られたニュース（１） ニュースバリュー・検閲 第５回

表現の自由のない国で／忘れ去られたニュース（２） メディア規制・インターネット 第６回

メディアビジネスとニュース フリーペーパー・ウェブニュース・コングロマリット 第７回

公共放送のモデル BBC・NHK・PBS・イラク戦争第８回

ゲストスピーカーによる講演と討論 日程変更の可能性あり・ゲストは追ってアナウンスしま

す 

第９回

メディアの倫理をいかに守るか ニュース分析・ジャーナリズム理論・シビックジャーナリ

ズム 

第１０回

日本は世界からどう見られているか（１） 記者クラブ・皇室問題 第１１回

日本は世界からどう見られているか（２） クールジャパン・コンテンツビジネス第１２回

ニュースの新しい形 ブログ・コンテンツアグレゲーター・SNS第１３回

インターネットとコントロール・創造的な社会と著作権 プライバシー・コード・ボット第１４回

記述問題とまとめの議論 ※問題の要領と詳細は追ってアナウンスします 第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ① 終講義日に行う記述問題（オープンノート・詳細はクラス内でアナウンスします）

②（希望者のみ）リーディング・アサインメントの「ディスカッション・グループ」による発表（詳細は

クラス内でアナウンスします）

③クラス内で書くコミュニケーション・ペーパー

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

BBC（英国放送協会）：www.bbc.co.uk

PBS（米公共放送）Newshour with Jim Lehrer；www.pbs.org/newshour/

Reporters sans Frontier（国境なき記者団）：www.rsf.org

Project for Excellence in Journalism（優れたジャーナリズムのためのプロジェクト）：www.journalism.org

Committee of Concerned Journalists（危惧するジャーナリストたち）：www.ccj.org

 その他 /  Others

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代の子どもは、テレビやラジオ・新聞・雑誌・映画といった従来のメディアのほか、ゲームやインターネットなどのデジタル・メディアに囲まれて

育っている。本講義では、子どもとメディアのかかわりについて、社会・教育・心理学的見地から考察する。また、子どもが接している様々なメディ

アを実際に授業中に参照し分析を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。他専攻や他学部生でメディアの基礎知識がなくても十分に受講可能。

ただし、平常点評価１００％とはいえ決して楽な授業ではないので、以下シラバスに記載してある授業内容や課題等をよく確認してから登録する

こと。

自分で考える力を身につけたい学生の受講を歓迎する。 

・毎回ＱＲコードシールを持参すること。シールのないものは減点とする。

・子どものインターネット利用状況やそれにまつわる諸問題（ネットいじめ等）を、教育現場での経験をもとに話していただくゲストスピーカーの

回を1度設ける予定である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日常生活において、自分が使うメディアや子供向けのメディアに常に注意を払い、本講義の目的を体して意識的にメディアを観察すること。

単位数 /  Credit 2

子どもとメディア (S)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

15921

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・「メディアが子どもの日常生活においてどのような役割を果たしているのか」、「子どもはメディアをどのように理解し使用しているのか」、「メディ

アが子どもの成長にどのような影響を与えるのか」、といったメディアと子どもについての基本的な事柄について理解する。

・子どもにメディアを教えるにあたり、メディア・リテラシーの基本的な概念や教育の実践についての基礎的な知識を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講義だけではなく、子ども向けのメディアを分析したり自分なりの考察を深めるなど、受講者の積極的な参加が必要とされる授業である。

・初回に授業の進め方、試験、評価方法などの詳細な説明とともにアンケートも行うので、第１回目から必ず出席すること。

・遅刻は他の受講者の迷惑になるので厳しく対処する。レジュメや資料等も授業開始から３０分以降は一切配布しないので注意してほしい（病欠

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義　（授業の進め方）、メディアとは何か 「私のメディア史」（子ども時代に接したメディアを振り返

る）

第１回目

子どものメディア環境：　子ども時代の変化 子ども、子ども時代、子どものメディア利用実態第２回目

子どもの発育、行動、モラル形成とメディア 乳幼児のメディア理解、幼児用教育番組の効果第３回目

子どもとポピュラー・カルチャー ポピュラー・カルチャーと子どものアイデンティティ形成第４回目

メディアと暴力 メディアに描かれるバイオレンスとその影響第５回目

メディアとジェンダー メディアに描かれる「女の子らしさ・男の子らしさ」第６回目

消費者としての子ども（１）テレビ番組 消費社会と子ども、ブランド・ロイヤルティー第７回目

消費者としての子ども（２）広告 子どもへのマーケティング、大量消費社会とメディア第８回目

デジタル時代の子ども：　インターネットと子どものメディ

ア発信

ネットいじめ第９回目

子どもの権利とメディア 権利主体としての子どもと子ども向けメディア第１０回目

子どもにメディアを教える（１）　 メディア・リテラシー、メディア教育とは何か第１１回目

子どもにメディアを教える（２）　 メディア・リテラシーの基本概念第１２回目

子どもにメディアを教える（３）　 メディア教育の実践第１３回目

子どもにメディアを教える（４）　 メディア教育の課題第１４回目

検証テスト（60分）と解説（30分）第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①検証テスト（４０％）

終回の授業で、それまでの授業内容の理解度とそれを踏まえて自分の考えを記述できるか

どうかを確認する検証テストを実施する。未受験の場合は、「不可」となるので注意。

②コミュニケーション・ペーパー（６０％）

授業中に毎回Ａ４用紙一枚程度のコミュニケーションペーパーを課す。内容はメディア分析や小

レポートなど。０～５点で評価する。単なる出席点ではないので注意。１４回中９回以上提出の

ないものは、即「不可」となる。

100 ％
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教科書は特に指定しない。必要に応じて授業中にレジュメと参考文献リストを配布する。

その他、適宜授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

The International Clearing House on Children, Youth, & Media http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

ややむを得ない事情を除く）。

・私語は他の受講生の迷惑となるので厳しく対処する。退出を命じることもあり、その際は当日のコミュニケーション・ペーパーは０点となる。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアと人間の発達　－　テレビ、テレビゲー

ム、インターネット、そしてロボットの心理的影響

坂元章編／学文社／4762012629／

Children, Adolescents, and the Media (Second 

Edition) 

Victor C. Strasburger, Barbara J.Wilson, and Amy B. Jordan／Sage Publications／

9781412944670／

子どもとニューメディア 北田暁大・大多和直樹(編）／日本図書センター／4284301251／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

コンテンツのデジタル化が進む現在、メディアにおけるコミュニケーションがどのように変容していくのか、なぜ変容せざるを得ないのかを主にビ

ジネス面から考察します。講師は2人体制で、カリキュラムの前半は映像メディア（特にテレビ）の見地から松山が担当し、後半は広告コミュニ

ケーションの見地から平田が担当します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・基本的に各回１テーマで開講しますが、順序の変更がありえます。内容によっては専門家を招き、講師と二人で授業を進めることもありえま

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内に参考資料などを適宜紹介します。

単位数 /  Credit 2

コミュニケーション政策論 (S)

担当者名 /  Instructor 平田 佳宏、松山 浩士

15856

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

講義の内容を理解したうえで、この領域について今後自ら認識を広げ、深めていくための「知の自立」を図れるようになること。この領域は日々変

化・進化しており、この講義は到達点ではありません。講義はあくまでも入口にすぎません。また、われわれ講師は水先案内人にすぎません。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 ～デジタルコンテンツ時代のコミュニ

ケーション変容～（松山）

コンテンツのデジタル化　オリジナルとコピー　伝送経路

　双方向

第１回

映像の歴史（松山） 映画の誕生　セザンヌ・鳩・世界初のコント　幼児の言語

獲得過程と映像史のアナロジー　ドキュメンタリーとSF　

「外部」「人間」「文法」の発見

第２回

映像の修辞学（松山） 映像の「零度」と逸脱　映像における比喩とシンタックス

　レトリックとメッセージ　演出と「ヤラセ」

第３回

もうひとつのテレビ史（松山） 映画と音楽と新聞　今のテレビを作った人たち　テレビ

局のキャッチコピーと戦略の変遷

第４回

映像と広告コミュニケーション①（松山） テレビコマーシャルの歴史　広告の機能　消費行動

　AIDMA～AISAS～SIPS　クロスメディア

第５回

映像と広告コミュニケーション②（松山） テレビ視聴における共同体　マスとソーシャル　キュレー

ション　物が売れない時代のマーケティング　欲望する

主体

第６回

デジタルコンテンツ時代の著作権を考える（松山） 著作権　人格権と財産権　著作権が保護するもの

　JASRAC　「まねきTV」事件　デジタル化時代の著作権

のありかた

第７回

視聴者とは誰か（松山） 視聴率　ターゲット論の変遷　視聴者がテレビに求める

もの（テレビ番組の要素分析）　視聴者の意識変化

第８回

放送と通信の融合とは何か（松山） 総務省　放送行政と放送法　経産省のコンテンツの国

家戦略

第９回

広告の歴史とこれから（平田） 広告のはじまり　広告史　広告の役割の変化第１０回

情報大爆発がもたらしたコミュニケーションの大変化（平

田）

情報大爆発　コミュニケーションの変化　インターネット

の本格普及　コンテンツ流通革命

第１１回

米大統領選に見るコミュニケーション・デザインの重要性

（平田）

オバマ大統領　コミュニケーション・デザイン　情報戦　ロ

ングテールの活用

第１２回

クチコミのメカニズム（平田） クチコミ発生の条件　クチコミ発生の条件　WOM　情報

バリア

第１３回

IP TVの現状と今後の影響（平田） インターネットテレビ　I PTV　　radiko(ラジコ)　メディア・

プラットフォーム

第１４回

まとめ　～メディアはどこに向かおうとしているのか～（松

山）

企業としてのテレビ局　コンテンツビジネス　既存メディ

アの危機と生き残り戦略　メディアにおける異業種参入

　メディア企業の将来像

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義では多くのテーマを取り上げますが、その中で特に興味を抱いたテーマについてのレポー

トを課します。授業内容の理解はもちろんですが、単に授業を要約するだけではなく、①なぜ興

味を抱いたのか、②自分で新たに知識を深めた内容、③自分の意見の３つを必ず盛り込むよう

にしてください。

100 ％
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す。

・時事的なテーマに沿った内容も含まれるため、シラバスの内容が部分的に変更されることもあります。それについては開講後にお知らせし

ます。

テーマが多岐にわたるため特に使用しません。

          その都度授業の中で紹介します。                    

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

メールもしくはtwitterのハッシュタグ等で（開講後にお知らせします）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義で言うところのコミュニティ・メディアは、地理的な範囲を中心とした地域コミュニティのメディアである。

　大きな災害が起きるたびに、マス・メディアに登場する小規模なメディアがある。それが、地域メディアと言われる、ローカル新聞やコミュニティＦ

Ｍである。地域メディアは、その名の通りに地域に密着した情報を伝えるために存在している。われわれの生活はマス・メディアを中心に成立し

ているが、一定範囲の地域を意識し、その地域で生活する人びとを中心に成立しているメディアも確かに存在しているのだ。だが、先述のように

その存在が認識されるのは、大きな災害など特別な状況が起こったときに限られている。

　また、われわれが学ぼうとしているメディアにはさまざまな存在理由があり、生まれてきた理由もある。メディアの歴史を学ぶとき、その存在理

由はあまり問われることがない。１本の時間軸の上にトピックスとして並べられ、他の可能性や別の時間軸は無視される。特に、地域という一定

の地理的範囲や人的なつながりのなかで生み出されたメディアの歴史は、その存在すら忘れられている。

　それはなぜなのだろうか？この授業の基本的な関心は、常に疑問と共にある。なぜマスなメディアだけではだめなのだろうか？なぜ、地域コ

ミュニティとメディアが強く結びつくのだろか？なぜ、自らメディアを生み出そうとするのだろうか？自明と思われていることに改めて目を向け、そ

れを確認し、分析し、理解をする。授業は、その繰り返しである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

コア科目（情報メディア学系用）

基礎社会学

メディア社会論

レジュメは、コースツールに１週間前までにアップするので、各自プリントアウトして持参すること。

授業当日は、提出用コミュニケーションペーパー、翌週に使用する関連資料及び当日の補足資料を配付する。きちんと予習しておくこと。

ただし、開始後30分経過した時点で上記配布物の配布を中止し、以後は一切配布を行わない。

各回の授業予定は、 新のトピックスに合わせて変更する場合がある。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

コミュニティメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

13182

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．マス・メディア以外のメディアの存在を理解する。

２．コミュニティとメディアの関係を考える。

３．メディアの存在を自明とせずに、さまざまな角度から観察できる。

４．コミュニティ・メディアにアクティブなアプローチができる。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

日常生活とメディアの関係を、常に意識することが大切。新聞を読み、社会の動きと問題を確認することも大切。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

日常に偏在するコミュニティとメディア 地域メディアとコミュニティ・メディア 第1回

地域メディアとわれわれ 地域、住民、メディアの循環を創る 第2回

コミュニティ・メディア研究と調査 どんな研究視点や方法があるのか- 第3回

災害とメディア　その１ 災害とメディアの関係性を考える 第4回

災害とメディア　その２ 実際の災害とメディア 第5回

災害とメディア　その３ 実際の災害とコミュニティ・メディア 第6回

災害とメディア　その４ 今後の災害とコミュニティ・メディア 第7回

コミュニティ・メディアを事例から考える１ 地方新聞第8回

コミュニティ・メディアを事例から考える２ ケーブルテレビ第9回

コミュニティ・メディアを事例から考える３ コミュニティＦＭ第10回

コミュニティ・メディアを事例から考える４ 有線放送・親子ラジオ第11回

コミュニティ・メディアを事例から考える５ コミュニティ・メディアの営利／非営利問題 第12回

コミュニティガバナンスとコミュニティ・メディア 地域社会の問題解決とメディア 第13回

コミュニティ・メディアを巡る議論 コミュニティ・メディアをグローバルに見る 第14回

地域とメディアの新しい関係作り 今の時代にふさわしい地域とメディアの関係とは 第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内で説明した内容を中心に、論述問題を出題。80 ％

平常点評価 毎回の授業内で提示するテーマについての、コミュニケーションペーパーの提出。20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

sakatak@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

  ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域メディアが地域を変える 河井 孝仁 遊橋 裕／日本経済評論社／／

現代地域メディア論 田村紀雄・白水繁彦／日本評論社／／

コミュニティ・メディア 金山智子／慶応義塾大学出版部／／

地域SNS 前線  庄司昌彦 ／庄司昌彦  アスキー ／／

地域メディアを学ぶ人のために 田村紀雄篇   ／世界思想社 ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、ジャーナリズムの機能・役割と責任、言論・表現の自由について、なぜそれらが私たちにとって重要な意味をなすのかといった観点

を起点に、日本のジャーナリズム活動、ジャーナリストたちの言論活動や思想などを歴史的に踏まえながら考えていきます。現在のジャーナリズ

ムの問題点をとらえ、見る眼を養うためにも、政治的社会的側面から見た現代社会におけるジャーナリズムの状況と課題を整理しつつ、時事的・

実際的な問題などと関連させながら多面的に考察します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代とメディア

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞、テレビ、週刊誌など現代社会の出来事を伝える報道に意識的に接触することです。ジャーナリズム論を深めるための参考文献を授業時に

多数紹介しますが、関連する文献を読んで、問題意識を深めて下さい。なお、ジャーナリズム論は近現代史と深く関わっていますので、近現代史

の知識を増やすよう努力して下さい。授業は資料を中心にビデオ映像などを使いながら進めていきます。コースツールを活用して授業内容に関

する受講者の考察や意見を求める課題を課します。授業の進度によっては予定のテーマが前後・伸縮することもあります。

単位数 /  Credit 2

ジャーナリズム論 (S)

担当者名 /  Instructor 柳澤 伸司

13281

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ジャーナリズムの本質やその現在的問題を歴史的相対的に捉える視座を獲得し、関連する課題について説明し批評することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに～授業の進め方と評価について ジャーナリズムの視点第1回

ジャーナリズムとは何か 原寿雄『ジャーナリズムの思想』岩波新書（1997）マス・

コミュニケーション、ジャーナリズム、ジャーナリスト

第2回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（１）明治期日

本の新聞記者

鎌田慧『反骨のジャーナリスト』岩波新書（2002）ジョセ

フ・ヒコ、福地源一郎、福澤諭吉

第3回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（２）新聞に対す

る読者の視線 

玉木明『ゴシップと醜聞－三面記事の研究』洋泉社・新

書ｙ（2001）、赤瀬川原平『外骨という人がいた！』ちくま

文庫（1992）黒岩涙香、宮武外骨

第4回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（３）言論の力と

大正デモクラシー 

米騒動、井上江花、白虹事件第5回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（４）批判の限

界と新聞人

菊竹六皷、桐生悠々第6回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（５）ジャーナリ

ズム批判と言論活動

吉野源三郎『職業としての編集者』岩波新書（1989）石

橋湛山、高見順

第7回

報道することの難しさ～皇室報道をめぐって 皇室担当記者ＯＢ編『皇室報道の舞台裏』角川oneテー

マ21（2002）皇室報道、表現の自由

第8回

権力を監視するということ～記者クラブというシステムと

取材のあり方

田勢康弘『政治ジャーナリストの罪と罰』新潮文庫

（1994）、大塚将司『スクープ－記者と企業の攻防戦』文

春新書（2004）記者クラブ、報道協定、情報公開

第9回

国家秘密と知る権利～外務省密約事件 西山太吉『沖縄密約－「情報犯罪」と日米同盟』岩波新

書（2007）知る権利、沖縄返還密約事件、記者の倫理

第10回

戦争とジャーナリズム～（１）戦争報道から何を考えれば

よいか

前坂俊之『太平洋戦争と新聞』講談社学術文庫

（2007）、石川文洋『報道カメラマン』朝日文庫（1991）宣

伝、情報操作、報道管制

第11回

戦争とジャーナリズム～（２）メディアは何を伝えているか 武田徹『戦争報道』ちくま新書（2003）、柴山哲也『戦争

報道とアメリカ』ＰＨＰ新書（2003）映像のリアリティ

第12回

取材と報道のバランス～（１）報道と人権の狭間 後藤文康『誤報－新聞報道の死角－』岩波新書

（1996）、河野義行・浅野健一 『松本サリン事件の罪と

罰』講談社文庫（2001）犯罪報道、報道被害、メディア・

第13回

取材と報道のバランス～（２）メディアが作り出す報道被

害

高山文彦『少年犯罪実名報道』文春新書（2002）スクー

プ、報道被害、実名・匿名問題

第14回

ジャーナリズムをどうするか～報道規制の動き／まとめ

の議論

ジャーナリストという職能／ジャーナリズムの可能性第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業時に講義内容に関連した課題レポートを課します。決められた期日までにコースツールへ100 ％
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レポートはコースツールでの提出となりますので、コースツールが使えるようにしておいて下さい。授業期間中に出される課題レポートを提出

しなかった場合は出席していないものと判断します。第1回目に「授業の進め方と評価について」詳細な説明をしますので、受講予定者は必

ず出席して下さい。

特に指定しません。必要に応じて文献資料等を紹介します。配布物は事前にコースツールにアップしておきますので、各自そこから入手する

ようにしてください。

配布物は事前にコースツールにアップしておきますので、各自そこから入手するようにしてください。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

コースツールに紹介しています。

 その他 /  Others

配布物や課題レポート等はコースツール（WebCT）を使いますので、予め「早期利用申請」を申請して使えるようにしておいてください。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

この授業は、ジャーナリズムを見る眼を養うための知識を獲得することも必要ですが、むしろ問題意識を啓発することに主眼を置きますので、そ

こから生じるさまざまなテーマに関する問題意識に対して自分なりに深めることが重要です。問題意識を啓発するための資料を読んだり、ビデオ

映像などを視聴し、そこから得る新たな知見、意見などを求めながら授業を構成していきます。ジャーナリズムの歴史など日本の近現代史に関

わることもあり、歴史上の人物や著作など事典や文献などでさらに調べることで知識を広げて下さい。なお、時事的な問題を扱うこともありますの

でこのシラバスの予定は、開講以降に変更される場合があり、若干講義予定の順序が変動または授業外学習の指示に代替されることがありま

す。授業中の私語は他の受講者の迷惑になるので厳しく対処します。また、配布物等は事前事後にコースツールに入れておきますので、各自そ

こから入手するようにしてください。配布物がある場合は授業時教室以外では配布しません。

授業内容に関する質問等はいつでも対応します。授業終了時などを活用して質問してください。時間がなくその場で十分な対応ができない場

合はメール（syt01970@ss.ritsumei.ac.jp）等でも対応します。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

提出することが求められます。主題に関わる意見の的確性、独自性を中心に評価します

（60％）。 終レポートについては授業に関連したテーマで作成し指定された期間までにコース

ツール提出。論点や表現の的確性、オリジナリティなどの観点を中心に評価します。課題につ

いての理解度、論旨の構成や説得力を重視します（40％）。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　情報ネットワークインフラの発達は、社会的コミュニケーションのあり方、経済活動、社会活動に大きな変革をもたらした。電子商取引の普及と

ユビキタスネットワークの形成、デジタル・コンテンツの普及により、ビジネスの方法、企業組織、流通構造、産業構造は変革を余儀なくされてい

る。このような変革にともなって引き起こされるさまざまな問題に対する諸制度の整備、消費者の側でのリテラシー涵養も求められている。この講

義では電子商取引を中心とするネットワーク経済の実態、電子商取引を支える技術的基盤の仕組み、社会制度面で必要となる環境整備の課題

等について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特定の教科書は使用せず、教室で提示するスライド、授業中に配布するプリントを使用する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・理解を深めるために、参考文献（あるいは同分野の書籍）を講義の前後に読んでおくこと。

・講義の中で取り上げられた事例をインターネット上で確認してみること。

単位数 /  Credit 2

情報経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

15826

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・経済活動の情報化・ネットワーク化の実態について理解できる

・情報経済を支える技術的基盤の基本的しくみについて理解できる

・経済の情報化・ネットワーク化がもたらす社会的影響について理解できる

・情報経済化に関わる法的問題、消費者保護の基本的課題について理解できる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・新聞やWebサイトから講義に関わる内容はかなり勉強することができるので、意識的に目を通すように。

・ネットショッピングの際に、サイトの取引規約・プライバシーポリシーなど、普段あまり目を通さない所を隅々までしっかりと読んでみよう。また提

供されているサービスをすみずみまで調べてみよう。これだけでもかなり勉強になる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　情報ネットワーク化と経済活動 情報経済、情報化社会、ＩCＴ、ユビキタスネットワーク社

会

第１回

電子商取引（EC、Electronic Commerce）とは何か 電子商取引、定義、取引主体、市場規模第２回

企業・消費者間（BtoC）のEC(1) ユーザー像、市場の実態、ビジネスモデル第３回

企業・消費者間（BtoC）のEC(2) デジタルコンテンツ市場、情報財第４回

企業・消費者間（BtoC）のEC(3) コンテンツ産業、ビジネスモデル第５回

インターネット広告 ネット広告市場、ネット広告の基本類型、効果測定指標第６回

企業間（BtoB）のEC ＥＤＩ，サプライチェーンマネジメント、ｅ－マーケットプ

レース

第７回

デジタル・エコノミーと経済法則の変化 経済性、取引費用、収穫逓増第８回

ECの技術的基盤(1) 　情報処理形態と通信ネットワーク コンピュータの発達、分散処理、通信ネットワーク、イン

ターネット

第９回

ECの技術的基盤(2) 　セキュリティ、暗号化と認証 暗号技術、デジタル署名、電子認証、電子公証、ＰＫＩ第１０回

電子決済システム 電子マネー、企業ポイント第１１回

ユビキタスネットワーク（１） ユビキタス、u-Japan政策、RFID、トレーサビリティ、ト

ラッキング

第１２回

ユビキタスネットワーク （２） ビジネスモデル、プライバシー保護第１３回

ECに関わる犯罪・トラブルと法的規制 特定商取引法、電子契約法、消費者保護、プライバ

シーマーク

第１４回

情報ネットワーク社会における個人情報保護 個人情報、プライバシー、OECD８原則、個人情報保護

法

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本的な用語、概念、基本問題が正確に理解されているかを評価する。70 ％

平常点評価 講義内容に関する具体的事例を実際に自分で調査・確認してもらう。３回の提出課題を課す。30 ％
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上記以外の 近出版されている参考書については授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

次世代電子商取引推進協議会　http://www.ecom.or.jp/

日本通信販売協会　　　　　　http://www.jadma.org/ 

総務省　　　　　　　　　　　http://www.soumu.go.jp/

 その他 /  Others

WebCT　http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

eビジネスの教科書 幡鎌 博 ／創成社／4794422849／電子商取引の全体像をざっと理解するのに便利で

ある

IT経済入門 篠崎彰彦／日本経済新聞社／4532109426／第8回目の講義内容の理解が深まる

IT革命を読み解く 岩村充／技術評論社／4774113204／内容的には古くなったがIT革命がもたらした意

義についてわかりやすくまとめている

デジタルID革命 國領二郎、日経デジタルコアトレーサビリティ研究会／日本経済新聞社／4532311179

／第１2回・１3回の講義内容の理解が深まる

インターネットと法　第４版 高橋和之，松井茂記、鈴木秀美／有斐閣／4641130639／第14、15回の講義内容の理

解が深まる

モバイルバリュー・ビジネス NTTドコモモバイル社会研究所（編）／中央経済社／4502662402／第11回の講義内容

の理解が深まる
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授業 の概要 /  Course Outline

近代スポーツが19世紀後半から20世紀にわたって劇的に変化したその動向について鳥瞰し，政治・経済・社会の変化およびマスメディアの発達

とともに，（特に）するスポーツがみるスポーツ（観覧型スポーツ）へと変動した要因，またグローバル化の中でたどった過程およびその問題につ

いて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

            教科書は使用しない。      

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内で行う。

単位数 /  Credit 2

スポーツ変動論 (S)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

16008

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・19世紀後半から20世紀のスポーツについて理解を深め，現在に繋がる鳥瞰図を描けるようにする。

・スポーツにおける変動（特に観覧型スポーツ）を生み出す政治経済的背景ついて理解し，説明できるようにする。

・スポーツイベントやリーグスポーツの成り立ちについて理解し，それが孕む問題について説明できるようにする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業内で行う。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スペクテイター・スポーツ レイダー，ベンジャミン・Ｇ／大修館書店／ISBN4-469-26132-7／20世紀アメリカス

ポーツの理解に関わって参照されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入/スポーツ変動を考える視点　 授業の到達目標，進め方，成績評価方法等/19，20世

紀のスポーツを鳥瞰する

1

スポーツのあり方を決めるもの（1）　 イギリスの風土と気候および経済産業動向と近代ス

ポーツ

2

スポーツのあり方を決めるもの(2)　 労働と余暇：プロスポーツの発展3

新大陸，アメリカ合衆国におけるスポーツ(1)　 アメリカ人による近代スポーツの改良とみるスポーツの

萌芽

4

新大陸，アメリカ合衆国におけるスポーツ(2)　 都市産業社会の形成とアメリカ国民スポーツ，観覧型ス

ポーツの発展

5

プロフェッショナル・リーグ・スポーツの生成　 メジャーリーグ・ベースボール6

プロフェッショナル・リーグ・スポーツの展開　 ニグロリーグとそのファーム化7

テレビ時代の始まりとスポーツの変動　 テレビとスポーツの結びつき，強まるテレビ支配8

冷戦時代のスポーツ(1)　 ソビエト連邦のエリートスポーツとオリンピック9

冷戦時代のスポーツ(2)  東ドイツ，金メダルへの道：科学とスポーツ10

冷戦時代のスポーツ(3)　 勝利至上主義：ドーピング問題から考えるスポーツシス

テムとその変動

11

スポーツ市場のグローバル化(1)　 ベルリンの壁崩壊後のプロ選手市場，イベントビジネス

の展開

12

スポーツ市場のグローバル化(2)　 メジャーリーグ・ベースボール，サッカー産業の拡大13

スポーツ市場のグローバル化(3)　 ＮＢＡの戦略など14

まとめ　 スポーツの変動と観覧型スポーツの諸断面15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　講義で提示した内容の理解とその応用力・説明力の検証。70 ％

平常点評価 　何回かの「宿題レポート」を課す。レポートのテーマは授業内に提示され，次週の授業時間内

に提出するものとする。

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

  参考書は，私が講義をする上で参考にするものであり，受講者にとっては講義の内容を確認したり，より深く，また広く学習する上で役立て

ることができるものである。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業内で適宜紹介する。

 その他 /  Others

特になし。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ソビエトのスポーツ リオーダン，ジェームス ／道和書院／／ソビエトスポーツの理解に関わって参照され

たい。

衝撃 東独スポーツ王国の秘密 長谷川公之/山本茂／テレビ朝日 ／／東独スポーツの理解に関わって参照された

い。

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、スポーツイベントとメディアがどのような関係にあるのか，スポーツ番組がどのように構成されているのか，視聴者や読者がどの様

な状況に置かれているのかといった問題を，スポーツ文化それ自体の特性（メディア性）をふまえて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にない。

  教科書は使用しない。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内で行うつもりである。

単位数 /  Credit 2

スポーツメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

15818

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアスポーツの構造と機能について理解し，説明できるようにする。

・メディアスポーツ視聴者の楽しみがいかなるものか理解し，説明できるようにする。

・スポーツの意味や価値が自明のものではなく，様々な力関係もとで，一定の仕掛けを経て創り出されてい ることを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　書籍だけで学習することが比較的難しい講義内容なので，授業に毎回出席して，分からないところがあれば質問をして欲しい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアスポーツ解体 森田浩之／NHK出版／ISBN987-4-14-091148-8 C1336／「メディアスポーツ」の理解

に関わって参照されたい。

越境するスポーツ 高津勝・尾崎正峰／創文企画／ISBN4-921164-41-X C3075／「第２章　メディアス

ポーツ」を参照されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入／研究の領域と課題　 オリエンテーション，スポーツとメディアの関係，「メディ

アスポーツ」をどの様に考えるか？

1

スポーツ中継映像の構成原理を考える(1)　 スポーツ種目・特性による違い2

スポーツ中継映像の構成原理を考える(2)　 空間と時間の処理特性3

スポーツ番組のプロデュースとは何か 誰に向けて，何が，どの様に作られるのか？4

メディアスポーツの構造と機能 その生産・流通・消費の過程とは5

プレビュー番組(1)　 プレビュー番組とは：オリンピックを例として6

プレビュー番組(2)　 その構造と役割7

メディアがつくる物語(1)　 問題の提示と修正および「補強と脚色」の物語について8

メディアがつくる物語(2)　 「解釈と評価」の物語について9

メディアスポーツとその消費者  スポーツ視聴の「楽しみ」と「多様性」についてどの様に

考えるか

10

メディアイベント論とスポーツ(1)　 メディアイベントとは何か，新聞の企業化と学生野球の

言説，劇場化

11

メディアイベント論とスポーツ(2)　 武道の近代化・合理化，社会的意味の創造におけるメ

ディアの役割

12

文化装置としてのスポーツ(1)　 メディアによる分節・接合13

文化装置としてのスポーツ(2)　 エンコーディング―ディコーディング・モデル14

まとめ　 作り手の意図，提示される情報，視聴者の読み15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　現象や構造の理解および問題の把握，そしてそれを説明する力の検証。70 ％

平常点評価 　何回かの「宿題レポート」を課す。レポートのテーマは授業内に提示され，次週の授業時間内

に提出するものとする。

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

　参考書は，私が講義をする上で参考にするものであり，受講者にとっては講義の内容を確認したり，より深く，また広く学習する上で役立て

ることができるものである。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業内で必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

特になし。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

近代日本のメディア・イベント 津金澤聰廣／同文舘／ISBN4-495-86281-2 ／メディアイベント論に関わって参考にさ

れたい。

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

日本には、さまざまな伝統芸能があります。この講義では、いくつかの伝統芸能を取り上げ、その歴史や特徴、個々の作品について学びます。そ

して伝統芸能が、時代や社会とどのように関わってきたのかということや、伝統芸能の現状、今日の日本文化への影響についても学びます。

講義においては、映像、絵画、写真などの資料を用います。また、教養や趣味のひとつとして伝統芸能を楽しめるきっかけになるように、鑑賞方

法の案内も行います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

身体表現論：伝統芸能論の講義について、芸能と社会、文化、身体表現とを関連させて、より深く理解するための知見を得られます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

伝統芸能論 (S)

担当者名 /  Instructor 相原 進

15898

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①伝統芸能の歴史や特色について知る。

②伝統芸能を鑑賞するための基礎的知識を修得する。

③各伝統芸能における代表的な作者、作品、演者などの知識を修得する。

④芸能と、時代、社会、人間とのかかわりを理解する。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入 【キーワード】成績評価方法／各回の講義の概要　【そ

の他】伝統芸能についての基礎知識や経験、講義につ

いての希望を問うアンケートを行います。 

1

「伝統芸能」の概念と今日の状況 【キーワード】伝統芸能の概念／伝統芸能の分類／産

業としての伝統芸能／伝統芸能をめぐる諸制度

2

「伝統芸能」以前 【キーワード】講義で取り上げる各伝統芸能の歴史的背

景について／神事や仏教と芸能との関わり　【映像資

料】高千穂の夜神楽／鹿島神宮祭頭祭　他

3

落語の歴史と特色 【キーワード】落語の鑑賞案内／落語の歴史／落語の

特色　【資料映像】桂枝雀『代書』　他

4

落語の演目 【キーワード】古典落語と新作落語／上方落語と江戸落

語の違い／緊張と緩和の理論　【資料映像】桂三枝『ゴ

ルフ夜明け前』／古今亭志ん生『三枚起請』　他

5

能の特色 【キーワード】能の鑑賞案内／能における役割／能の表

現様式の特徴　【資料映像】『土蜘蛛』　他

6

能の歴史と作品 【キーワード】能の歴史／作品の分類／作品についての

解説　【資料映像】『井筒』／『道成寺』

7

狂言の歴史と特色 【キーワード】狂言の鑑賞案内／狂言の歴史／狂言の

特徴　【資料映像】『附子』／『唐相撲』

8

狂言の作品 【キーワード】作品の分類／作品の解説／狂言と他の芸

能との共演　【資料映像】『濯ぎ川』／『素襖落』

9

文楽の歴史と特色 【キーワード】文楽の鑑賞案内／文楽の歴史／文楽の

特徴　【資料映像】『菅原伝授手習鑑』より「天拝山の段」

　他

10

文楽の作品 【キーワード】作品の分類（時代物・世話物・景事）／作

品の解説／文楽作品に対する統制　【資料映像】『菅原

伝授手習鑑』より「寺子屋の段」／『義経千本桜』より「大

物浦の段」　他

11

歌舞伎の歴史と特色 【キーワード】歌舞伎の鑑賞案内／歌舞伎の歴史／歌

舞伎の特徴　【資料映像】『歌へす歌へす余波大津絵』

より「藤娘」／『仮名手本忠臣蔵』　他　

12

歌舞伎の作品 【キーワード】作品の分類（荒事・和事）／作品の解説／

東西の歌舞伎の違い　【資料映像】『恋飛脚大和往来』

より「封印切」　他

13

伝統芸能とメディア 【キーワード】メディア体験としての伝統芸能／芸能と観

客／伝統芸能と権威 

14

伝統芸能のこれから／質疑応答 【キーワード】講義のまとめ／講義・試験に関する質問

の受付

15



2011 年度シラバス立命館大学

教科書は使用しません。毎回、レジュメを配付します。なお、受講生の増加にともない、評価方法を変更しました。定期試験（筆記）を実施しま

すので、２０１０年度とは評価方法が異なる点にご注意ください。

毎回レジュメを配布します。そこで参考書なども紹介します。

『上方芸能の魅惑』は初心者にもお勧めできますが、『日本芸能史』（全７巻）と『日本の古典芸能』（全１０巻）は専門性の高い内容です。講義

の中で、まったく未経験の初心者にでも理解できるような入門書や入門用映像資料も紹介します。

伝統芸能について、より詳しく学びたい人に向けて、参考書や映像資料、手軽な鑑賞方法などの紹介も行います。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.genpoo.org/dentou/

上記アドレスのホームページから過去のレジュメをダウンロードできるようにしています。匿名での意見申し立ても可能です。伝統芸能の場合、

個人が趣味で作った解説ページが多くありますが、内容にムラがあるのでお勧めできません。ネットでの情報については、公式の団体・流派・演

技者が作成したホームページの閲覧や、興行予定の確認程度の使用とどめておくのが賢明です。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テレビや動画サイトなど、どんな形でも良いので、講義で扱う芸能を一度鑑賞してみて下さい。また、機会があれば生で上演を鑑賞してみてくださ

い。講義を通じて映像や知識として伝統芸能に触れるのと、実際に現物を見るのとでは、印象が全く異なることも多々あります。

毎回１２時３０分～１２時５５分くらいから映像を流し始めます（開始時間は回ごとに異なります）。その際に、質問、ご意見などがあれば気軽

に申し出てください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

上方芸能の魅惑 森西真弓／NHK出版／414080808X／歌舞伎、文楽、狂言、落語について、歴史と見

どころをわかりやすく解説しています。

日本芸能史 藝能史研究会編／法政大学出版会／4588230018／全７巻あります。古代から現代に

至るまでの芸能の歴史を、時系列に沿って把握できます。

日本の古典芸能 藝能史研究会編／平凡社／4582216013／全１０巻あります。芸能の歴史について、歌

舞伎、能、狂言など、ジャンルごとに把握できます。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の理解度を問う。７０％のうち、３０％は伝統芸能の基礎知識に関する選択問題。残り

４０％は、各問に対しそれぞれ２００字程度で記入する記述問題。

70 ％

平常点評価 第６回講義の終了時点で中間レポート課題について説明する。講義で取り上げた伝統芸能のう

ちから１つを鑑賞し、各自が学んだことや感じたことについて、講義で得た知見を踏まえた上で

記述すること。

コミュニケーションペーパーの提出を促す場合もあるが、それによって点数の増減は発生しな

い。また、出席点も加味しない。 

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

①社会にニュースがどうして必要なのか考えます。

②ニュースがどのように伝えられるのか構造を理解します。

③ニュースが信用されなくなっている原因を探り、解決策を考えましょう。

④テクノロジーの発達とインターネット、マルチメディア化でニュースと社会の関係はどのように変わるか考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

クラス内で指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回リーディング・アサインメントがありますので読んでおいて下さい。その内容を前提として授業をします。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ニュース論 (S)  §  電波メディア論 (G)  §  放送メディア論 (G)  §  放送文化論 (W)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

13221

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞を 低1紙は読んで下さい。テレビのニュースもみてください。 近の時事問題については「常識」と考え、 低限の説明しかしません。イン

ターネットのSNS(TwitterやFacebookなど）も積極的に使ってみて下さい。

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入のはなし・ニュースとは何か 信用・公共性 第１回

ニュースが信頼されるためのルール ジャーナリズム・真実・独立・討論 第２回

ニュースが作られるしくみ①新聞とテレビ マスメディア集中排除原則・再販価格維持制度 第３回

ニュースが作られるしくみ②ビジネスとしての報道機関 購読数・視聴率第４回

取材・編集・制作の現場で起きていること 実名と匿名・推定無罪の法理・報道協定第５回

映像の「約束事」と現実 フレーム・アングル・シーン・字幕第６回

政治・戦争のニュース オフレコ・記者クラブ・取材源の秘匿第７回

メディアの「暴力性」 メディアスクラム・犯罪被害者・ＢＰＯ（放送倫理・番組向

上機構） 

第８回

「公共放送」はなぜ必要か NHK・BBC・受信料・番組改編問題第９回

ゲストスピーカーによる講演と討論 詳細は追ってアナウンスします（スケジュール変更の可

能性あり） 

第１０回

コマーシャリズムとジャーナリズム クロスオーナーシップ・ビデオジャーナリズム 第１１回

デジタルでニュースはどう変わるか 地デジ・オンデマンド 第１２回

放送と通信の融合がもたらすもの 総務省・電波オークション第１３回

ネットワークとコントロール ・未来のメディアと私たち オープンソース・コード・プライバシー 第１４回

記述問題とまとめの議論 ※記述問題の詳細は追ってアナウンスします 第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ① 終講義日に行う記述問題（オープンノート・詳細はクラス内でアナウンスします）

②（希望者のみ）リーディング・アサインメントの「ディスカッション・グループ」による発表（詳細は

クラス内でアナウンスします）

③クラス内で書くコミュニケーション・ペーパー

④レポート(30%)：形式・詳細はクラスでアナウンスします

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

パブリックアクセスとは、市民がマス・メディアにアプローチし、それを利用する権利を求めたところから始まった。1970年代前半、アメリカでは地

域のケーブルテレビチャンネルへの市民アクセスが可能となり、これは世界に先んじた市民による情報発信の制度が確立された。これをパブリッ

クアクセス・チャンネルと呼ぶ。パブリックアクセス・チャンネルはヨーロッパや日本を含むアジアの国々にまで広がりをみせている。

既存のメディア・システムに一般市民がアクセスすることで、自分たちの問題意識や社会的な課題を広く社会に提示することは、民主的な社会の

形成にとって必要である。講義ではパブリックアクセスを生んだ社会的な背景をメディア理論の歴史的な変遷と結びつけながら考察し、その上で

実践としてのパブリックアクセスに関わる活動や諸課題を検討・考察する。

ブロードバンドネットワーク網がインターネットと結びつき、マスコミ中心の社会はネット社会へ移行している。音声・動画を活用したさまざまな情

報・コンテンツを受信するだけでなく、市民自らが自由に情報・コンテンツを発信できるようになってきた。このような状況の中、これまでのマス・メ

ディア中心のパブリックアクセスの見方をどのように変えてゆけばよいかについても踏み込んで考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

メディア・ジャーナリズム関連の基礎科目、または映像関連科目を履修していることが望ましい

単位数 /  Credit 2

パブリックアクセス論 (S)

担当者名 /  Instructor 金山 勉

13212

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアアクセスの起源について理解することができる

・メディアの発達と民主主義社会発展の帰結としてパブリックアクセスが生まれたことを理解する

・北米、ヨーロッパ、アジア諸国のパブリックアクセスの現状について理解する

・インターネットメディアを軸として変容を続ける現代のメディア環境の中でパブリックアクセスをどのように捉えなおせばよいかについての考えを

持つことができる

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　パブリックアクセスとは メディアの国際化、メディアの集中統合（Concentration)

と細分化（Fragmentation) 

第1回

デジタル社会と市民参加の拡大（その１）：ネット時代の市

民情報発信、京都町衆の手作りメディア（コミュニティＦＭ

ラジオ）、若者とコミュニケーション思考 

デジタル化、市民メディア、コミュニティメディア、大学生

のメディア教育実践 

第２回

デジタル社会と市民参加の拡大（その２）：音声表現と市

民のつながり、アクティビズムのこれまでとこれから 

音声表現と市民、ペーパー・タイガーテレビジョン、自主

ビデオ制作上映運動

第３回

パブリックアクセスの歴史と現在（その１）：転換期のパブ

リック・アクセス（米国の事例からＮｏ．１）

 

ジェローム・バロン（米）、思想の自由市場論 第４回

パブリックアクセスの歴史と現在（その２）：転換期のパブ

リック・アクセス（米国の事例からＮｏ．２）

レッドライオン判決（1969年）、合衆国憲法修正第一条、

フェアネス・ドクトリン、フランチャイズ・アグリーメント 

第５回

パブリックアクセスの歴史と現在（その３）：社会運動とむ

すびついた自由ラジオ（フランス・イタリア） 

イタリア、「アウトノミア・メディア」、フランス、自由ラジオ

運動

第６回

パブリックアクセスの歴史と現在（その４）：旧社会主義圏

に広がる市民アクセス（統一ドイツ）、パブリックアクセス

の台頭と挫折（韓国） 

排外主義とメディア（ドイツ）、「開かれたチャンネル」（韓

国ＫＢＳ)

第７回

パブリックアクセスの歴史と現在（その５）：公共性を担う

コミュニティメディア（英国ＢＢＣ）とのパートナーシップ 

放送、公共性、コミュニティと公共放送のパートナーシッ

プ 

第８回

パブリックアクセスの歴史と現在（その６）：ケーブルテレ

ビと市民参加の地平（日本） 

市民放送、多様化する市民のメディアアクセス第９回

多文化・多元化とパブリックアクセス（その１）：多文化主

義放送と民族マイノリティ（カナダ）、多彩なコミュニティラ

ジオの展開（オーストラリア）、多文化主義とメディアアク

セス（台湾）

多文化主義、民族マイノリティ、マイノリティラジオ局、多

言語放送局

第１０回

多文化・多元化とパブリックアクセス（その２）：　多文化コ

ミュニティと「場」の共有（神戸市）、多文化・多元化の中で

進む市民メディア

たかとりコミュニティセンター、Ｒｅ：Ｃ、世界コミュニティラ

ジオ放送連盟（ＡＭＡＲＣ）、コミュニティラジオ支援の国

際連携、ハイチ大地震、ＦＭわぃわぃ

第１１回

パブリック・アクセスの可能性と未来（その１）：地域ＳＮＳ

とＩＣＴの可能性、「目で聴くテレビ」がめざす放送バリアフ

リー

ソーシャルメディア、地域ＳＮＳ、地域ミドルメディア、ツ

イッター、ユーストリーム、放送バリアフリー、障害者

第１２回

パブリック・アクセスの可能性と未来（その２）：アーカイブ

とフェアユース（米国の知恵）、コンピュータネットワークと

市民発進

米フェアユース制度、公共図書館、映像アーカイブへの

アクセス、グローバル化とインターネット、市民社会メ

ディア、電子公共圏と市民参加

第１３回
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指定教科書を中心に講義を展開し、試験もこれに対応する内容を問う。

指定教科書は、2011年四月上旬に出版予定である。

その他の参考文献については、講義の際に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

指定教科書『ネット時代のパブリックアクセス』の関連部分を、担当教員の指示にしたがって事前に読んだ上で講義にのぞんでほしい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Downtown Community Television Center: http://www.dctvny.org/

Our Planet-TV: http://www.ourplanet-tv.org/

 その他 /  Others

特になし。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

指定教科書と講義内容のポイントを示すレジメを対照させながら、講義前後には十分に自主学習をしておくこと。また講義の際、推薦書、または

講義内容と関連して視聴しておいてほしい番組や作品などを適宜紹介する。受講者は、音声・映像コンテンツ制作にかかわることで可能な機会

があれば、積極的に参加・活用し、自らが情報を発信する実践的な学習にも可能な限り取り組み、メディア情報の発信者となることにも挑戦する

ことが望まれる。

必要に応じてメールによりアポイントをとれば個別相談に対応することもできる。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ネット時代のパブリックアクセス 金山勉・津田正夫編／世界思想社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

アクセス権とは何か 堀部政男 ／岩波新書／／

現代ジャーナリズムを学ぶ人たちのために 田村紀雄、林利隆、大井眞二編  ／世界思想社 ／4-7907-1056-4 ／

やさしいマスコミ入門：発信する市民への手引き 金山勉／金山智子 ／勁草書房 ／978-4-326-65303-4 ／

パブリック・アクセスの可能性と未来（その３）：グローバル

時代のパブリックアクセス

グローバライゼーション、グローバルな社会正義、公

共、グローカライゼーション、市民

第１４回

まとめ  アクセス権の獲得と概念の揺らぎ、高度化する情報ネッ

ト社会

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義を通じパブリックアクセスを理解する上で重要なキーワード、出来事、概念を的確に理解し

ているかどうかを包括的に問う。 

70 ％

平常点評価 授業出席と授業後のリアクションペーパー内容に基づく取組を評価する 30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

美術作品にどのように時代の観察の眼が反映しているのか。本講義は観察者の存在を重視した17世紀オランダ絵画を出発点として、近代の自

然描写、断片的世界観を中心に社会史・思想史のコンテクストにおいて考察する。フリードリヒ、マネ、モネ、セザンヌ、ゴーギャン、ピカソ、カン

ディンスキー、モンドリアン、ポロック、ボイス、リヒター、キーファー、杉本博司など17世紀から現在までの絵画、写真作品、および広告、建築を対

象として、近代以降の観察者の立場の変容を考察し、今日の表象文化の諸前提を問う。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

表象文化論 (S)  §  芸術表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

15929

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

美術、芸術作品の主題を読み取り、時代の思想・世界観を知る。

主観的な感情移入や解釈を排し、客観的に作品を観察する力、ひいてはイメージに対する批判的思考力を養う。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

C.D.フリードリヒ : 「画家のアトリエからの眺め」 -

- 視覚と思考の近代 

仲間裕子 ／三元社／／

美術史をつくった女性たち─モダニズムのあゆ

みのなかで

神林恒道／仲間裕子編／勁草書房／／

雰囲気の美学 G,ベーメ／晃洋書房／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の全体像第１回

観察の眼   17世紀オランダ絵画　静物画第２回

近代の自然観 (1) 美学における自然観─カント、アドルノ、リオタール、

ベーメ他 

第３回

近代の自然観 (2) 19世紀初期　ドイツ・ロマン主義第４回

近代の自然観 (3) 19世紀後期　印象主義、ポスト印象主義第５回

近代の自然観 (4) 19世紀末　象徴主義第６回

近代の自然観 (5) 20世紀　抽象絵画 抽象表現主義第７回

近代の自然観 (6) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第８回

近代の自然観 (7) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第９回

断片的世界観 (1) キュビスム　ダダ第10回

断片的世界観 (2) ハンナ・ヘッヒとコラージュ的身体第11回

断片的世界観 (3)第12回

写真作品とイメージ 第13回

広告とイメージ第14回

建築とイメージ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 毎回、講義で紹介した作品、理論などのコメントを

提出する。

40 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：マンガというメディア／文化

「マンガを読む」というとき、われわれは必ずしもその「内容」だけを鑑賞しているわけではない。例えば雑誌連載で読むのか、それとも単行本で

読むのかで、同じ作品から受け取る印象が異なることがある。また、マンガを原作にしたアニメやドラマと比較しながら読むこともあるだろう。われ

われはいつ、どこで、どうやって、マンガに接しているのか。本講義では、「内容」分析ではこぼれ落ちてしまう、マンガの生産・受容の「形式」に着

目するメディア論的アプローチから戦後日本社会におけるマンガの布置を考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

メディア文化論、コミュニケーション理論、社会文化論

その他、講義の進行に合わせて適宜指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

マンガ文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 瓜生 吉則

16006

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

作者の「メッセージ」が読み取られるべきテクストとしてではなく、作者と読者との「あいだ」にあって両者をつなぐモノ＝メディアとしてマンガをとら

え、その「文化」としてのありようを言語化できるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『マンガ進化論』 中野晴行／ブルース・インターアクションズ／／

『マンガ学入門』 竹内オサム・夏目房之介編著／ミネルヴァ書房／／

『テヅカ　イズ　デッド　ひらかれたマンガ表現論

へ』

伊藤剛／NTT出版／／

『戦争はいかに「マンガ」を変えるか』 小田切博／NTT出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス：＜マンガ＞をどのように考えるのか？ マンガ、メディア、コミュニケーション1

冒険者・手塚治虫（表現論1） 手塚治虫、夏目房之介、マンガ＝記号説2

少女マンガの＜革命＞（表現論2） 24年組、内面の発見3

キャラとキャラクターとのあいだ（表現論3） 伊藤剛、キャラ／キャラクター4

「読む」マンガ／「見る」マンガ（表現論4） メディア論、読者論／読書論5

劇画、この劇的なるもの（メディア論＆読者論1） 劇画、青年、貸本6

少年週刊誌と読者の「成長」（メディア論＆読者論2） 劇画、青年、週刊誌7

「ぼくら」の夢舞台（メディア論＆読者論3） 同人誌、アマチュア、ぐら・こん8

そのマンガは誰のものか？（メディア論＆読者論4） 作者／語り手、受容理論9

“友情・努力・勝利”の方程式（商品論1） 少年ジャンプ、アンケート、雑誌連載10

たそがれ時に見つけたの？（商品論2） りぼん、乙女ちっくマンガ、雑誌付録11

模造有理（商品論3） 二次創作、コミックマーケット、著作権12

トランスナショナル・コミックス（商品論4） グローバル／ローカル、文化帝国主義／文化ナショナリ

ズム

13

21世紀のマンガ文化（情況論） マスカルチャー、サブカルチャー、ポピュラーカルチャー14

総括：＜マンガ＞はどのように考えられるのか？ マンガ、メディア、コミュニケーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で触れた論点をふまえたレポートを課す（4000字以上のレポートを予定）。60 ％

平常点評価 第5回と第9回頃に小レポート（2000字程度）を課す（詳細は別途提示する）。 終レポートを含

め、計3回のレポートをすべて提出した者のみ成績評価対象者とする。ちなみに、2010年度の

「マンガ文化論」単位取得率（単位取得者÷履修登録者）は48.1％であった。なお、いわゆる「出

席点」は存在しない。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ケータイ―携帯電話やデジタルハイビジョン放送などメディアの技術進歩は日進月歩である。本講は、マクルーハンなどのメディア論をふまえ、

中世のグーテンベルクの活版印刷術の発明から、今日のインターネット、ケータイ、ユビキタスまで、メディア技術がどのように発展してきたのか

を具体的に明らかにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代とメディア」は履修していることが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に指示する参考文献を学習することが望まれる。

単位数 /  Credit 2

メディア技術史 (S)

担当者名 /  Instructor 宮下 晋吉

15889

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

次の３点をめざす。

　第一に、メディア論をふまえたメディア技術史全体の流れの理解

　第二に、活版印刷、写真、映画、ラジオ、テレビ、インターネット等歴史的に も重要なメディア技術の基礎的理解

　第三に、それらメディア技術の歴史的、社会的意味の理解

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

理論的ベースに関わるテクストのエッセンス、必要 小限の部分は、講義資料として配付するのでそれをよく読むこと、また各メディア技術の原

理の基礎に関しては、授業中にできるだけていねいに解説することを心がけるが、不明の点があればその次の回の授業のときに質問すること。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディア・技術・社会 ケータイをめぐって、メディアとは、メディア技術史とは1

グーテンベルクの銀河系（その１） 「42行聖書」、Ｍ．マクルーハン、マクルーハンのメディア

論、「人間の拡張」

2

グーテンベルクの銀河系（その２） 紙とインク、ブックの誕生、J.グーテンベルク、活版印刷

術の発明

3

電子メディアの誕生 腕木式通信から電信へ、近代テレコミュニケーション技

術としての電信と電話、モールスとベル

4

電子とは、電波とは？ マックスウェルの電磁気学、ヘルツと電磁波の発見、マ

ルコーニと無線電信の発明

5

写真と映画の発明 ニエプス、ダゲール、タルボットと近代写真術、エジソン

とリュミエール兄弟

6

エジソンと音の複製 フォノグラフからグラモフォンへ7

ラジオの発明 クルックスの「予言」？、真空管、ドゥ・フォレスト、「第三

帝国の同調装置」か？

8

テレビの発明 ブラウン管とニプコー円盤、ツォリキンとアイコノスコープ

（撮像管）

9

コンピュータの誕生 コンピュータの起源、ENIACとフォン・ノイマン、ノイマン

型コンピュータ

10

シリコンバレーの一粒の麦 電子部品の発達、トランジスターからICへ、R.ノイス11

シリコンバレーの夢 マイクロプロセッサーの発明からグーグルまで12

インターネットヒストリー S.ジョブズ、ビル・ゲイツとパソコンの発明、アーパネット

からインターネットへ、M.アンドリーセン

13

ユビキタスとユビキタス社会 M.ワイザーと坂村健、トロンと組み込みコンピュータ、IC

タグ

14

マクルーハン再論 L.マンフォードとマクルーハン、メディア史の時代区分、

「テトラッド」―メディアの栄枯盛衰

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基礎的な知識を確認し、とくに講義で取り上げた重要な課題と論点について、講義の内容をふ

まえて、事実を理論的に説明し、自分の考えを述べることができるかを評価する。

70 ％

平常点評価 用語説明など基礎的な知識の確認を中心に中間の小テストを2回、日常の授業の理解度を把

握するためコミュニケーションペーパーを2回程度実施する。不定期に宿題を課すことがある。

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

毎回それに添って授業を進めるという意味でのテキストではないが、授業の理論的ベースに関わるテキストとして

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

映画（キネマトグラフ）や蓄音機（フォノグラフ）の発明者エジソンについて：

http://edison.rutgers.edu/papers.htm 

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア論　人間の拡張の諸相 Ｍ．マクルーハン／みすず書房／4-622-01897-7／

グーテンベルクの銀河系　活字人間の形成 Ｍ．マクルーハン／みすず書房／4-622-01896-9／

複製技術時代の芸術 Ｗ．ベンヤミン／晶文社／4-7949-1266-8／

20世紀のメディア①エレクトリックメディアの近代 水越伸篇／ジャストシステム／4-88309-081-7／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版電気の技術史  山崎俊雄、木本忠昭／オーム社／4-274-12914-4／

目で見るデジタル計算の道具史 キトウェル、セルージ／ジャストシステム／4-88309-096-5／

グーテンベルク聖書の行方 富田修二／図書出版社／4-8099-0504-7-C0090／

起業家エジソン　知的財産・システム・市場開発 名和小太郎／朝日新聞社／4-02-259771-2／

電子立国日本の自叙伝 相田洋／NHK出版／4-14-084007-2／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ビデオカメラ・編集ソフトを使って、ノンフィクションの映像作品を制作する。

・デジタルビデオカメラの撮影を通して見る人にとって正確で正しい映像とは何かを学ぶ。

・２分程度の短いストーリーを企画・取材・撮影・構成・編集の一通りの作業を体験し完成させる。

・取材や映像編集のルールを理解し、ニュース・ジャーナリズムの原則を学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

初心者でも大丈夫です。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

映像課題のため、授業の他に自主的に撮影や編集の時間がかなり必要です。覚悟して受講して下さい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SA)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

13325

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

実際にビデオ作品を制作することを通し

・映像作品の制作過程を理解し、実際に放送されたニュースやドキュメンタリーの批評や改善のための提案などができる。

・他人が「面白い」映像とはどのようなものか理解、制作ができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ビデオジャーナリズムーカメラを持って世界に飛

び出そう

神保哲生  ／明石書店 ／／2006

ビデオ・レッスンー撮り方・楽しみ方  渡辺浩  ／岩波ジュニア新書／／2001

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

クラス案内・導入のはなし 映像の基本 課題①発表（とにかく撮ってみよう） 第１回

ビデオカメラの撮影①基本動作 課題①提出 課題②発表（対象に迫る） 第２回

ビデオカメラの撮影②映像情報のコントロール フレームの決め方 課題②継続中第３回

編集ソフトの手順①映像を取り込み並べ替える キャプチャ、カット編集、イン点、アウト点 課題②継続中

 

第４回

編集ソフトの手順②音声や字幕、画面効果 ワイプ、フェード、タイムライン、ミキサー、タイトル、レン

ダリング 課題②提出 課題③発表（正確に撮る）

第５回

映像の文脈①基本的なルール  アングル、イマジナリー・ライン 課題③継続中 第６回

映像の文脈②意味を持たせる 企画書を書くには インサート、切り返し 課題③提出 課題④発表（企画書

を書く） 

第７回

取材の基本とルール 企画書、事前説明、ジャーナリズム、ノンフィクション 第８回

構成と演出①材料を整理する ビデオログ 課題④提出 第９回

構成と演出②構成表をつくる 構成表第１０回

構成と演出③音声の役割 ナレーション、インタビュー第１１回

編集①映像を整える 粗編 第１２回

編集②音声を重ねる レベル、エフェクト第１３回

編集③仕上げ 字幕、タイトル第１４回

発表会と講評 第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 下記の完成度で評価する

・課題①〜④

・ 終作品

　VTR（映像）、ナレーション原稿と構成表 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ビデオカメラ・編集ソフトを使って、ノンフィクションの映像作品を制作する。

・デジタルビデオカメラの撮影を通して見る人にとって正確で正しい映像とは何かを学ぶ。

・２分程度の短いストーリーを企画・取材・撮影・構成・編集の一通りの作業を体験し完成させる。

・取材や映像編集のルールを理解し、ニュース・ジャーナリズムの原則を学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

初心者でも大丈夫です。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

映像課題のため、授業の他に自主的に撮影や編集の時間がかなり必要です。覚悟して受講して下さい。

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SB)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

15834

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

実際にビデオ作品を制作することを通し

・映像作品の制作過程を理解し、実際に放送されたニュースやドキュメンタリーの批評や改善のための提案などができる。

・他人が「面白い」映像とはどのようなものか理解、制作ができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

映画、ニュース他のテレビ番組など映像をよく見て下さい。好きこそものの上手なれです。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ビデオジャーナリズムーカメラを持って世界に飛

び出そう 

神保哲生 ／明石書店／／2006

ビデオ・レッスンー撮り方・楽しみ方 渡辺浩  ／岩波ジュニア新書／／2001

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

クラス案内・導入のはなし  　  映像の基本 課題①発表（とにかく撮ってみよう）第１回

ビデオカメラの撮影①基本動作  　  課題①提出 課題②発表（対象に迫る）第２回

ビデオカメラの撮影②映像情報のコントロール  　  フレームの決め方 課題②継続中第３回

編集ソフトの手順①映像を取り込み並べ替える  　 キャプチャ、カット編集、イン点、アウト点 課題②継続中

 

第４回

編集ソフトの手順②音声や字幕、画面効果  　 ワイプ、フェード、タイムライン、ミキサー、タイトル、レン

ダリング 課題②提出 課題③発表（正確に撮る）

第５回

映像の文脈①基本的なルール アングル、イマジナリー・ライン 課題③継続中第６回

映像の文脈②意味を持たせる 企画書を書くには インサート、切り返し 課題③提出 課題④発表（企画書

を書く）

第７回

取材の基本とルール 企画書、事前説明、ジャーナリズム、ノンフィクション第８回

構成と演出①材料を整理する ビデオログ 課題④提出第９回

構成と演出②構成表をつくる 構成表第１０回

構成と演出③音声の役割 ナレーション、インタビュー第１１回

編集①映像を整える 粗編第１２回

編集②音声を重ねる レベル、エフェクト第１３回

編集③仕上げ 字幕、タイトル第１４回

字幕、タイトル第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 下記の完成度で評価する

・課題①〜④

・ 終作品

　VTR（映像）、ナレーション原稿と構成表  

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　この授業では、メディア表現の一環としてラジオ番組制作を行う。昨年は、インターネット経由でラジオ放送が聴ける「Radiko」サービスが開始さ

れ、これまでラジオ放送に関心のなかった若者層に、ラジオが新しいメディア（アプリ）として認知されるようになった。しかし、それはラジオの内容

への関心とは直結しておらず、若者のラジオ離れを食い止める切り札とは言えない。では、なぜ若者はラジオを聴かないのか？どうしたらラジオ

に接してもらえるのか？この授業では、若者に聴かれるラジオについて考察し、実践として若者に聴かれるラジオ番組の制作を行う。そして、そ

の結果を分析して、問題点をさらに深く考察する。

　メディアにおける音声表現は、現在では電波を使ったラジオ放送だけでなく、インターネットを使ったさまざまな表現の１つとして、Podcastや音

声ブログのような新しい形も存在している。これらに通底しているのは、「音声」による表現という点であ る。映像による表現と違い、音声表現で

は聞き手の想像力をいかに活性化し、想像力によって生み出されるものを共有するかにある。赤くておいしそうなリン ゴを映像で見せるのではな

く、言葉や音を使って「赤くておいしそうなリンゴ」として想像してもらう必要があるのだ。

　音声表現自身は、ネット上でも盛んに行われている。しかし、若者とラジオの関係を考える時、ラジオの何が受け入れられない理由だろうか？

消費する音楽と媒介するラジオの関係が、ネットの普及によって変わっているからだろうか？見えないことへの不満？あるいは、人の声が語りか

けることに、違和感を覚えるのだろうか？　

　そこで、この授業ではまずラジオが若者に聴かれない理由についてディスカッションし、ラジオ番組を分析する。次に、若者が聴くラジオ番組企

画を制作し、その妥当性を検討する。その上で、実際に番組作りを行っていく。そして、 終作品は実際のラジオ局関係者（AM局,FM局）に対し

て、プレゼンテーションを行う。単純に音を使った楽しい遊びでは無く、ラジオというメディア産業の現状と問題点を理解し、音で表現することの意

味を考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

音声メディア論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SC)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

15820

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．ラジオというメディア産業の現状を理解できる

２．ラジオ番組の技術的・文化的特性が理解できる。

３．ラジオを制作する際の、技術的課題を理解できる。

４．音声を使った表現方法を修得できる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 授業概要説明・・ラジオの現状第1回

ラジオに関するディスカッション（１） 若者のメディア利用、若者とラジオ利用第2回

ラジオに関するディスカッション（２） 若者がラジオを聴くための要素とは何か？第3回

企画会議（１） 若者に聴かれるラジオ番組企画プレゼンとディスカッ

ション１　コンテンツ編

第4回

企画会議（２） 若者に聴かれるラジオ番組企画プレゼンとディスカッ

ション２　プロダクト編

第5回

企画会議（３） 終企画案プレゼンテーションとディスカッション第6回

音声編集作業（１） ラジオ番組制作の基礎知識第7回

音声編集作業（２） 音声取材方法 第8回

音声編集技術（３） スタジオ収録方法 第9回

音声編集作業（４） ＰＣによる音声データ編集方法 第10回

音声編集作業（５） Auditionを使ったシングルモード編集 第11回

音声編集作業（６） Auditionを使ったマルチモード編集 第12回

音声編集作業（７） ミックスダウンとファイル形式 第13回

プレゼンテーション ラジオ局へのプレゼンテーション （プレゼンテーション先

は後日決定）

第14回

終評価とまとめ 評価と総括 第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席点４０点（２／３以上が条件）

企画書提出１０点

終作品提出及びプレゼンテーション３０点

終報告書作成２０点

上記全てをクリアしないと、評価対象とならない。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ラジオに対して、日頃から意識し、聴くことが必須。

ラジオを中心とする音声メディアに関心を持つ。

ＰＣスキルは、情報リテラシーⅠ及びⅡの内容がきちんと理解できているレベルが必要。

sakatak@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、１９世紀末から現代に至るまで、世界に大きな影響を与え続けている映像メディアについて理解を深めることを目的とする。本講義

は、とりわけ「プロデュース」という視座で、映画とテレビの産業、文化、政治的側面について取り組んでいく。「プロデュース」の基礎的な知識の

習得、テレビと映画の違い、現在の映像メディアの諸問題の把握を目標とする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

映画産業論、ドキュメンタリー論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日常生活における様々な映像メディアの経験を、ただ眺めるだけでなく、細部に注意して、鑑賞・視聴すること。

自らの鑑賞・視聴の経験について反芻し、メモを取ること

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SE)

担当者名 /  Instructor 松谷 容作

16022

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

映像メディア（映画、テレビ）の果たしてきた役割、および果たしている役割の理解。

「プロデュース」の基礎的な知識の習得。

映像メディア（映画、テレビ）の諸問題、今後の可能性、重要性についての理解

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

30分以上の遅刻者は、出席と認めない。授業中の私語、携帯電話の使用は厳禁。注意してもやめない場合は退

出してもらう場合もある。

終授業日に、試験内容についてはコメントする。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

映像コンテンツ産業とフィルム政策 菅谷実ほか／丸善株式会社／978-4-08060-3／

映画プロデューサーの基礎知識 キネマ旬報映画総合研究所／キネマ旬報社／4-87376-620-6／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 映像メディアの現状　プロデュース第1回

プロデューサー以前の映像メディア 初期映画　リュミエール・エディソン第2回

プロデューサー誕生期の映像メディア サイレント映画　スター　垂直統合第3回

第二次世界大戦以前の映画プロデュース ハリウッド　トーキー映画　カラー映画第4回

第二次世界大戦以後の映画プロデュース パラマウント訴訟　作家主義　ブロックバスター第5回

映画制作の諸権利の問題1 著作権　プロデューサー 第6回

映画制作の諸権利の問題2 資料映像鑑賞（『映画監督って何だ』）第7回

テレビの発明とその歴史 ラジオ、写真　プロパガンダ　オリンピック　グローバル

化　同時性

第8回

日本のテレビの歴史1 １９５０年代  戦後のGHQによるメディア政策  １９７０年

代

第9回

日本のテレビの歴史2 １９７０年代～８０年代の日本のテレビ文化　プロデュー

サー

第10回

映画とテレビの違い 映画の特性、テレビの特性、プロデューサー第11回

放送法とテレビ局 テレビ局のネットワーク化、プロデューサー第12回

テレビの視聴率 無償放送の意味、CM、ビジネス構造第13回

現在の映像メディアのプロデュースと諸問題1 デジタルメディア　メディア・コンヴァージェンス第14回

現在の映像メディアのプロデュースと諸問題2 デジタルメディア　メディア・コンヴァージェンス第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験の設問に対する解答の内容で理解度をはかる。80 ％

平常点評価 毎回の授業後にコミュニケーションペーパーを提出。ほかに、学内外で上映されている映画作

品（有料上映となるので了承のこと）、１作品以上についての感想レポートの提出。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

映画ビジネス現在と未来  ジェイスン・E・スクワイヤ編  ／晶文社／4-7949-6132-4／

テレビ局の裏側 中川勇樹／新潮社／978-4-10-610341-4／

映画館ほど素敵な商売はない 神谷雅子／かもがわ出版／978-4-7803-134-2／

『大衆文化とメディア』 吉見俊哉　土屋礼子編／ミネルヴァ書房／978-4623055487／

『メディア文化論――メディアを学ぶ人のための

15話 』

吉見俊哉／有斐閣／978-4641121904／

『ハリウッド100年史講義――夢の工場から夢の

王国へ』

北野圭介／平凡社新書／978-4582851083／

『テレビだョ!全員集合―自作自演の1970年代』 長谷正人　太田省一編著／青弓社／978-4787232809／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「表現の自由」は近代の民主社会を開き、発展させてきた基本的な理念の一つで、憲法でも保障されている。しかし、高度情報社会の進展にとも

なって、「表現の自由」に裏打ちされてマスメディアが担っている「報道の自由」にたいする市民からのまなざしは厳しくなり、ネットでの匿名での中

傷など負の側面もめだっている。表現の自由とプライバシーなど他の人権をどう調和させていくのか。過去からの歴史を振り返ると共に、メデイア

の世界で起きている諸問題をてがかりに、あるべき表現のありかたとそれを実現していくための条件を考察していく。テーマによってゲストスピー

カーを招く。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SG)

担当者名 /  Instructor 白石 憲二

16033

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「表現の自由」を巡る対立、トラブルで問題の本質をとらえ、双方の利害などを整理した上で、一定の解決策を提案できるようになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

言論の不自由 朝日新聞社会部／径（こみち）書房／／

新聞社襲撃 １１６号事件取材班／岩波書店／／

新聞と戦争 ／朝日新聞出版社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

初めに～講義の進め方 憲法２１条第１回

「自由」を求めて 弾圧第２回

抑えられた原爆報道 検閲第３回

でっちあげ・拷問による自白 横浜事件第４回

言論テロ・朝日新聞阪神支局襲撃事件 誓い第５回

取材の自由とその制約①取材源の秘匿 逮捕第６回

取材の自由とその制約②取材資料の目的外使用 押収第７回

取材の自由と園制約③公務員の守秘義務とのかかわり 密約第８回

表現の自由への規制 ビラ配り第９回

メディア規制・個人情報保護法 匿名第１０回

メディア規制・有事法制 指定機関第１１回

ネット情報の氾濫と規制 ウィキリークス第１２回

いま、世界の「報道の自由度」は ランキング第１３回

名誉毀損訴訟の変遷 高額化第１４回

まとめ 質疑応答第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 70 ％

平常点評価 毎回のコミニュケーションペーパー、数回のミニレポートで理解度をはかる。30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ニュースにからんだ時事的な文章を書くことを第一ステップとし、まずわかりやすい読み手の心をうつ文章力を高めることを目指す。そのうえでそ

れぞれが興味を持ち追求（もしくは提言）したいテーマを選び、記事（特ダネ、提言）づくりにとりかかる。資料収集、調査、インタビューをへて 終

成果物を視野に入れたプレゼンテーションまでが第２ステップ。 後は、成果物（記事、提言）をまとめ、朝日新聞大阪本社１階アサコムホールに

あるシステムをつかって、記事などを新聞大１㌻にしあげる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SH)

担当者名 /  Instructor 白石 憲二

16767

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

文章（記事）を書く原点となるみずからの「思い・感動」を、他者（とくに一人ではない不特定多数の人たち）に伝えるための技術・作法を身につ

け、考えや感じたものを的確に文章に表現できるようになる。新聞のオピニオン面や投書欄に載る程度の取材力、文章力に近づく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞（とくコラム欄）をよく読む。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション・文章の分かりやすさとは。 ニュース　第１回

まず書いてみる 今週のトップニュース第２回

新聞の文体。見出しとリード 逆三角形第３回

事件。事故の基本要素。現場と前線本部 ５W1H第４回

裁判記事の書き方。判決骨子、要旨。解説 予定稿第５回

テーマ設定Ⅰ資料収集・調査 ネットの罠第６回

テーマ設定Ⅱインタビュー ひともの第７回

記事作成Ⅰ書き始めの難しさ 句点・読点第８回

記事作成Ⅱ修飾的表現と助詞 位置第９回

記事作成Ⅲ段落と改行 リズム第１０回

感動をどう伝えるか スケッチ第１１回

プレゼンテーション 視点の転換第１２回

紙面作成Ⅰデスクワーク 扱い第１３回

紙面作成Ⅱ編集作業 惹句第１４回

まとめ 門がまえ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 各週に課す課題、作文、プレゼンテーション、 終成果物（記事、紙面）100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ニュースにからんだ時事的な文章を書くことを第一ステップとし、まずわかりやすい読み手の心をうつ文章力を高めることを目指す。そのうえでそ

れぞれが興味を持ち追求（もしくは提言）したいテーマを選び、記事（特ダネ、提言）づくりにとりかかる。資料収集、調査、インタビューをへて 終

成果物を視野に入れたプレゼンテーションまでが第２ステップ。 後は、成果物（記事、提言）をまとめ、朝日新聞大阪本社１階アサコムホールに

あるシステムをつかって、記事などを新聞大１㌻にしあげる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SI)

担当者名 /  Instructor 白石 憲二

16768

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

文章（記事）を書く原点となるみずからの「思い・感動」を、他者（とくに一人ではない不特定多数の人たち）に伝えるための技術・作法を身につ

け、考えや感じたものを的確に文章に表現できるようになる。新聞のオピニオン面や投書欄に載る程度の取材力、文章力に近づく。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞（とくコラム欄）をよく読む。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション・文章の分かりやすさとは。 ニュース　第１回

まず書いてみる 今週のトップニュース第２回

新聞の文体。見出しとリード 逆三角形第３回

事件。事故の基本要素。現場と前線本部 ５W1H第４回

裁判記事の書き方。判決骨子、要旨。解説 予定稿第５回

テーマ設定Ⅰ資料収集・調査 ネットの罠第６回

テーマ設定Ⅱインタビュー ひともの第７回

記事作成Ⅰ書き始めの難しさ 句点・読点第８回

記事作成Ⅱ修飾的表現と助詞 位置第９回

記事作成Ⅲ段落と改行 リズム第１０回

感動をどう伝えるか スケッチ第１１回

プレゼンテーション 視点の転換第１２回

紙面作成Ⅰデスクワーク 扱い第１３回

紙面作成Ⅱ編集作業 惹句第１４回

まとめ 門がまえ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 各週に課す課題、作文、プレゼンテーション、 終成果物（記事、紙面）100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、音楽文化について20世紀に発展してきたポピュラー音楽を中心に、現代音楽やワールドミュージックなども視野に入れながら考察

する。音楽文化論については、英米を中心に展開してきたポピュラー音楽研究や日本における研究業績も蓄積されてきているので、音楽や文化

がどのように分析されるのかということについても 新の動向を踏まえつつ講義を行う。方法論としては、特に 近のメディア研究によって展開さ

れているメディア・スタディーズの方法論を基本としながら音楽文化の諸問題にアプローチしていく。

具体的な事例として、ポピュラー音楽の歴史・社会的背景、テクノロジーと情報環境の諸問題、日本の音楽文化、グローバル化という問題から分

析する。音楽文化を理解してもらうために、音源、映像を多数使用する。講義を通じて受講生に学問としての音楽文化論の広がりを感じてもらい

たい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門特殊講義Ⅰ　デジタル/ネット文化・産業論Ⅰ・Ⅱ

授業の進行状況に応じて，内容の一部を変更，順序を入れ替える場合がある。

授業中の私語、携帯電話の使用など、授業の妨げになる行為には厳しく対処する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業の内容について教科書の当該部分を復習することはもちろんのこと、次回の授業までにあらかじめ予習しておくことが望ましい。参考書にも

目を通しておくことも望まれる。

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SJ)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

16769

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①アメリカ・ヨーロッパ、日本のポピュラー音楽の特徴を知る。

②ポピュラー音楽の歴史・社会的背景を理解する。

③日本のメディア文化としての「流行歌」からJ-POPの変遷を理解する。

④情報社会における音楽文化の諸問題を学ぶ。

⑤グローバル化と音楽文化の諸相について学ぶ。

⑥社会学、メディア研究としての音楽文化研究を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

音楽文化とは何か　イントロダクション 社会学、メディア研究、音楽文化1

音楽と社会　アドルノの音楽メディア論 ポピュラー音楽、ジャズ、規格化、大衆文化2

マクルーハンから音楽空間へ テクノロジーとメディア空間3

音楽空間論の展開 トロント学派、新しいメディア研究、現代音楽4

音楽のメディア・スタディーズ（１）エジソンからＣＤまでの

メディア史

蓄音機、レコード　ＣＤ5

音楽のメディア・スタディーズ（２）ラジオからテレビ、ＭＴ

Ｖ、音楽配信へ

ラジオ、テレビ、映像分析　音楽配信6

音楽文化の諸相（１）ポピュラー音楽とロックンロール誕

生まで

黒人音楽　ロックロール誕生7

音楽文化の諸相（２）ロックの時代 プレスリー、ビートルズ、若者文化8

音楽文化の諸相（３）パンクとサブカルチャー ポストモダン、カルチュラル・スタディーズ9

音楽文化の諸相（４）テクノロジーミュージックとヒップホッ

プ

サンプリング、ＤＪ文化、ストリートの文化10

音楽文化の諸相（５）ワールド・ミュージックの諸問題 レゲエ、カーニバル　ディアスポラ11

日本の音楽文化（１）流行歌からＪ－ＰＯＰまで 流行歌、日本のポピュラー音楽史、Ｊ－ＰＯＰ12

日本の音楽文化（２）ＣＭ音楽とタイアップ テレビＣＭ、タイアップ13

日本の音楽文化（３）音楽空間の諸問題 フォーク、限界芸術、つづら折りの宴14

音楽文化とグローバル化、情報環 i-Pod、デジタル化、音楽著作権、インターネット15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業のテーマからレポートを出題する（4000字程度を予定）。レポートは授業で取り上げたメディ

ア・音楽文化理論が理解出来ているのか、それが分析する対象に適切に応用できているのか

を評価のポイントにする。

70 ％

平常点評価 音楽文化に関して、受講者の関心に基づいたテーマから小レポートを作成してもらう。出席点の

加点は行わない。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

音楽文化論の講義では音源や映像を多数使用するので、音楽を聴き映像で見たことを言葉にしてノートにまとめることが必要。

　音楽とメディアに関して特別な知識は必要ありません。授業には積極的に参加することを望みます。

　参考となる文献や視聴覚資料は適宜紹介します。

オフィスアワー　木曜日4時限を予定。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『音楽空間の社会学』 粟谷佳司／青弓社／4-787-23289-4／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『ポピュラー音楽へのまなざし』 東谷護編著／勁草書房／4-326-65280-2／

『メディア時代の広告と音楽』 小川博司・小田原敏・小泉恭子・粟谷佳司・葉口英子・増田聡／新曜社／4-7885-

0970-9／

『拡散する音楽文化をどうとらえるか』 東谷護編著／勁草書房／978-4-69861-5／

『KWADE道の手帖　マクルーハン』 ／河出書房新社／978-4-309-74037-9／

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「メディア」の多様化と双方向化、そして「情報」の大量生産・大量消費量が猛スピードで進行している中で、社会の「軸」になってきた公共放送の

在り方が改めて問われている。公共放送の歴史や内外の諸制度を振り返るとともに、新しい情報環境の中で公共放送が信頼される不可欠な存

在として、直面する課題を乗り越えながら制度や財源の革新をどう図るべきなのか、視聴者の目線で社会環境や法制度などを実践的に考察しな

がら未来を展望する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

前期の同教員による専門特殊講義Ⅱ（SUクラス）「グローバル時代の放送メディアと情報」の履修が望ましい。

随時指示する

教材として各種論文・記事を事前配布することがある（印刷物・ネット利用によるデジタルファイル）

随時指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

メディア社会専門特殊講義 (SK)

担当者名 /  Instructor 今井 義典

16854

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会の「広場」として不可欠な公共放送が新たな情報環境の中で果たしていくべき役割と、それを社会が支えていくために求められる仕組みにつ

いて、どのような合意形成がありうるのか、個人としてのメディアとの関わり合いの中から手掛かりをみつける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

対話型を心がけ、受講生同士、教員を交えての様々な討論形式を活用する

特定番組を事前に指定し、視聴したうえで、講義で活用することがある。

英語など外国語の理解力を育てておくこと。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

公共放送入門 「公共放送」1

日本の公共放送１－「歴史編」 「NHK」2

日本の公共放送２－「現状編」 「二元体制」3

世界の公共放送 “Public Service Broadcasting”4

「公共」とは何か 「公共」「公共哲学」5

メディアの「公共性」の条件 信頼・公平公正・自主自律・あまねく6

放送番組にみる「公共性」の実際１ 「放送倫理」「BPO」7

放送番組に見る「公共性」の実際２ 「接触者率」8

放送の「公共性」をどう評価するか BPO、約束評価委員会9

公共放送の「財源」１ 「受信料制度」10

公共放送の「財源」２ “Value for Money”11

公共放送の「制度」１ 放送法12

公共放送の「制度」２ 経営13

公共「メディア」への展開　～コンテンツとディストリビュー

ション～

「融合」「ハイブリッド放送」14

公共放送に未来はあるか15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業をベースにした広いテーマをもとに、A4で1～2枚のレポートを提出50 ％

平常点評価 １．授業のテーマ、キーワードをもとに毎回短いコミュニケーションペーパーを提出

２．授業における発表や討論への積極的参加も、プラス評価の対象に含める

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

新の情報や研究を取り入れるため、授業の内容や進行が一部変更になる可能性があります。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　「情報化」とはそもそも何なのでしょうか？　この言葉が盛んに使われるようになったのは、電子ネットワークが登場する時期になってからです。

しかし、インターネットが登場するはるか以前から、情報化は徐々に進展し、人々の生活と社会の全体的な構造を大きく変えてきたのです。印刷

技術、マスメディア、インターネットは、それぞれ根底的に社会の構造を変える働きを持ってきました。

　このような時代時代のメディアのかたちを、一貫した視点からしっかりとみつめるために、まずはメディアの社会理論を学びます。社会学と社会

心理学、そして経済学は、メディアについての洞察力を身につけるための様々な道具を用意してくれています。その枠組みを利用して、様々なメ

ディアと社会との関係を「読み解いて」いくのが授業の目標です。

　また、授業は、毎回一つの「疑問」を 初にテーマとして提示し、それに答えるかたちで進めていきます。こうすることで、みなさんがどこに問題

意識を持ってほしいのかをはっきりさせることができると考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業外での補足学習（追加参照文献の紹介）、フィードバック、質問、連絡などを、ブログを利用して行います。受講生は定期的にブログにアクセ

スすることを勧めます。

単位数 /  Credit 2

メディア社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

15853

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアと情報化に関する様々な現象を考える際に使える、一貫した視点を身につけることができます。

・マス・メディア（新聞や放送）について考える際の基本的な思考枠組みを身につけることができます。

・インターネットの特性についての基本的な知識を身につけることができます。

・インターネットが社会をどのように変えていくのか、についての見方を学ぶことができます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ふだんから社会問題、経済問題に関心を持つようにしましょう。新聞でもよいし、Wikipediaでもよいし、時事問題を解説したブログでもいいです。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアの社会理論：「コミュニケーションが成立する」た

めに何が必要か？

社会理論、相互行為1

メディアと社会理論(1)：メディアについて学ぶ前に、「社会

の仕組み」について短く学ぶ

社会理論、経済理論2

メディアと社会理論(2)：産業化にはメディアが必要だった

---社会の中のメディアの働き

取引コスト、情報管理3

メディアと経済(1)：通信メディアが私たちを豊かにする 株式市場、システム構築4

メディアと経済(2)：通信メディアが私たちの仕事を変える システム構築、インターネット5

メディアと政治(1)：そもそも政治の働きって？ 意思決定、民主制6

メディアと政治(2)：マスメディアの功罪 マスメディアの失敗、親密性の専制7

メディアと政治(3)：インターネットは政治をどう変えるか？ 報道メディアと論評メディア8

メディアと政治経済：中間総括および質疑応答 社会学、経済学9

メディアと人間関係(1) CMC、SNS(Mixi,Facebook)10

メディアと人間関係(2) 社会的ネットワーク、信頼11

インターネット再入門 WWW、ハッカー倫理12

旧メディアと新メディア(1)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

マスメディア、インターネット13

旧メディアと新メディア(2)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

報道、一次ソース、専門性14

メディアについて学ぶために何が必要か、および質疑応

答

メディアの社会理論、メディアの経済理論15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 主に論述に明確に答えているかどうか（授業内容の理解度）を評価します。80 ％

平常点評価 日常点評価は基本的に行いませんが、全体の授業運営の妨害になるような行動、私語等は、

他の学生の学習を妨げますから、減点の対象とします。

一度だけレポートを課します。テーマは講義中に指示します。（２０％）

20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業用のブログを開設する。URLは授業で知らせる。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

電子メールで行う。

    mail: tsutsui@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

テーマ:21世紀の「受け手」を考える

インターネットの「大衆化」から15年ほどが経過し、現在では人と人との「つながり」を促進する様々なサービスが提供されていることもあってか、

かつてマス・メディア論を支配していた「送り手／受け手」の二項対立図式は過去のものとなったように見える。では、情報を受動的に受け取り、

メディア産業に煽動・操作されるだけだった（と見なされてきた）「受け手」は消滅してしまったのか？　そもそも、かつての「受け手」は「情報発信」

や「自由な解釈」を行っていなかったのか？　この授業では、マス・メディアとインターネットとを対立的なものではなく、相互補完（もしくは相互浸

透）的な関係にあるものとしてとらえ、複雑な情報行動を行っている21世紀の「受け手」のありようについて考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学、現代とメディア、メディアリテラシー論、コミュニケーション理論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

＜メディア＞をめぐる情況は日々変化しており、従来の議論が援用できない事象も当然のように起こる。授業で触れる論点もその意味で「過去」

のものではあるが、参考文献や資料で提示する文献は、＜メディア＞について考えるための土台を築くためには必読のものばかりである。授業

内容を理解するためだけでなく、レポート作成のためにも、（内容を完全に理解できなくとも）一読しておくことを強く勧める。また、小レポートでは

現在放送中のテレビ番組についての課題を出すので、テレビを視聴・録画する環境を確保しておくこと(「テレビが見られない」という理由で課題が

提出されない場合も未提出とみなす）。

単位数 /  Credit 2

メディア文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 瓜生 吉則

13317

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「受け手」とはどのような存在なのか、溢れる情報の海の中で「受け手」は何を行っているのか、自身のメディア体験を相対化しながら、インター

ネットを含めた現在の＜メディア文化＞について言語化できるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『現代メディア史』 佐藤卓巳／岩波書店／／

『社会は笑う―ボケとツッコミの人間関係』 太田省一／青弓社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス：「受け手」を考えるとは何事か？ メディア論、送り手／受け手1

「観客」から「視聴者」へ（audienceの布置・１） 観客、視聴者、舞台2

舞台の「裏」とはどこか？（audienceの布置・２） 視聴者、裏読み、内輪空間3

「素」を見ることの快楽（audienceの布置・３） 素、ヤラセ、モニター4

画面に映っているのは誰か？（audienceの布置・４） 笑い声、パレオTV／ネオTV5

ドン・キホーテの銀河系（audienceの系譜・１） グーテンベルク、想像の共同体6

ニュースの消費者（audienceの系譜・２） 新聞、輿論／世論、疑似環境7

メディアは煽る／大衆は踊る（audienceの系譜・３） ラジオ、効果研究8

遠くを見る（audienceの系譜・４） テレビ、メディア・イベント9

＜現場＞とはどこか？（メディアの「リアル」・１） 洞窟の比喩、疑似イベント10

それはただの「現在」にすぎない（メディアの「リアル」・２） 実況、声11

プロレスする世界（メディアの「リアル」・３） ロラン・バルト、プロレス、２ちゃんねる12

ガチとヤオとのあいだ（メディアの「リアル」・４） メディア・リテラシー、ジャーナリズム13

「つながる」ことの不安（メディアの「リアル」・５） ダダ漏れ、パノプティコン14

総括：再度、「受け手」を考えるとは何事か？ メディア論、送り手／受け手15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で触れた論点をふまえたレポートを課す（4000字以上のレポートを予定）。60 ％

平常点評価 第5回と第9回頃に小レポート（2000字程度）を課す（詳細は授業プリントで提示する）。 終レ

ポートを含め、計3回のレポートをすべて期限までに提出した者のみ成績評価対象者とする。ち

なみに、2010年度の「メディア文化論」単位取得率（単位取得者÷履修登録者）59.4%であった

（内容は今年度とは異なる）。なお、いわゆる「出席点」は存在しない。

40 ％
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その他、講義の進行に合わせて適宜指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『嗤う日本の「ナショナリズム」』 北田暁大／日本放送出版協会／／

『窓あるいは鏡　ネオTV的日常生活批判』 水島久光×西兼志／慶應義塾大学出版会／／

『アーキテクチャの生態系』N 濱野智史／NTT出版／／

『社会は情報化の夢を見る』 佐藤俊樹／河出書房新社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

現代社会において、メディアは政治・経済・社会・文化など我々の生活のあらゆる側面に影響を及ぼしている。このメディア社会を主体的に生きる

には、メディアをクリティカルに読み解き、社会におけるメディアの役割や特性を理解し、また自らメディアを制作する力、すなわちメディア・リテラ

シーが不可欠である。本講義においては、メディア・リテラシーの定義、目標、基本概念、理論、国内外におけるメディア・リテラシー教育の現状な

どを実践を通して学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。他専攻や他学部生でメディアの基礎知識がなくても十分に受講可能。

ただしテストや 終レポートがないからといって決して楽な授業ではないので、以下シラバスに記載してある授業内容や課題等をよく確認してか

ら登録すること。

自分で考える力を身につけたい学生の受講を歓迎する。

・　メディアログ（個人でつけるメディア日記）は第３回目の授業で、メディア分析レポートは第８回目の授業で提出する。分析方法等は授業で

紹介・実践する。

・　コミュニケーション・ペーパーは、授業の内容をよく理解した上で、メディア分析やその他の授業内課題を記述するものである。単なる出欠

確認ではなく、記述内容の出来によって０～５点で評価する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・日常生活において自分が使うメディアに常に注意を払い、本講義の目的を体して意識的にメディアを観察すること。

・メディア制作はグループで活動する時間を授業内にも設けるが、授業時間外に資料を集めたり取材や撮影を行わなければならないこともある。

単位数 /  Credit 2

メディアリテラシー論 (S)  §  メディア・リテラシー論I (G)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

13165

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・　メディア・リテラシーの定義、目標、基本概念、理論、国内外におけるメディア・リテラシー教育の現状など基本的な事柄を理解する。

・　メディア分析やメディア制作課題などのグループ活動、およびメディアログ等の課題によって、メディアをクリティカルに読み解き、メディアを制

作する力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義　（授業の進め方）、メディアとは何か メディア、メディア社会第１回目

メディア・リテラシーとは何か メディア・リテラシー第２回目

メディア・リテラシーの基本概念 リプレゼンテーション（representation)、イデオロギー、価

値観

第３回目

メディアとオーディエンス アクティブ・オーディエンス、エンコーディング・デコーディ

ング

第４回目

広告を考える（１）　テレビ・コマーシャル 映像言語、メディア言語、映像技法、音声技法第５回目

広告を考える（２）　消費社会 消費社会、ブランド化（Branding)第６回目

広告を考える（３）　子どもへのマーケティング ターゲット・オーディエンス第７回目

カルチュラル・スタディーズとメディア・リテラシー カルチュラル・スタディーズ、サブカルチャー第８回目

リプレゼンテーションとアイデンティティー（１）　ジェンダー ジェンダー第９回目

リプレゼンテーションとアイデンティティー（２）　民族と文

化

民族、エスニシティー、文化第１０回目

メディアと暴力 バイオレンス、モラル・パニック第１１回目

産業としてのメディア メディア・コングロマリット、民主主義とメディア第１２回目

世界におけるメディア・リテラシー教育の取り組み（１） / 

グループ・プレゼンテーション（１）

メディア・エデュケーション第１３回目

世界におけるメディア・リテラシー教育の取り組み（２） / 

グループ・プレゼンテーション（２）

カリキュラム、ネットワーキング第１４回目

グローバル時代のメディア / グループ・プレゼンテーショ

ン（３）

グローバル化、グローバルメディア、デジタルメディア第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①メディアログ（１０％）

②メディア分析レポート（１５％）

③コミュニケーション・ペーパー（４５％）

④グループ・メディア制作（３０％）

詳細は以下の「備考欄」を参照のこと。

100 ％
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・　グループ・メディア制作は、４、５人のグループでメディア（5分程度のビデオクリップや新聞記事など）を制作し、後半3回の授業で発表・ディ

スカッションを行う。評価は製作技術の高さではなく、この講義で学んだメディア・リテラシーの基本概念を理解し、自分たちのメッセージや制

作の意図が伝わるものになっているかどうかを基準とする。成績はグループ・ワークへの貢献度や課題の出来を加味して、個人ごとにつけ

る。グループは、他回生・他学部生がバランスよく混ざるようこちらで指定する。

・　受講者の人数等により、メディア制作課題の内容などに変更が出ることもあるかもしれないが、その際はすみやかに授業中に知らせる。

教科書は特に指定しない。必要に応じて授業中にレジュメや資料を配布する。

その他、適宜授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Media Awareness Network http://www.media-awareness.ca/english/index.cfm

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・　メディア分析やメディア制作など、受講者の積極的な参加が必要とされる授業である。全員でアイディアを出しあい、また互いの意見を尊重し

ながら協力してグループワークを行うことが要求されることを理解した上で受講登録すること。

・　ほぼ毎回行われるメディア・テクスト分析は日常点であるとともに、この講義の集大成であるメディア制作課題の練習・準備でもあるので、毎回

の出席と能動的な参加が必須である。初回に授業の進め方や課題、評価方法について詳細な説明をするとともにアンケートも行うので、第１回

目から必ず出席すること。

・　ＱＲコードシールを毎回持参すること。シールのないものは減点とする。

・　遅刻は他の受講者の迷惑になるだけではなくグループ活動などに支障をきたすので、厳しく対処する。レジュメや資料等は、授業開始から３０

分以降は一切配布しないので注意してほしい（病欠ややむを得ない事情を除く）。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　Study Guide　メディア・リテラシー[入門編] 鈴木みどり編／リベルタ出版／4947637595／

メディア・リテラシーへの招待 国立教育政策研究所編／東洋館出版社／4491019487／

メディア・リテラシーの現在と未来 鈴木みどり編／世界思想社／4790708969／

メディア・リテラシー教育：学びと現代文化 Ｄ．バッキンガム著、鈴木みどり監訳／世界思想社／4790712265／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

マスメディアにおけるプライバシーの侵害や集団的過熱取材など取材・報道をめぐる倫理的問題が大きく問われています。巨大な影響力を持つ

がゆえにその社会的責任も大きいといえます。同時に、メディアを規制する法制化の動きなどが加速しており、言論・表現の自由、とりわけ民主

主義社会の根幹と深く関わっているジャーナリズム活動に大きな影響を及ぼしかねない状況にあります。この授業ではジャーナリズム活動が市

民社会のなかで制約されるとどうなるのかをまず歴史的に振り返り、メディアの報道・言論活動はいかにあるべきか、権力を監視するメディアの

倫理とはどのようなものなのか、過去のメディアのあり方を検証しながら、 近の具体的な問題や事例に即しながらメディアの法制度的諸問題と

倫理的諸ルールについて考察します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ジャーナリズム論

単位数 /  Credit 2

メディア倫理 (S)

担当者名 /  Instructor 柳澤 伸司

16004

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

この授業を通して、メディア倫理の問題について基本的な知識と関連する課題認識の枠組みを獲得し、それらについて説明することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と進め方（内容の視点） メディア倫理を考える枠組み第1回

戦前日本のメディア状況と規制法 新聞人の反省、言論法制とメディアの規制、戦時体制、

言論統制

第2回

言論表現に対する規制と新聞人 新聞人の態度、知識人の視線、朝日新聞社宣言「国民

と共に立たん」、日本新聞協会・新聞倫理綱

第3回

言論表現の自由と占領下の二重基準 占領期の日本の新聞界、レッド・パージの問題点、「自

由」の本質、報道倫理の構築

第4回

3･11以降のメディア　東日本大震災・福島原発事故報道

から何を考えるか

メインストリーム・メディアである新聞・テレビの役割と記

者クラブをめぐる取材・報道の問題点を考える

第5回

犯罪報道とメディア(1) 松本サリン事件の教訓。この事件

報道から何を考えなければならないか。

浅野健一『犯罪報道の犯罪 (新風舎文庫)』新風舎・新

版版 (2004) 、河野義行『「疑惑」は晴れようとも－松本

サリン事件の犯人とされた私』文春文庫（2001）

メディアと世論、犯人視

第6回

犯罪報道とメディア(2)　犯罪報道は現在、どうなっている

か。犯罪報道の何が変わり、何がかわらないか

梓澤和幸『報道被害 (岩波新書 新赤版 1060) 』岩波書

店 (2007) 

犯罪報道の犯罪、少年犯罪実名報道、犯罪被害者 

第7回

取材と報道のバランス（記者の仕事）　取材のモラルとは

何か。記者は何を、どこまで取材すべきなのか

清水潔『桶川ストーカー殺人事件―遺言 (新潮文庫)』新

潮社 (2004)、鳥越俊太郎・取材班『桶川女子大生ストー

カー殺人事件』メディアファクトリー (2000) 

集団的過熱取材、脱線事故報道検証、取材のモラル、

桶川ストーカー殺人事件、写真週刊誌

第8回

前半の振り返り。メディアの伝えるメッセージ（番組・報

道）のどこに問題があると考えられるか。システム（制度）

にあるのか。取材報道する人たちにあるのか。また、それ

を見ている私たち（自分）自身はどう関係しているのか

（問題はないか、あるとすればそれは何か）

メディア倫理の視点第9回

メディアと表現の自由　表現の自由は何のためにあるの

か。なぜ、自己規制が起きるのか

森達也 『放送禁止歌 (知恵の森文庫) 』知恵の森 

(2003) 、北口末広『ゆがむメディア　政治・人権報道を考

える』解放出版社（2009）

放送禁止歌、法的規制、表現の自由

第10回

捏造・やらせ・嘘・改ざん　表現者に何が求められるの

か。視聴者・読者は何を求めるのか 

関西マスコミ倫理懇談会50年誌企画委員会編『阪神大

震災・グリコ森永VSジャーナリスト～権力と市民の間で

何をしたか～』日本評論社（2009）

発掘!あるある大事典2 

第11回

報道か人命か～ジャーナリストの使命とは　ピューリッ

ツァー賞「ハゲワシと少女」（ケビン・カーター）写真論争か

ら何を考えなければならないか

柏倉康夫『マスコミの倫理学』丸善（2002）徳山喜雄

『フォト・ジャーナリズム―いま写真に何ができるか (平

凡社新書)』平凡社 (2001)、

フォト・ジャーナリズム、報道写真

第12回

戦争報道　戦争報道は何を伝え、何が伝えられないか。

戦争報道で何を伝えるべきなのか。何のための戦争報道

なのか

門奈直樹『現代の戦争報道』岩波新書（2004）、原憲一

『戦場特派員　湾岸戦争を伝えたテレビ取材の舞台裏』

蒼洋社（1995）

戦争報道、権力とメディア、メディア規制

第13回
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レポートはコースツールでの提出です。授業期間中に出されるレポートを提出しなかった場合は出席していないものと判断します。第1回目に

「授業の進め方と評価について」詳細な説明をしますので、受講予定者は必ず出席してください。

特に指定しません。必要に応じて文献資料等を紹介します。

配布物は事前にコースツールにアップしておきますので、各自そこから入手するようにしてください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　この授業では、皆さんに参画してもらう参画型授業（グループ学習）を行います。関連するビデオ映像や資料を使って受講生のみなさんが自ら

の視点で考えてもらうように授業を進めたいと考えています。与えられたテーマをもとに、グループでビデオ映像と文献を参考に考察して、プレゼ

ンテーションをしていただきます。プレゼンテーションが終わったグループは、他のグループの報告をもとに考察し、講評を課題としてコースツー

ルに書き込みます。これらは評価ポイントに加算されます。出席（参加）することを前提として授業を構成します。第1回にその進め方など詳細な

説明を行いますので必ず出席してください。

　この授業を通して、日本のメディア倫理の問題がどこにあるか、その問題を改善（解決）していくためには、メディア（およびスポンサー）・政治

（行政）・市民（視聴者・読者）はどうしたら良いか、これまでの先行研究、研究理論の確認、問題点を整理し改善策＝方策、政策を考えていきま

す。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

コースツールに紹介しています。

 その他 /  Others

　この授業ではグループ学習（問題提起、調査、議論、整理のプロセス）を行いますので、そこでの参加を重視します。参考文献だけでなく資料映

像を用いて、映像（ビデオ）教材を読み解く（そこでは何が伝えられているか、何が読み取れるか、そこで生じた疑問はないか、使われている言葉

＝用語で不明なものを調べる）活動を通して理解を深めていきます。

　配布物や課題レポート等はコースツール（WebCT）を使います。Webコースツール 早期利用申請を行い予め使えるようにしておいて下さい。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

この授業は、はじめに、現在のメディアの法制度的ありようを考える上で過去のメディアのありようを検証していくアプローチをとります。そこから

現在のメディア倫理の問題を考える視点を獲得するものです。 初は文献資料などを紹介しながら考察していきます。その後、映像（ビデオ）な

どを活用し、受講者の皆さんには問題意識を深めていただき、何を考えていくべきなのか認識を深めるような参加型の授業としていきます。授業

中の私語は他の受講者の迷惑になるので厳しく対処します。また、配布物等は基本的にコースツールなどを活用して受け取れるようにします。

参加型授業を行いますのでグループを構成するためにも初回の授業は大事ですので、必ず出席してください。

授業内容に関する質問等はいつでも対応します。授業終了時などを活用して質問してください。時間がなくその場で十分な対応ができない場

合はメール（syt01970@ss.ritsumei.ac.jp）等でも対応します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

災害と報道　神戸新聞と阪神大震災　ジャーナリズムの

使命と私たち市民の立場

柳澤伸司「地域メディアとジャーナリズム」『情報化と地

域社会』福村出版（1996）

第14回

後半の振り返り。メディアは何をすべきだ（しなければなら

ない、あるいはしてはならない）と考えるか。それは実現

可能か（実現可能にするためにはどうしたら良いと考える

か）。

私たち（自分自身）は何ができるか（しなければならない

か）。メディアの倫理と私たちの視線

メディアの責任、市民の立場。メディア倫理をどう捉える

か 

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業時に講義内容に関連した課題レポートを課します。決められた期日までにコースツールへ

提出することが求められます。主題に関わる意見の的確性、独自性を中心に評価します

（60％）。 終レポートについては授業に関連したテーマで作成し指定された期間までにコース

ツール提出。論点や表現の的確性、オリジナリティなどの観点を中心に評価します。課題につ

いての理解度、論旨の構成や説得力を重視します（40％）。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　ウエルネスの概念では，ヘルスに定義されるような単なる心身の健康状態の維持にとどまらず，自らがより積極的に充実した生活を創造してい

くことが真の健康と考えられている．このような考え方の基礎には，人間は単に健全な個々の要素や部分が集まって総和的に健康となるのでは

なく，すべての要素が関連しあいながら１つの心身を形成し，その全体において健全となることを重視する発想がある．この関連性に着目した視

点から，相互に影響を及ぼし合う個人や環境における「関係」といった集団や社会における問題も，実は生命科学的な仕組みとつながるもので

あることを理解する必要がある．

　本講義では，ヒトの生命維持や身体を支える諸機能の基礎を学び，その全体としての関係性が単に生物学的な問題に限らず，社会を形成する

人間行動の問題にもつながることを理解するとともに，そこで機能している人間行動における制御・調整能力という面からウエルネスについて考

察していく．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・出席回数が10回未満の場合には平常点を与えない

特に指定しない．

講義内容に応じて，随時資料を配付する．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

ウエルネス論 (S)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

15914

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　ウエルネスの概念に基づいて，ヒトを個々の部分の総和としてではなく関連性をもった全体としてとらえる考え方および，日常生活においてその

実現を支える調整力について理解する．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・私語，遅刻，授業中の移動など他の受講生の迷惑になる行動には厳しく対応する

・講義は原則スライドを用いて行い，講義終了後にコースツール上にスライドを掲示する．講義中は，自らの耳で話を聞き，メモをとることに集中

し，後にコースツールをみながらノートをまとめることで復習に努めてもらいたい．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

トリセツ・カラダ　カラダ地図を描こう 海堂　尊／宝島社／978-4-7966-7308-2／ヒトの構造と機能の理解に役立つ

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 到達目標1

健康とは 健康，生きがい2

健康観の変遷 完全主義的健康観，QOL，ウエルネス3

「生」とは 脳死4

生命の営み 細胞，細胞内環境，静止電位，能動輸送5

生理学的健康状態 生体内環境，恒常性，動的平衡性，フィードバック機構6

エネルギーを作り出す仕組み 代謝，消化，吸収，同化，異化7

酸素を取り込む仕組み 呼吸，肺，呼吸筋，横隔膜8

ものを運ぶ仕組み 循環，心臓，血管，血液，体温9

排泄の仕組み，植物性機能を調節する仕組み 腎臓，内分泌，自律神経，視床下部10

生体外環境へ働きかける仕組み 骨格筋，感覚器11

運動を制御する仕組み 脳，神経系，機能局在，体部位局在，可塑性12

生体機能から考えるウエルネスの概念 階層性，総和性，全体性13

ウエルネスを実現する生体が持つ能力 適応，自己組織化，調整力14

生体が持つ普遍的な能力から考えるウエルネス行動 スポーツ，障がい15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業で説明される生体が本来持つ機能やウエルネスの概念のとらえ方について，自らの言葉

で説明できる 

70 ％

平常点評価 毎回コミュニケーションペーパーの提出により出席および受講態度を評価する30 ％
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その他，必要に応じて講義内で適宜紹介する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

uru@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「地球の時代」の健康を考える 三浦正行／文理閣／4-89259-245-5／

生物と無生物のあいだ 福岡伸一／講談社現代新書／978-4-06-149891-4／生命とは何か考察する際に役立

つ

脳のなかの幽霊 V.S.ラマチャンドラン，サンドラ・ブレイクスリー ／角川書店／4-04-791320-0 ／ヒトの

可塑性を知ることができる

一般システム理論 フォン・ベルタランフィ／みすず書房／4-622-02522-1／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

「公衆衛生学・衛生学」の総論・各論における、概念と方法論を学ぶことを通して、自分自身の健康と、地域や社会の健康を保持･増進する方法

について、理解を深めることを目的とする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

事前の要履修科目は特に設定しない。ただし、「地域保健論」、「地域社会論」、「地域福祉論」、「現代人とヘルスケア」　等の講義と併せて受講

されることで、より理解が深まると考えられる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義中に、講義の理解度と自主学習の進捗を確認するための小テスト並びに、 終的な学習の到達度を確認するためのテストを実施する。

終的な到達度を確認するためのテストについては、各講義より約2-3問づつの割合でテスト出題が予定されている。各講義ごとの学習の消化が

非常に重要であることから、各講義の復習を予習以上に推奨する。

単位数 /  Credit 2

衛生学 (SA)

担当者名 /  Instructor 池原 賢代、伊藤 ゆり、草野 恵美子、白井 こころ

13327

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「健康」は個人および社会の重要な資源であり、全ての人の生活に関わるものである。しかしながら、その課題および対象は多岐にわたり、国

民･地域・社会の健康を守り、増進していくための公衆衛生学分野の全体像を把握することは、時に困難を伴う。本講義では、多様化･複雑化す

る今日の公衆衛生課題について理解し、その解決の方法について、自ら考えることの出来る力を身につけることを目指す。

公衆衛生総論・各論を通して、地域・学校・職場等々における人々の健康の増進や、疾病の予防について考えるため、方法論の学習、公衆衛生

活動実践のための基礎知識の習得を目標とする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

公衆衛生学および衛生学は、各論分野が非常に幅広く、多岐に渡るため、全体像の把握と同時に各分野における健康課題および対策への深

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 公衆衛生学概論（白井） 健康の概念　/　授業の到達目標・進め方・成績評価法

等　/　公衆衛生学総論と各論

1

 国際保健（草野） 国際保健　／　WHO2

公衆衛生システム（草野） 健康政策　／　行政の役割　／　保健所・保健センター

　／　　諸外国の公衆衛生政策

3

 老人保健（草野） 老人保健制度　／　介護保険制度　／高齢期医療4

 母子保健・学校保健（草野） 母子保健制度　／　地域における母子保健事業の実際

　／周産期医療の課題　／　学校保健制度　／　予防

接種

5

 環境保健・衛生 （池原） 化学物質　／　職業性疾患　／　公害6

産業保健・精神保健（池原） 産業保健　／　生活習慣病対策　／　労働災害　／　メ

ンタルヘルス対策

7

 食品保健と栄養疫学 （白井） 栄養　／　食行動　と健康8

疫学・統計概論　１（伊藤） 疫学の方法　／　統計　／　研究計画9

 疫学・統計概論　２（伊藤） 疫学の方法　／　統計　／　研究計画10

 がんの疫学（伊藤） がんの基礎統計　／　がんのメカニズム　/　がん登録

制度　／健康教育　／　喫煙対策

11

 地域保健　（ヘルスプロモーション） （池原） ヘルスプロモーションの概念 　／　検診と予防12

 健康の指標（保健・医療統計）　／　難病（白井） 保健統計の役割と基礎　／　日本の国の姿　／　難病

対策

13

感染症対策と生活習慣病予防（白井） 感染症対策　／　生活習慣病の基礎　／地域への介入14

社会疫学と健康心理／　小テスト実施　（白井） 社会疫学概論　 ／　健康行動　／　行動変容　／　疾病

予防

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 内容・評価の方法については、講義内で説明を行う。20 ％

平常点評価 １) 30％　講義への積極的な取り組みと貢献により評価する。評価方法の一つとして、講義時に

小レポート並びに、リアクションペーパーの提出を課す。

２) 50％　学習到達度を 終的に確認するためのテストを行う。

80 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/

WHO http://www.who.int/en/

CDC http://www.cdc.gov/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

い理解が必要とされる。本講義では、疫学や地域保健等、公衆衛生学各論の専門家によるリレー講義の形式で、講義を行う。各講義の担当者

と内容については、授業スケジュールを確認のこと。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

シンプル衛生公衆衛生学 鈴木庄亮・久道茂編著／南江堂／／

国民衛生の動向 厚生統計協会 ／編集／厚生統計協会／／

国民の福祉の動向 厚生統計協会 ／編集／厚生統計協会／／

わかりやすい公衆衛生学 清水忠彦・難波正宗編著／廣川出版／／

基礎から学ぶ楽しい疫学 中村好一著／医学書院／／

今日の疫学 川上憲人・甲田茂樹編／医学書院／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「公衆衛生学・衛生学」の総論・各論における、概念と方法論を学ぶことを通して、自分自身の健康と、地域や社会の健康を保持･増進する方法

について、理解を深めることを目的とする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

事前の要履修科目は特に設定しない。ただし、「地域保健論」、「地域社会論」、「地域福祉論」、「現代人とヘルスケア」　等の講義と併せて受講

されることで、より理解が深まると考えられる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義中に、講義の理解度と自主学習の進捗を確認するための小テスト並びに、 終的な学習の到達度を確認するためのテストを実施する。

終的な到達度を確認するためのテストについては、各講義より約2-3問づつの割合でテスト出題が予定されている。各講義ごとの学習の消化が

非常に重要であることから、各講義の復習を予習以上に推奨する。

単位数 /  Credit 2

衛生学 (SB)

担当者名 /  Instructor 池原 賢代、伊藤 ゆり、草野 恵美子、白井 こころ

13320

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「健康」は個人および社会の重要な資源であり、全ての人の生活に関わるものである。しかしながら、その課題および対象は多岐にわたり、国

民･地域・社会の健康を守り、増進していくための公衆衛生学分野の全体像を把握することは、時に困難を伴う。本講義では、多様化･複雑化す

る今日の公衆衛生課題について理解し、その解決の方法について、自ら考えることの出来る力を身につけることを目指す。

公衆衛生総論・各論を通して、地域・学校・職場等々における人々の健康の増進や、疾病の予防について考えるため、方法論の学習、公衆衛生

活動実践のための基礎知識の習得を目標とする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

公衆衛生学および衛生学は、各論分野が非常に幅広く、多岐に渡るため、全体像の把握と同時に各分野における健康課題および対策への深

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 公衆衛生学概論（白井） 健康の概念　/　授業の到達目標・進め方・成績評価法

等　/　公衆衛生学総論と各論

1

 国際保健（草野） 国際保健　／　WHO2

公衆衛生システム（草野） 健康政策　／　行政の役割　／　保健所・保健センター

　／　　諸外国の公衆衛生政策

3

 老人保健（草野） 老人保健制度　／　介護保険制度　／高齢期医療4

 母子保健・学校保健（草野） 母子保健制度　／　地域における母子保健事業の実際

　／周産期医療の課題　／　学校保健制度　／　予防

接種

5

 環境保健・衛生 （池原） 化学物質　／　職業性疾患　／　公害6

産業保健・精神保健（池原） 産業保健　／　生活習慣病対策　／　労働災害　／　メ

ンタルヘルス対策

7

 食品保健と栄養疫学 （白井） 栄養　／　食行動　と健康8

疫学・統計概論　１（伊藤） 疫学の方法　／　統計　／　研究計画 9

 疫学・統計概論　２（伊藤） 疫学の方法　／　統計　／　研究計画10

 がんの疫学（伊藤） がんの基礎統計　／　がんのメカニズム　/　がん登録

制度　／健康教育　／　喫煙対策

11

 地域保健　（ヘルスプロモーション） （池原） ヘルスプロモーションの概念 　／　検診と予防12

 健康の指標（保健・医療統計）　／　難病（白井） 保健統計の役割と基礎　／　日本の国の姿　／　難病

対策

13

感染症対策と生活習慣病予防（白井） 感染症対策　／　生活習慣病の基礎　／地域への介入14

社会疫学と健康心理／　小テスト実施　（白井） 社会疫学概論　 ／　健康行動　／　行動変容　／　疾病

予防

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 内容・評価の方法については、講義内で説明を行う。20 ％

平常点評価 １) 30％　講義への積極的な取り組みと貢献により評価する。評価方法の一つとして、講義時に

小レポート並びに、リアクションペーパーの提出を課す。

２) 50％　学習到達度を 終的に確認するためのテストを行う。

80 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/

WHO http://www.who.int/en/

CDC http://www.cdc.gov/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

い理解が必要とされる。本講義では、疫学や地域保健等、公衆衛生学各論の専門家によるリレー講義の形式で、講義を行う。各講義の担当者

と内容については、授業スケジュールを確認のこと。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

シンプル衛生公衆衛生学 鈴木庄亮・久道茂編著／南江堂／／

国民衛生の動向 厚生統計協会 ／編集／厚生統計協会／／

国民の福祉の動向 厚生統計協会 ／編集／厚生統計協会／／

わかりやすい公衆衛生学 清水忠彦・難波正宗編著／廣川出版／／

基礎から学ぶ楽しい疫学 中村好一著／医学書院／／

今日の疫学 川上憲人・甲田茂樹編／医学書院／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

スポーツのグローバルな展開、とはどのような歴史的経緯を経て形成され、現代におけるいかなる位相においてみることができるのであろうか。

本講義では、スポーツがグローバルな単位で伝播する過程と、普及－受容の双方向的な関係に着目することで、その課題に応えることを目的と

する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

グローバルスポーツ論 (S)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

13303

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①スポーツのグローバル化に伴う歴史的変遷過程と、諸権力との結びつきとを理解する。

②グローバルに展開するスポーツのありようを複眼的に捉えるための眼を養う。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

自らのスポーツ経験、あるいはスポーツニュースなどから得た興味と本講義を批判的に結びつけて受講することが望ましい。そうすれば身近な

関心事としてのスポーツを、これまでとは違う角度で見つめ直すための一助になるだろう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツと文明化 N・エリアスら／法政大学出版局／4588004921 ／

スポーツと帝国 A・グットマン    ／昭和堂／4812297125／

近代ヨーロッパの探究・スポーツ    有賀郁敏ら編著／ミネルヴァ書房／4623035093／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「グローバル」と「スポーツ」を複合的に学ぶ意義 講義目的、進め方について1

本講義の理解にあたる予備的知見①－前近代から近代

へ

前近代のスポーツ・啓蒙主義・産業革命2

本講義の理解にあたる予備的知見②－近代スポーツと

は何か？

近代化論・文明化の過程3

本講義の理解にあたる予備的知見③－グローバリゼー

ションとは何か？

キー概念の提示　文化の多様化・画一化4

スポーツのグローバリゼーション① スポーツのグローバル化過程・アメリカナイゼーション・

文化ヘゲモニー論

5

グローバリゼーションとローカリティ・ナショナリズム グローカリゼーション・文化の混交6

前半まとめ まとめ・ビデオ鑑賞7

西洋スポーツの伝播とその受容① 植民地、社会ダーウィニズム、キリスト教的啓蒙思想、

自発的同意の調達

8

西洋スポーツの伝播とその受容② スペクテイター・スポーツ、帝国主義9

西洋スポーツの伝播とその受容③ グローバルな文化のヒエラルキー、スポーツ労働移民10

グローバリゼーションとナショナリズム① 規律・訓練とナショナリズム11

グローバリゼーションとナショナリズム② 新自由主義のイデオロギーとナショナリズム12

グローバル・スポーツと多国籍メディア ニューズコーポレーション・放送権・統合と排除13

文化としてのスポーツと抵抗の契機 メディアスポーツ文化複合・ファンレジスタンス・新しい社

会運動

14

グローバリゼーションの時代におけるスポーツの意味と

役割

講義まとめ・質疑応答15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を判定する。90 ％

平常点評価 自学自習を随時受け付け、その提出回数と内容に応じて加点する。提出は任意とする。10 ％
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教科書には指定しないが、上記の文献のうち、少なくとも『グローバリゼーションとは何か――液状化する世界を読み解く』は必ず事前に読了

しておくこと。同書は新書であり文量も多くなく、かつ平易な文章なので、通学時間などを利用して十分読めるはずである。  

      

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

グローバリゼーションとは何か―液状化する世

界を読み解く

伊豫谷 登士翁／平凡社／4582851509 ／

グローバル化とは何か―文化・経済・政治 D・ヘルド編／法律文化社 ／4589025965／

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業はこれからスポーツを学ぶ学生が、自分がこれまで考えてきたスポーツの見方を相対化し、スポーツが社会や文化、歴史、あるいは身

体との交点の上に成り立つ複合的な文化であることを考えていけるようになっていくことを目的としている。またそのためにスポーツの領域ではど

のような学びがこれまでつくられてきたか、諸学の概要と現在の到達状況も合わせて学び、今後の自己の学びの設計にいかしていけるようにす

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教養科目「スポーツの歴史と発展」「スポーツと現代社会」をあわせて履修することが望ましい。

教科書は指定しない。適宜資料を配付する。

授業中指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業では理解度を確認するため適宜小レポートを課す。

授業はゲスト講師も交えて行うので、講義順が入れ替わる場合がある。その場合は事前に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/　　日本体育学会HP

単位数 /  Credit 2

現代とスポーツ (S)  §  人間と文化 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

11354

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・スポーツを単に運動場面の事象として捉えるのではなく、様々な要素が複合した文化であることを理解す　る。

・スポーツ学の今日の到達段階を理解し、自らの学びを考えていけるようにする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

自己の行ってきた経験のみに頼らず、様々なスポーツのあり方や、様々な人々のスポーツへの取り組みを考えていくこと。また社会環境との関

連で考えていけるように、教養科目も含め産業社会学部で展開されている多様な科目を学び、複眼的な目でスポーツを見ることができるように

すること。このことを常に心がけて下さい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

自己のスポーツ観を相対化する 学校体育、運動部、甲子園１

スポーツとはどんな文化か（１） 遊び論、カイヨワ、ホイジンガ２

スポーツとはどんな文化か（２） オフサイド、スポーツ技術３

スポーツとはどんな文化か（３） アマチュアリズム、プロフェッショナリズム４

スポーツとはどのような文化か（４） 競技、観衆、メディア５

スポーツと社会（１） ナショナリズム、国民国家６

スポーツと社会（２） イベント、マスメディア７

スポーツと民族・文化 スポーツ文化人類学、祭儀、ダンス８

スポーツを哲学する プレイ、聖－俗、本能９

スポーツの歴史を学ぶ 中世、近代、市民社会１０

スポーツをどのように「経営」していくか イノベーション、マーケティング、スポーツビジネス11

スポーツ政策の変遷 保体審答申、スポーツビジョン、スポーツ立国論12

スポーツと身体の関わり 身体、脳、制御、運動学13

スポーツサイエンスの今日 栄養、医学、バイオメカニクス14

スポーツの今日と専攻での学び グローバリゼーション、メディア、地域社会15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 理解度、授業を踏まえた自己の学びの課題設定やその設計60 ％

平常点評価 授業にて適宜行う小レポートを加点する。40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　余暇とは何だろうか。近代思想として日本に導入された余暇とは、少なくとも字義通りの意味で「暇を余す」といったものでは語りきれない。他方

で、現代社会における余暇は、かつての"re-creation"としての、即ち労働力の再生産、という意味以上の役割が期待され、また付与されている。

それはなぜか、またそこにいかなる可能性と問題点を見出すことができるのだろうか。

　本講義では、以上のような問題意識を抱きつつ、以下の点に焦点を据えた授業を行いたい。

①西洋における余暇概念の歴史的展開過程を読み解く。②日本における余暇生活の歴史的展開過程を読み解く。③現代日本社会における余

暇の位置づけを多角的に検討する。

　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しない。

余暇に関する文献は枚挙に暇が無い。ひとまず余暇の研究に際する導入書として上記の参考書を挙げておくが、授業スケジュールのキー

ワードに挙げた人物の著作は、いずれも一読して損はない（殆どが岩波ないしちくま新書に収録）。なお、参考書は授業中にも適宜紹介す

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

現代余暇論 (S)  §  余暇論 (S)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

15882

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①余暇が誕生した理由、展開過程、現状について、社会科学的に考察する。

②余暇を通じて現代社会に活きる私たち世界のありようについて再検討する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

レジャーの誕生  アラン・コルバン編著  ／藤原書店／4894341875 ／

余暇学を学ぶ人のために 日本余暇学会監修／世界思想社／4790710904／

余暇学への招待 薗田 碩哉／遊戯社／4896594126 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

余暇論を学ぶ意義 授業の目的・進め方1

余暇思想史①―古代ギリシャ・ローマ ソクラテス・プラトン・アリストテレス・キケロ・セネカ2

余暇思想史②―中世・近世ヨーロッパ ホイジンガ・ルソー・パスカル3

余暇思想史③―近代西洋 カイヨワ・ヴェブレン・マイヤースン・リースマン4

余暇思想史④―西洋現代余暇論 ドゥマズディエ・フラスチェ・パーカー5

余暇の歴史（近代日本）①―前近代 遊び・芸能・祝祭6

余暇の歴史（近代日本）①―近代 民衆娯楽・盛り場・スポーツ・倶楽部7

余暇の歴史（近代日本）②―戦後 レクリエーション運動・高度経済成長・大衆消費者社会8

前半まとめ まとめ・ビデオ鑑賞9

現代社会と余暇①―情報化の時代 高度情報化社会・余暇情報センター・ネットワークの変

容

10

現代社会と余暇②―グローバリゼーションの時代 ライフスタイルの変化・異文化体験11

ライフスパンと余暇―余暇生活 労働時間と余暇・休暇と余暇12

新自由主義時代の余暇政策 余暇から自由時間へ・市民参加型社会13

権利としての余暇 余暇政策の問題点・人権と余暇14

21世紀社会と余暇 論点のまとめ・課題と展望15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を判定する。90 ％

平常点評価 自学自習を随時受け付け、その提出回数と内容に応じて加点する。提出は任意とする。10 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「バーンアウトシンドローム」「オーバーユース」。このような言葉を聞いたことがありますか。子どもたちがスポーツをすることによって、引き起こさ

れる逸脱行動です。いや精確には、大人によって引き起こされる子どもスポーツの病理現象です。

　周知の通り、日本の近代化において、スポーツは教育としてなくてはならないものでした。つまり、スポーツによって根性だとか、精神力だとか、

忍耐だとか、協調性だとかを学ばせようとしたのです。本来、遊びであるはずのスポーツが、教育という世界に取り込まれてしまったのです。もは

や、大人たちによって囲い込まれたスポーツは、子ども文化としてのスポーツではないのです。

　では、どうすれば子ども達にとって、スポーツが生き生きとした文化として存在するのでしょうか。文化としての子どもスポーツを通して、日本の

スポーツ文化を照射すると同時に、これからの日本のスポーツのあり方について考えます。したがって、この講義は、子どもスポーツの臨床社会

学といってもよいでしょう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

子どもとスポーツ (S)

担当者名 /  Instructor 杉本 厚夫

15819

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・子どもとスポーツに関する基本的な概念が説明できる。

・子どもとスポーツの関係のメカニズムについて、論理的に述べることができる。

・子どもとスポーツのより良き関係について自分なりの視点を持つことができる。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

普段から、子どものスポーツや遊びに興味を持ち、積極的に機会を見つけて観察するようにしてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「かくれんぼ」ができない子どもたち 杉本厚夫／ミネルヴァ書房／ISBN978-4-623-05933-1／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

映画に学ぶスポーツ社会学 杉本厚夫／世界思想社／978-4-7907-1155-1／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子どものスポーツとは何か？ 臨床社会学的視点の開示 1

コミュニケーション・ツールとしての子どものスポーツ 自律と依存2

子どものスポーツの技術論 できないことは・・・ 3

子どものスポーツと暴力 不可避なものか？4

学校体育の幻想 平等とは何か？ 5

教育としての学校運動部 教育的意味の誤解、パブリックスクール 6

スポーツ少年団の光と影 選手かアスリートか？7

ビジネスとしての子どもスポーツ 親の思い、子どもの思い8

子どものスポーツと体罰 見返りを求める行為9

やる気を失った子ども達 オーバーユース、バーンアウトシンドローム 10

個性という神話 ちがっているから・・・11

コーチングの誤謬 教えること、学ぶこと 12

遊びとしての子どものスポーツ 身体の解放は可能か？13

教養としての子どものスポーツ スポーツマンシップ、フェアプレイ 14

子どものスポーツ文化の構築 がんばらないスポーツ 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 子どもとスポーツに関する基本的な概念と、それらの関係のメカニズムに関する社会学視点に

ついて問う。解答の論理的構成と基本的知識について評価する。

50 ％

平常点評価 毎回、その回の授業の内容に関係する、小レポートの提出を求める。授業内容の理解度とそれ

に対する評論を評価する。

50 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

テーマ「すべての障害のある人にスポーツを」

障害のある人とスポーツについて、今日まで講師の実践を通し体験してきたことを中心に、講義と「障害のある人々のスポーツ活動」等に関する

ビデオ画像を通して、障害のある人々のスポーツ活動の実際を知り、社会参加の現状を理解し、障害のある人のスポーツ活動における、 より良

きパートナーとして、「障害のある人に何が出来るかではなく、どうしたら出来るか」を考えられる力を育んで欲しいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

＊論述1問とします。

＊確認テストを重視します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞なのでの障害のある人のスポーツに関する番組や記事を見て、メディアひいては、社会の理解度を認識する。

単位数 /  Credit 2

障害者とスポーツ (S)

担当者名 /  Instructor 水谷 裕

15849

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

＊障害のある人々の概念や問題を幅広く理解できる。

＊障害のある人々のスポーツに関する概念や問題を幅広く理解できる。

＊障害のある人々のスポーツをとおして社会のあり方を考えられる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講について

　＊授業は前の席にて受講すること。

　＊出席カード配布後の事由なき遅刻は認めない。

　＊講師は言語障害があるので、注意して聞くこと。

＊話の中にある意図を理解すること。

研究について

　＊障害のある人々の基礎的な知識を得た上で、スポーツ活動の現状やあり方を広い視野から見ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入、小レポート「障害のある人とスポー

ツ」について、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人とｽﾎﾟｰﾂに関する知識、体験等1

小レポートについて、講義「わが国における障害のある人

の実態と福祉の概要」、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人の人数･傾向,戦後の歴史等2

講義「障害について」、ﾋﾞﾃﾞｵ 障害の原因･症状等3

講義「障害を考える」、ﾋﾞﾃﾞｵ 障害の意味･とらえ方等4

講義「障害の受傷時期による相違」、小レポート｢水谷を

初めて見た時どう思ったか｣、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人の葛藤･受容･心理等5

講義「障害のある人との関わるための留意点」、ﾋﾞﾃﾞｵ  障害のある人に対する言葉づかい･態度･考え方等 6

講義「障害のある人とスポーツ」、ﾋﾞﾃﾞｵ ｽﾎﾟｰﾂ観･残存能力･訓練との相違等 7

講義「障害のある人に何故スポーツ？」、ﾋﾞﾃﾞｵ 運動は動物存在の基礎条件等8

講義「障害者スポーツの歴史」、ﾋﾞﾃﾞｵ 時代的背景等9

講義「障害者スポーツの組織」、ﾋﾞﾃﾞｵ 施設･団体等10

講義「障害のある人のスポーツ権」、ﾋﾞﾃﾞｵ 背景にある<みんなのｽﾎﾟｰﾂ運動>等11

講義「障害のある人がスポーツをする意義」、ﾋﾞﾃﾞｵ スポーツの身体的･精神的・社会的等の効果 12

講義「障害のある人のスポーツを行うにあたって」、ﾋﾞﾃﾞｵ 阻害要因･視点等13

講義「障害のある人や家族の願いと今後の課題」、ﾋﾞﾃﾞｵ 人間的平等･発達保障等,指導者･環境･現状把握等14

確認テスト(60分)とまとめ(30分)等15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 特に言葉の言い回しなど、障害のある人を理解できているかを基本に、出題された課題につい

て論点が押さえられているかどうかを問います。

授業回数15回中、 低3分の1以上の出席を必要とし、満たない場合は不可とします。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

＊日本障害者スポーツ協会ＷＷＷページ

＊京都障害者スポーツ振興会ＷＷＷページ

＊京都市障害者スポーツセンターＷＷＷページ

＊京都障害者スポーツ指導者協議会ＷＷＷページ

＊その他、障害者スポーツ関係団体ＷＷＷページ多数あり 

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者スポーツ 日本リハビリテーション医学会スポーツ委員会編／医学書院 ／／障害のある人々の

スポーツに関する紹介本です。  

障害者とスポーツ 芝田徳造／文理閣／／本学名誉教授の著書で、京都での実践を通して書かれた本で

す。 

身体障害者のスポーツ指導の手引き  (財)日本障害者スポーツ協会編／株式会社ぎょうせい ／／身体に障害のある人に対

するスポーツ指導に関する本です。

障害者スポーツ指導教本 (財)日本障害者スポーツ協会編  ／株式会社ぎょうせい ／／初級・中級障害者スポー

ツ指導者養成にかかる教本です。

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

我々の身体は、姿勢、しぐさ、動作などによって言語以上に雄弁にものを伝えることが可能である。こうした身体表現は、ことばならざることばで

あるところの非言語コミュニケーションと考えられ、コミュニケーションの重要な要素と考えられる。またその身体表現は、自然・社会・文化などと

深くかかわり様式化された身体表現つまり舞踊として踊られている。こうしたことをふまえて、この講義では、1．身体表現の概念と諸相　2．日本

と世界各国におけるさまざまな舞踊と自然・社会・文化とのかかわりを考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

芸術と社会にかかわる科目

文化人類学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介する参考文献を読み、自ら関係する文献を検索し、さらには実際の舞踊公演を鑑賞し、身体表現に関する知見を広め深化させる。

単位数 /  Credit 2

身体表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

13138

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

身体表現とは何か、さらに身体表現は自然・社会・文化と深くかかわっていることを学ぶことによって、受講者の「身体表現と社会・文化を見る視

点」を獲得することが期待される。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

無意識に行っている身体表現を意識化させ、その表現は、自然・社会・文化と深く結びついていることを考える。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 自己紹介、授業の到達目標、成績評価方法等1回

非言語コミュニケーションの概念 肉体、姿勢、しぐさ、空間、色彩、時間等2回

非言語コミュニケーションと社会・文化 日本、欧米等様々な社会・文化、非言語コミュニケー

ションの諸相

3回

非言語コミュニケーションの分類・役割及び30分間の確

認テスト

確認、修飾、代用、コミュニケーション管理、矛盾等4回

舞踊（様式化された身体表現）の概念・現代における舞

踊の意味

舞、踊り、舞踊、ダンスという言葉の意味、舞踊における

聖と俗等

5回

日本の伝統舞踊（１） 古典舞踊（雅楽、能楽、歌舞伎、日本舞踊等）と民俗舞

踊（神楽、田楽、風流等）のとらえかた

6回

日本の伝統舞踊（２） 表現の様式と技法、表現要素の複合化、序破急の形

式、道行の形式、舞踊動作の特性

7回

中間のまとめとグループワーク・レポート提出 非言語コミュニケーションに関する多面的な討論とプレ

ゼンテーション

8回

世界の舞踊（１） アフリカの舞踊と社会、舞踊特性と自然・社会・文化9回

世界の舞踊（２） アジアの舞踊と社会、舞踊特性と自然・社会・文化10回

世界の舞踊（３） 欧米の舞踊（特にフォークダンス、バレエ）と自然・社会・

文化

11回

現代の舞踊（４）と30分間の確認テスト実施 欧米の舞踊（特にモダンダンス、ポストモダンダンス、コ

ンテンポラリーダンス）と自然・社会・文化

12回

クロスオーバーする現代の舞踊 現代美術、パフォーマンス等における身体表現、オル

ターナティブスペース

13回

舞踊教育の思潮と動向、生涯学習時代における舞踊教

育

アメリカ、イギリス、日本における舞踊教育の流れ、生

涯学習時代における舞踊学習内容

14回

各ジャンルごとの舞踊の特性、聖と俗に関する舞踊、まと

め

身体表現と形式、舞踊の構造と機能、現代社会におけ

る舞踊の意味

15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験答案における論理的な記述や授業の理解度などを評価する。60 ％

平常点評価 2回の確認テスト実施と1回のレポート提出：どの程度主体的に学習し、自ら考察しようとしたの

かを判定する。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

舞踊学講義 舞踊教育研究会／大修館書店／4‐469‐26197‐1／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

非言語コミュニケーション マジェリー/F/ヴァ-ガス／新潮社／4-10-600334-1／

しぐさの世界 野村雅一／日本放送出版協会／4-14-001429-6／

異界へのメッセンジャー 姫野　翠／出帆新社／4－86103－016－1／

おどりの美学 郡司正勝／演劇出版社／4-900256-40-4／

渡来の祭り　渡来の芸能 前田憲二／岩波書店／4－00－024123－0／

舞踊と社会 遠藤保子／文理閣／4-89259-375-3／

手の日本人　足の西欧人 大築立志／徳間書店／4-19-554087-9／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

【スポーツの構造と規範】 スポーツが単なる日常の身体活動と異なる 大の理由は、それ が“ルール”によって設定された,特殊な意味をもつ虚

構空間での活動だからである。

　では、スポーツ・ルールはどのような意味を持つのかを主題に、第一に、スポーツ･ルールはどんな原則から 成り立ち、変化・変更は何故、起こ

るのかについて、解明する。第二に、スポーツは一つのシンボルであり、メッセージである。それはどんな意味と理念をもつもの なのか、を解明

することを通じて、“ルール”に隠された規範のあり方を解明する。そして、そのことを通じてプロとアマ、エリートとマスに分裂したなかで生起する

モラルハザードを問い直し、スポーツの意味・価値と評価・表彰のあり方を展望する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「スポーツ文化論」を基本に、「余暇の社会史」「スポーツ史」「スポーツ社会学」を履修しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

スポーツ規範論 (S)

担当者名 /  Instructor 草深 直臣

15878

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

スポーツにルールがあることは、だれもが知っている。しかし、ルールの原則と意味を理解しているものは少ない。スポーツのビジネス化の中で、

変貌を遂げて いる現代スポーツをルールに焦点をあて、スポーツ精神のありようを吟味する。したがって、ルールの原則にかかわる基礎的知識

を理解し、スポーツ精神に込められた規範を捉え直す論理力を身につけるとともに、現代スポーツの深部を洞察する力を養う。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

（序）スポーツ・ルールの意味  

(1)時事問題からルールを探る　

  

 

 

    

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

参考書 / Reference Books 

「書名」をクリックすると図書館の所蔵状況を確認できま

す。

検索方法等ご不明な点がありましたら、図書館にお尋ね

ください。

 

書名

Title 著者

Author 出版社

Publisher ISBNコード

ISBN Code 備考

Comment 

スポーツの自由と現代　下巻    草深直臣他編著    青木

書店      

スポーツ・ルールの社会学    中村敏雄    有斐閣       

スポーツのモラル    J.フィレ－リ－    不昧堂      

スポーツ倫理学講義    川谷茂樹    ナカニシヤ出版      

スポーツ･ルールの論理    守能信次    大修館      

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for 

Reference 

教員との連絡方法 / How to Contact Teaching Staff 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載

されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

（2)ルールの意味空間と技の構成：Wrestring/角力/相

撲  

第1週



2011 年度シラバス立命館大学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

マスコミから流れるスポーツ情報に鋭く反応し、その言説の深部を探り当てるように感性を研ぎ澄ますこと。 

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

その他 / Others 

１）解らないことはその場で質問すること。“解った気”にな

らないこと。 

  第１章　２つのルール   

(1)慣習からの明文化 (2)ルールの性質： 明示性と暗示性

  

 

第2週

  第２章　明示的ルール   

(1)明示的ルールの５つの原則  

 

合意性

無作為的公正

第3週

同上 平等

合理性

第4週

　第2章　明示的ルール    

(2)明示的ルールの性格と役割：

(3)明示的ルールの構成 

 

不変性と可変性

醍醐味

第5週

(4)ルールの変化と要件： 変化の８要因 技術の厳格性

ゲームの安定性

第6週

同上第7週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

（1）明示的ルールを支えるモラル  

反則と禁止第8週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

（２）「禁止されていない｣プレイと「許されない｣プレイの逆

進性  

 

第8週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

(３）スポーツマンの行動綱領：

スポーツマンシップとフェアプレイ

「 競うことの正義」

第9週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

(4)日本的スポーツ精神と武士道的倫理

(5)欧州会議「フェアプレイ宣言」    

 

第10週

  第４章　現代スポーツモラルの動揺とドーピング問題  

(1)ドーピング問題の社会的基盤   

 

  第４章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題  

(2)ドーピングの禁止根拠とスポーツモラル：生命の自己

決定権と普遍的人間性  

 

第13週  第５章　スポーツの競争と交流  

(1)競争的序列と結果主義：優勝劣敗主義は必然化？  

勝利至上主義の政治的･経済的助長

インテンシブの導入

第11週

  第４章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題  

(2)ドーピングの禁止根拠とスポーツモラル：  

 

生命の自己決定権

普遍的人間性

第12週

　第4章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題

(3)生命の尊厳とスポーツモラル

虚構のなかの真実

フェアーネスとホネスト

第13週

  第５章　スポーツの競争と交流  

（１）競争的序列と結果主義：優勝劣敗主義は必然化？ 

（２）「敗れざるものたち」から「さすらいの甲子園」へ

  

敗北の美学

共感の美学

第14週

（3）虚構の中の真実 

（４）スポーツの正義

（５）手をつなぐスポーツマンと市民

（６）スポーツ機構の公開性とモラルの再構築

 競い合う仲間 

 盲目的ルール遵守主義

　ルールの創造

   

(３)「美しく負ける」意味　（４）スポーツの価値と観賞　  

 

第15週

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

「スポーツ規範論」(文理閣）を出版予定。 

参考文献は、レジュメにも列記する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

メールアドレス＝nkt01650@fc.ritsumei.ac.jp

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

スポーツ知識は『常識』のようであるが、その『常識』を疑うことから始めること。『ルール』を覚え、守るのではなく、考え、変えていく立場で現実を

見据えること。 

判らないことは、極力その場で質問すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツの自由と現代　下巻 伊藤高弘ほか編／青木書店／／

スポーツ･ルールの社会学 中村敏雄／有斐閣／／

スポーツ･ルールの論理 守能信次／大修館／／

スポーツ倫理学講義 川谷茂樹／ナカニシ出版／／

スポーツ倫理の探求 近藤良享／大修館／／

定期試験（筆記） スポーツの「ルール」とモラルの基本を理解し、現実を洞察する論理･分析力。  100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

学校体育領域の一つである器械運動種目（マット､跳び箱､鉄棒､平均台）に於ける運動特性を理解し夫々の種目で技を行う際に必要な感覚､筋

力､柔軟性等を体感し､それらの適性の獲得を目指し実習･学習する。又､学校体育で指導されている器械運動種目に於ける様々な技の習得･習

熟を目指し実習･学習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

必要に応じてプリント配布。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 1

スポーツ教育論実習I (SA)

担当者名 /  Instructor 金 尚憲

12123

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

器械運動の指導者に必要とされる技能及び知識の獲得を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

体操競技研究 金 尚憲ら　／タイムス／／

器械運動指導ハンドブック 中島光弘ら ／大修館書店 ／／

器械運動の授業づくり 高橋健夫ら／大修館書店 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス。器械運動各種目の説明､体力作り､各種技の

説明及び基本練習等々。 

マット､跳び箱､鉄棒､平均台1

器械運動の適性獲得のための体力作り､マット､鉄棒､跳

び箱の基本練習等々。

適性獲得、マット､鉄棒､ 2

器械運動の適性獲得のための体力作り､マット､鉄棒､跳

び箱の基本練習等々。 

適性獲得、マット､鉄棒､跳び箱  3

器械運動の適性獲得のための体力作り､マット､鉄棒､跳

び箱、平均台の基本練習等々。

適性獲得、マット､鉄棒､跳び箱 、平均台4

器械運動実施の際に必要な感覚､筋力､柔軟性等の理解

及びそれら適性の獲得練習等々。

感覚､筋力､柔軟性 5

器械運動実施の際に必要な感覚､筋力､柔軟性等の理解

及びそれら適性の獲得練習等々。 

感覚､筋力､柔軟性 6

習得した技を習熟させ､より確実に実施するための練習

方法の解説及び実習。  

技の習熟度、実施時の確実性 7

習得した技を習熟させ､より確実に実施するための練習

方法の解説及び実習。

技の習熟度、実施時の確実性 8

複数の技を組み合わせ連続して演技する実習･学習。技

能テストの課題発表及びその練習。

連続技､テスト課題発表9

複数の技を組み合わせ連続して演技する実習･学習。技

能テストの課題発表及びその練習。

連続技､テスト課題10

複数の技を組み合わせ連続して演技する実習･学習。技

能テストの課題発表及びその練習。

連続技､テスト課題 11

複数の技を組み合わせ連続して演技する実習･学習。技

能テストの課題発表及びその練習。

連続技､テスト課題12

マット及び跳び箱、技能テスト。 マット､跳び箱13

鉄棒及び平均台、技能テスト。 鉄棒、平均台 14

技能テストまとめ。 マット､跳び箱､鉄棒､平均台15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 各器械運動種目の実技課題テストのできばえ及び課題技実施の確実性等です。

左の50％は出席状況30％､授業姿勢20％です。　尚、出席率が70％未満の者は評価の対象と

しません。  

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

学校体育領域の一つである器械運動種目（マット､跳び箱､鉄棒､平均台）に於ける運動特性を理解し夫々の種目で技を行う際に必要な感覚､筋

力､柔軟性等を体感し､それらの適性の獲得を目指し実習･学習する。又､学校体育で指導されている器械運動種目に於ける様々な技の習得･習

熟を目指し実習･学習する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

必要に応じてプリント配布 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 1

スポーツ教育論実習I (SB)

担当者名 /  Instructor 金 尚憲

11438

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

器械運動の指導者に必要とされる技能及び知識の獲得を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

体操競技研究 金 尚憲ら ／タイムス／／

器械運動指導ハンドブック 中島光弘ら／大修館書店／／

器械運動の授業づくり 高橋健夫ら／大修館書店／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス。器械運動各種目の説明､体力作り､各種技の

基本練習等々。

マット､跳び箱､鉄棒､平均台1

器械運動の適性獲得のための体力作り､マット､鉄棒の基

本練習等々。

適性獲得、マット､鉄棒2

器械運動の適性獲得のための体力作り､マット､鉄棒､跳

び箱の基本練習等々。

適性獲得、マット､鉄棒､跳び箱3

器械運動の適性獲得のための体力作り､マット､跳び箱、

平均台の基本練習等々。

適性獲得、マット､鉄棒､跳び箱4

器械運動実施の際に必要な感覚､筋力､柔軟性等の理解

及びそれら適性の獲得練習等々。

感覚､筋力､柔軟性5

器械運動実施の際に必要な感覚､筋力､柔軟性等の理解

及びそれら適性の獲得練習。 

感覚､筋力､柔軟性6

習得した技を習熟させ､より確実に実施するための練習

方法の解説及び実習。

技の習熟度、実施時の確実性  7

習得した技を習熟させ､より確実に実施するための練習

方法の解説及び実習。 

技の習熟度、実施時の確実性8

複数の技を組み合わせ連続して演技する実習･学習。技

能テストの課題発表及びその練習。 

連続技、テスト課題発表 9

複数の技を組み合わせ連続して演技する実習･学習。技

能テストの課題の練習。

連続技、テスト課題 10

複数の技を組み合わせ連続して演技する実習･学習。技

能テストの課題の練習。 

連続技、テスト課題 11

複数の技を組み合わせ連続して演技する実習･学習。技

能テストの課題の練習。 

連続技、テスト課題 12

マット及び跳び箱、技能テスト。 マット､跳び箱13

鉄棒及び平均台､技能テスト。 鉄棒､平均台 14

技能テストまとめ。 マット､跳び箱､鉄棒､平均台  15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 各器械運動種目の実技課題テストのできばえ及び課題技実施の確実性等です。

左の50％は出席状況30％､授業姿勢20％です。　尚、出席率が70％未満の者は評価の対象と

しません。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、スポーツ教育論のなかでも特にダンスに焦点をあてて、理論的な学習をもとに、ダンスの基本動作や技術などを確実に身につけ

ると同時に、ダンス実践を通じてダンスの理念、方法、ダンスの指導法についても習得する。そのために、受講生によるダンスの模擬授業を行っ

たり、指導案を作成することもある。（ダンスができる服装、靴などを準備すること）

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 1

スポーツ教育論実習II (SA)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

10144

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業の目標は、ダンスの理論的な学習を行い、ダンスの基本動作や技術などを確実に身につけると同時に、ダンスの模擬授業を通じてダンスの

理念や方法、ダンスの指導法、ダンスの指導案作成についても習得することにある。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

松本千代栄撰集2 舞踊文化と教育研究の会／明治図書／978-4-18-760712-2／

松本千代栄撰集3 舞踊文化と教育研究の会／明治図書／978-4-18-760816-7／

松本千代栄撰集5 舞踊文化と教育研究の会／明治図書／978-4-18-761017-7／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業目標、授業のスケジュール、成績評価方法、自己

紹介

第1回目

課題学習の原則と進め方 踊り・創る・観る、ダンスの全体験、イメージ課題、運動

課題

第2回目

発達課題と学習 イメージと運動、運動課題、イメージ課題、走る－跳ぶ

－回る、雷と稲妻等

第3回目

単元計画の進め方 授業の目標、1時間の授業の時間配分、1単元の計画第4回目

運動課題とイメージをつなぐ指導 メリハリをもった課題の動き、イメージをもって踊る、クラ

ス内での鑑賞、出し合ったイメージから新しい創造

第5回目

1時間完結の学習から作品作りへつなぐ授業 運動課題、イメージ課題、構成課題、全習と分習、作品

作り、発表・鑑賞

第6回目

中間のまとめ 課題学習の概念、指導項目、指導内容第7回目

課題学習の実践（１） 伸びる－縮む、空間の変化と速さの変化、運動からイ

メージ、イメージから運動

第8回目

課題学習の実践（２） 新聞紙－流れの動きの創造、新聞紙を使用したイメー

ジと動きの体験

第9回目

課題学習の実践（３） 音による動き、鈴、太鼓、カスタネット、マラカス第10回目

課題学習の実践（４） コンタクトインプロヴィゼーション、他者と触れ合う、かか

わりからできる動き

第11回目

課題の連続・創作 これまでの課題による自由な創作、小作品創作第12回目

創作 テーマに即した内容、グループによる作品創造第13回目

創作・発表・鑑賞 題名をつけた作品、作品発表、作品鑑賞第14回目

総まとめ、レポート提出 課題学習に関する学び、感想・意見の提出第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 レポート課題に関して、論理的に記述されているのかなどを評価する。30 ％

平常点評価 ダンスの理論と課題学習ができたか、ダンスの指導に関するポイントが習得できたか、などを評

価する。

70 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、スポーツ教育論のなかでも特にダンスに焦点をあてて、理論的な学習をもとに、ダンスの基本動作や技術などを確実に身につけ

ると同時に、ダンス実践を通じてダンスの理念、方法、ダンスの指導法についても習得する。そのために、受講生によるダンスの模擬授業を行っ

たり、指導案を作成することもある。（ダンスができる服装、靴などを準備すること） 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 1

スポーツ教育論実習II (SB)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

10222

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業の目標は、ダンスの理論的な学習を行い、ダンスの基本動作や技術などを確実に身につけると同時に、ダンスの模擬授業を通じてダンスの

理念や方法、ダンスの指導法、ダンスの指導案作成についても習得することにある。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

松本千代栄撰集2 舞踊文化と教育研究の会／明治図書／978-4-18-760712-2／

松本千代栄撰集3 舞踊文化と教育研究の会／明治図書／978-4-18-760816-7／

松本千代栄撰集5 舞踊文化と教育研究の会／明治図書／978-4-18-761017-7／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業目標、授業のスケジュール、成績評価方法、自己

紹介

第1回目

課題学習の原則と進め方 踊り・創る・観る、ダンスの全体験、イメージ課題、運動

課題

第2回目

発達課題と学習 イメージと運動、運動課題、イメージ課題、走る－跳ぶ

－回る、雷と稲妻等

第3回目

単元計画の進め方 授業の目標、1時間の授業の時間配分、1単元の計画第4回目

運動課題とイメージをつなぐ指導 メリハリをもった課題の動き、イメージをもって踊る、クラ

ス内での鑑賞、出し合ったイメージから新しい創造

第5回目

1時間完結の学習から作品作りへつなぐ授業 運動課題、イメージ課題、構成課題、全習と分習、作品

作り、発表・鑑賞

第6回目

中間のまとめ 課題学習の概念、指導項目、指導内容第7回目

課題学習の実践（１） 伸びる－縮む、空間の変化と速さの変化、運動からイ

メージ、イメージから運動

第8回目

課題学習の実践（２） 新聞紙－流れの動きの創造、新聞紙を使用したイメー

ジと動きの体験

第9回目

課題学習の実践（３） 音による動き、鈴、太鼓、カスタネット、マラカス第10回目

課題学習の実践（４） コンタクトインプロヴィゼーション、他者と触れ合う、かか

わりからできる動き

第11回目

課題の連続・創作 これまでの課題による自由な創作、小作品創作第12回目

創作 テーマに即した内容、グループによる作品創造第13回目

創作・発表・鑑賞 題名をつけた作品、作品発表、作品鑑賞第14回目

総まとめ、レポート提出 課題学習に関する学び、感想・意見の提出第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 レポート課題に関して、論理的に記述されているのかなどを評価する。30 ％

平常点評価 ダンスの理論と課題学習ができたか、ダンスの指導に関するポイントが習得できたか、などを評

価する。

70 ％
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 その他 /  Others

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本実習では，プールで行う実技を中心として行う．水泳のうち，特に近代４泳法（クロール，平泳ぎ，背泳，バタフライ）を中心として扱うこととし，こ

れらの泳法，スタート，ターンについて学んだ上で，それらの中学生，高校生の水泳初心者に対する指導法を学ぶ．また，学校における水泳指

導時に必要とされる水上安全法に関する知識，技術についても学ぶ．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

実習という特性をふまえ，全実習時間の2/3以上の出席を評価の 低基準とする．公欠にあたる事由以外での欠席に対する配慮は原則行

わないため，事前に十分日程調整を行っておくこと．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 1

スポーツ教育論実習III (SA)

担当者名 /  Instructor 市井 吉興

20332

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1)　近代４泳法（クロール，平泳ぎ，背泳，バタフライ），ターン，スタートを正確に行える

2)　初心者指導を中心として各種泳法の指導法を身につける

3)　水上安全法の知識を身につけるとともに，実施できる技術を身につける 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

水泳は教員採用の際，実技試験として課されるため教員として採用されるために必要な種目でもあるが，それ以上に，実際に指導者になった時

には，他の種目に比べ生命に関わる事故の発生しやすい種目であり，生徒の命を預かる立場として身につけて置かなければならない種目であ

る．このため，自身の泳力はもちろんであるが，正しい指導法，救助法を身につけるために，積極的に取り組んでもらいたい．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

水泳指導教本   日本水泳連盟編／大修館書店／4-469-26575-6 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

赤十字水上安全法講習教本   日本赤十字社 ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション プレテスト 1

泳法指導１ クロール2

泳法指導２ 平泳ぎ 3

泳法指導３ 背泳4

泳法指導４ バタフライ5

スタートとターン スタート，ターン 6

苦手な泳法への挑戦１ 苦手な泳法の練習7

苦手な泳法への挑戦２ 苦手な泳法の練習8

指導法１ 初心者への指導 9

指導法２ 中学生，高校生への指導10

水泳のトレーニング法 耐乳酸， 大酸素摂取量の向上11

安全への取り組み１ 水上安全法12

安全への取り組み２ 着衣泳と安全の確保13

様々な泳法 古式泳法，水球 14

ファイナルテストと解説 ファイナルテスト 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・水泳実習

ファイナルテストにて各種泳法およびその指導法を評価する（50%）

あわせて出席状況や実習期間中の体調管理なども評価する（25%） 

・ 終レポート

教科書により学ぶ知識と実習を通した経験をどのように結びつけて，学校教育に活かしていく

のかについての考えを評価する（25%） 

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

実習を受けるための用具（スイムスーツ，スイミングキャップ，ゴーグルなど）は各自で事前に準備しておくこと

実習前に履修上の必須事項についてオリエンテーションを行うので掲示に注意し，必ず参加すること

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

各種球技の技能を習得させ、さらに、ひとりひとりを活かすチーム戦術の考案から個性的なチームづくりの学習に発展させるためには、どんな内

容（教材）をどんなかたちで用意したらよいのかを研究する。このテーマを研究するために、受講者自らが球技の模擬授業を計画し、実践する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 1

スポーツ教育論実習IV (SA)

担当者名 /  Instructor 山下 秋二

11524

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

●各種球技の特性を理解する。

●球技の授業づくりができる。

●生徒の立場から、それぞれの授業でのめあてが言える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ゴール型ボールゲーム①：バスケットボール（その１） 技術紹介、モチベーションエクササイズ 第１回目

ゴール型ボールゲーム①：バスケットボール（その２） 技能・戦術練習、修正されたゲーム 第２回目

ゴール型ボールゲーム①：バスケットボール（その３） チーム練習、ゲーム運営 第３回目

ゴール型ボールゲーム②：サッカー（その１） 技術紹介、モチベーションエクササイズ 第４回目

ゴール型ボールゲーム②：サッカー（その２） 技能・戦術練習、修正されたゲーム 第５回目

ゴール型ボールゲーム②：サッカー（その３） チーム練習、ゲーム運営 第６回目

ゴール型ボールゲーム③：ハンドボールまたはフラッグ

フットボール（その１） 

技術紹介、モチベーションエクササイズ 第７回目

ゴール型ボールゲーム③：ハンドボールまたはフラッグ

フットボール（その２） 

技能・戦術練習、修正されたゲーム 第８回目

ゴール型ボールゲーム③：ハンドボールまたはフラッグ

フットボール（その３） 

チーム練習、ゲーム運営 第９回目

ネット型ボールゲーム①：バレーボール（その１） 技術紹介、モチベーションエクササイズ 第１０回目

ネット型ボールゲーム①：バレーボール（その２） 技能・戦術練習、修正されたゲーム 第１１回目

ネット型ボールゲーム①：バレーボール（その３） ペア練習、ゲーム運営 第１２回目

ネット型ボールゲーム②：テニスまたはバドミントン（その

１） 

技術紹介、モチベーションエクササイズ 第１３回目

ネット型ボールゲーム②：テニスまたはバドミントン（その

２） 

技能・戦術練習、修正されたゲーム 第１４回目

ネット型ボールゲーム②：テニスまたはバドミントン（その

３） 

ペア練習、ゲーム運営 第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ３分の２以上の出席が必要であり、その上で、模擬授業への協力、授業づくりのアイディア（担

当授業時に指導案の提出を求める）などが評価される。 

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

各種球技の技能を習得させ、さらに、ひとりひとりを活かすチーム戦術の考案から個性的なチームづくりの学習に発展させるためには、どんな内

容（教材）をどんなかたちで用意したらよいのかを研究する。このテーマを研究するために、受講者自らが球技の模擬授業を計画し実践する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 1

スポーツ教育論実習IV (SB)

担当者名 /  Instructor 福田 厚治

11616

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

●各種球技の特性を理解する。

●球技の授業づくりができる。

●生徒の立場から、それぞれの授業でのめあてが言える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ゴール型ボールゲーム①：バスケットボール（その１） 種目特性，技術紹介，授業づくり1

ゴール型ボールゲーム①：バスケットボール（その２） 技能・戦術練習，修正されたゲーム2

ゴール型ボールゲーム①：バスケットボール（その３） チーム練習，ゲーム運営3

ゴール型ボールゲーム②：サッカー（その１） 種目特性，技術紹介，授業づくり4

ゴール型ボールゲーム②：サッカー（その２） 技能・戦術練習，修正されたゲーム5

ゴール型ボールゲーム②：サッカー（その３） チーム練習，ゲーム運営6

ゴール型ボールゲーム③：フラッグフットボール（その１） 種目特性，技術紹介，授業づくり7

ゴール型ボールゲーム③：フラッグフットボール（その２） 技能・戦術練習，修正されたゲーム8

ゴール型ボールゲーム③：フラッグフットボール（その３） チーム練習，ゲーム運営9

ネット型ボールゲーム①：バレーボール（その１） 種目特性，技術紹介，授業づくり10

ネット型ボールゲーム①：バレーボール（その２） 技能・戦術練習，修正されたゲーム11

ネット型ボールゲーム①：バレーボール（その３） ペア練習，ゲーム運営12

ネット型ボールゲーム②：バドミントン（その１） 種目特性，技術紹介，授業づくり13

ネット型ボールゲーム②：バドミントン（その２） 技能・戦術練習，修正されたゲーム14

ネット型ボールゲーム②：バドミントン（その３） ペア練習，ゲーム運営15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業回数の2／3以上の出席が必要であり、その上で、模擬授業への協力、授業づくりのアイデ

ア（担当授業時に指導案の提出を求める）などが評価される。 

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 　1976年欧州審議会の「ヨーロッパスポーツ・フォー・オール憲章」、1978年ユネスコの「体育・スポーツに関する国際憲章」においてスポーツは

人々の基本的権利としてうたわれている。この基本的権利を保障する役割をスポーツ行政は担っていると言える。日本のスポーツ発展は行政と

密接に結びついて発展してきたが、本講義では、これまでの日本のスポーツ行政の概要を概観し、現代日本の抱えているスポーツ発展の諸問

題について検討するとともに、地域スポーツやスポーツ行政の現場で利用することができる基礎的知識の習得を目指す。

　まず、どのような法的根拠によってスポーツ行政が行われているのかを把握し、スポーツ行政における制度、組織体制、財政、スポーツ振興施

策について把握してみる。また、地方自治体のスポーツ行政の事例検討と諸外国のスポーツ行政の特徴を検討することによって、日本スポーツ

行政に関する問題点と課題を理解していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「スポーツ政策論」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内容に関してレポートを課す場合がある。

単位数 /  Credit 2

スポーツ行政論 (S)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

16013

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

学生の皆さんとともにスポーツ行政について考え、意見を述べあえる授業を目指す。

1)スポーツ行政の概念と目的、意義を理解する。

2)スポーツ行政と法律の関係を理解し、それらを関係づけることができる。

3)スポーツ行政の具体化としての政策・施策を検証し、判断することができる。

4)スポーツ行政の事例を収集・対比し、検証することができる。(地方自治体のスポーツ行政事例を発表する)

5)日本におけるスポーツ行政の歴史的変遷と現状及び課題を理解する。

6)諸外国におけるスポーツ行政を理解する。

7)与えられたテーマに対して自らの考えを表現できる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツ行政についての概要と導入(シラバス説明、本講

の目的・内容、学習の進め方、評価などについての概説)

概説、シラバス、評価1

スポーツ行政の概念・意義や目的、日本のスポーツ行政

と関係法令、スポーツ行政における法的根拠

行政、政府、地方自治体、スポーツ振興法、教育基本

法、社会教育法、スポーツ振興基本計画

2

国におけるスポーツ行政組織とスポーツ振興施策 文部科学省、経済産業省（通産省）、国土交通省（建設

省）、総務省、中央教育審議会（保健体育審議会）

3

スポーツ行政と政治との関係 政治、行政、東京オリンピック、モスクワオリンピック、国

家主義

4

スポーツ行政と経済との関係 経済、行政、地域振興5

スポーツ行政の財政施策　－　スポーツ財政 財政行政、予算編成、執行6

競技スポーツ(競技力向上政策)とスポーツ行政 国民体育大会、選手強化体制、勝利至上主義、ナショ

ナリズム、日本オリンピック委員会

7

学校体育・生涯スポーツ振興施策とスポーツ行政 学校、教科体育、部活、スポーツ権、スポーツ振興基本

計画、民営化、民間

8

障害者と高齢者、在日外国人のスポーツ振興施策 福祉国家、共生、パラリンピック、ねんりんピック9

諸外国のスポーツ行政 イギリス、ドイツ、アメリカ、フランス、韓国10

地方自治体のスポーツ行政組織(スポーツ行政)とスポー

ツ振興施策

教育委員会、スポーツ振興審議会、地域振興、地方分

権

11

地方自治体スポーツ行政の事例検討(1) 地方自治体、スポーツ行政12

地方自治体スポーツ行政の事例検討(2) 地方自治体、スポーツ行政13

地方自治体スポーツ行政の事例検討(3) 地方自治体、スポーツ行政14

日本スポーツ行政の示唆点と意味　ー　ポスト福祉国家

とスポーツ行政

まとめ、福祉国家、NPO15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 1.講義で取り上げたテーマについてきちんと理解できているかどうかを評価する。(講義内容の

理解度)

2.主題の明確な把握と論述の根拠、批判・批評の論点、自分の考えを論理的に述べているかど

うか、文章の完成度などを総合的に評価。

50 ％
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テキストは特になし。講義時にプリントを配布し、テキストとする。

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/

長寿社会開発センター　http://www.nenrin.or.jp/center/pic/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

(財)日本障害者スポーツ協会　　http://www.jsad.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   　http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

ゲストスピーカーによる講義がある。

講義の理解度を高めるため、講義に関連するビデオ鑑賞がある。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は自分の意見や感想などを発表できる力を授業を通して身につけてほしい。積極的に授業に参加することが求められる。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

電話番号とメールアドレスなどを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツの行政学 中村祐司／成文堂／４－７９２３－３２０３－６　／スポーツ行政をめぐる政策ネット

ワークについて

スポーツの法と政策 同志社スポーツ政策フォーラム編／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３２００－０　／ス

ポーツ振興と行政について

スポーツの経済学 池田勝・守能信次編／杏林書院／４－７６４４－１５５４－２　／スポーツと経済の結び

つきについて

障害者とスポーツ 高橋　明／岩波書店／４－００－４３０８９６－８／障害者スポーツの歴史について

スポーツ・ボランティアへの招待 山口泰雄編／世界思想社／４－７９０７－１０５２－１　／スポーツ・ボランティアの社会

的側面について

平常点評価 1. 講義に関する意見や感想などを書いてもらい、それを評価する。

2. 感想文をもって出欠をとり、それを平常点として評価する。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

 本講義では、20世紀末から注目されながらも定着しているとは言いにくい日本のスポーツクラブ関連施策の問題を、ヨーロッパのスポーツクラブ

成立と展開過程を踏まえながら考える。また、私たちが当たり前のように受け入れている現代スポーツの構造を分析し、同時にそこにおけるクラ

ブと、その上に君臨する国際的なスポーツ統括組織の果たす役割と問題を整理していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

教科書は使用しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

スポーツクラブ論 (S)

担当者名 /  Instructor 松島 剛史

16015

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①スポーツクラブの歴史的展開過程を説明できる。

②現代社会のスポーツクラブの位置や役割、また課題を理解できる。

③眼前に広がるスポーツが自明なものではなく、様々な力関係と仕組みの所産としてあることを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

総合型地域スポーツクラブの時代 黒須充編著／創文企画／／

ジグソーパズルで考える総合型地域スポーツク

ラブ

黒須充・水上博司編著／大修館書店／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツクラブをめぐる認識 「消極的」イメージ、歴史的把握の意義、評価　第1回

スポーツとクラブの歴史 スポーツの誕生とクラブの原則　第2回

現代日本の地域スポーツクラブの理想型 戦後ヨーロッパのスポーツ政策　第3回

スポーツ政策とクラブ① 戦後日本のスポーツ政策とクラブ　第4回

スポーツ政策とクラブ② 1980年代以降のスポーツ政策とその特徴　第5回

地域スポーツクラブの育成と関連政策 スポーツ振興基本計画、総合型地域スポーツクラブ、

NPO法人

　第6回

地域スポーツクラブの現状① 脱学校・企業スポーツの理念と課題、「下請け」的役割　第7回

地域スポーツクラブの現状② 体育会・部活動と地域クラブの異同性、意思決定　第8回

スポーツビジネスの興隆 権利ビジネスの展開、多国籍企業、イベント化及び商品

化

　第9回

「グローバルスポーツ」の内実 国際的なスポーツ統括機構とクラブ、「正しい」スポーツ

文化の生成と普及の功罪

　第10回

「グローバルスポーツ」への異議申し立て メディア複合体、翻弄されるスポーツクラブ、地域住民

やファンの声は届くのか？

　第11回

さまざまな問題領域との接合点 労働移民、環境問題等の共有と連携　第12回

スポーツ組織の課題① セカンドキャリア、資格、資金調達　第13回

スポーツ組織の課題② 公開性、応答責任と効率性　第14回

スポーツ組織をめぐる認識の転換 多様な担い手、「地域スポーツ」と「グローバルスポー

ツ」

　第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を判定する。90 ％

平常点評価 自学自習を随時受け付ける。様式は自由（インターネットからの転用は一切認めない）。評価基

準は提出回数と内容で判定する。なお、この取り組みは受講生の主体性に基づき、強制ではな

い。

10 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

越境するスポーツ 高津勝・尾崎正峰編／創文企画／／

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

グローバル化社会の中で肥大化するスポーツ産業の様々な様相に焦点を当て，スポーツ文化の変容のメカニズムを，国の内外のケースをもと

に解明する．また国内に目を向け．新しい公共の確立に向けて注目されている地域スポーツ環境において，政府の掲げる｢スポーツ立国戦略」と

スポーツ産業の接点，つまり，指定管理制度，NPO法，PFI等の制度を利用した民間活力導入による可能性に関して検討していく．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

スポーツと現代社会の関連性に関する社会学的また経営学的科目

特に指定しない．

その他，トピックに即して，授業時に紹介していく．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業時に紹介．

単位数 /  Credit 2

スポーツ産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 海老島 均

13340

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1.　 現代社会において，スポーツ産業がスポーツ文化を変容させているメカニズムを理解し，スポーツ環境整備にむけてのガバナンスの必要性

を学習する。

2.　スポーツ政策と民間活力との接点という観点での，スポーツ産業の可能性に関して理解する．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツプロモーション論 佐伯年詩雄／明和出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スポーツ産業，スポーツ文化1回

グローバル化社会におけるスポーツ産業① グローバル化社会，スポーツビジネス，NBA2回

グローバル化社会におけるスポーツ産業② 多国籍企業，ラグビー，3回

グローバル化社会におけるスポーツ産業③ サッカー，クラブ，FIFA4回

巨大イベントのガバナンス オリンピック，IOC，ワールドカップ5回

放映権ビジネスのガバナンス オリンピック，FIFAワールドカップ，放映権6回

わが国のスポーツ産業の特殊性 プロ野球，Jリーグ，大相撲7回

スポーツ産業における身体① フィットネス産業，健康産業，医療8回

スポーツ産業における身体② トップアスリート，ドーピング9回

スポーツ政策とスポーツ産業 スポーツ立国戦略，マネジメント，10回

地域スポーツ振興とスポーツ産業① 指定管理者制度，公共施設，ソーシャル・ガバナンス11回

地域スポーツ振興とスポーツ産業② スポーツNPO，PFI，ソーシャル・キャピタル12回

地域スポーツ振興とスポーツ産業③ 総合型地域スポーツクラブ，マネジメント13回

スポーツ産業の将来と新しいスポーツ文化の構築 グローバル・ガバナンス，ローカル・ガバナンス，スポー

ツ文化

14回

まとめ 新しい公共性15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容の理解や応用がレポート内容にいかに反映されているか，また，各自の独自性が織

り込まれているかという観点から評価．

40 ％

平常点評価 授業への参加の姿勢，リアクション・ペーパーへの記述内容，小テスト．60 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、江戸時代後期から高度経済成長期にかけての日本における近代スポーツの展開過程について検討することによって、「スポーツ」と

いう視点から日本の近現代史を捉え直していくことを目的としている。したがって受講者には日本近現代史についての 低限の知識を持ってい

ることが望まれるが、あくまでもスポーツの展開過程に関する話題が中心なので、一般的知識については適宜講義の中で補いながら説明するこ

とを心がけたいと考えている。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義は日本の近現代におけるスポーツ史を対象としているが、古代から近代に至るスポーツ文化の歴史全般について興味がある人は、教養

科目の「スポーツの歴史と発展」を受講されたい（他学部では開講されている場合とそうでない場合があるが）。ただ、本講義は「スポーツの歴史

と発展」を受講していなくても履修可能である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

スポーツ史 (S)

担当者名 /  Instructor 西原 茂樹

13326

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

19世紀後半以降に日本に伝播・普及した近代スポーツは、元来日本社会に根を持たない身体運動文化であり、当時の日本人にとってはまさに

“異文化”であったと言える。そうした“異文化”としての近代スポーツが日本中に普及したことは、近代日本にとって一体どのような意味を持って

いたのか。さらには、日本人にとって近代スポーツとは、真の意味で必要不可欠な文化であると言えるのか。本講義では、そういった「日本人とス

ポーツの関係性」に関する様々な問いについて受講生にも考えてもらうことによって、日本人に合った形でのスポーツ文化への関与のあり方を常

に模索できるような姿勢が養われることを望みたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義では適宜映像資料などを提示していくが、紹介する参考文献中にも多くのイラストや写真が掲載されている。それらをうまく活用して、各回

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「日本人とスポーツ」の現在 スポーツ実践の「日常化・個人化」第１回

江戸時代における運動文化とそれらをめぐる諸条件 武芸、相撲、運動量、着物社会、養生術第２回

明治時代における近代スポーツの普及過程〔１〕軍隊・学

校への体操・スポーツ導入

軍事調練、学校体育、健康思想第３回

明治時代における近代スポーツの普及過程〔２〕女性と近

代スポーツ

女子中等教育の拡大、高等女学校、１９２０年代の女子

スポーツブーム

第４回

明治時代における近代スポーツの普及過程〔３〕“精神野

球”の形成

一高、早慶戦、野球観の劇的変化第５回

明治時代における近代スポーツの普及過程〔４〕“武道”

の誕生

柔術・剣術の近代化、相撲人気の復興第６回

大正時代におけるスポーツの「企業化」：甲子園野球の誕

生

新聞社、私鉄会社、スポーツのイベント化、「教育の一

環」としての甲子園野球

第７回

昭和初期におけるスポーツの大衆化〔１〕“野球狂時代”

“スポーツ狂時代”の到来

野球人気の沸騰、オリンピックへの熱狂、ラジオ中継第８回

昭和初期におけるスポーツの大衆化〔２〕“権力装置”とし

てのスポーツ

皇室、文部省、思想善導第９回

昭和初期におけるスポーツの大衆化〔３〕ラジオ体操の誕

生

健康観、身体の改造、国民総動員第１０回

昭和初期におけるスポーツの大衆化〔４〕戦時体制下の

体育・スポーツ

「幻の東京オリンピック」、スポーツ活動の自粛・統制・奨

励

第１１回

高度経済成長期におけるスポーツ〔１〕テレビ時代の到来

とスポーツ

長嶋茂雄、力道山第１２回

高度経済成長期におけるスポーツ〔２〕 （ビデオ鑑賞）映画『東京オリンピック』など第１３回

高度経済成長期におけるスポーツ〔３〕東京オリンピック 東京招致の背景、都市空間の変容、スポーツ体制の確

立

第１４回

高度経済成長期におけるスポーツ〔４〕“根性”とスポーツ スポーツ漫画・アニメ・ドラマ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 選択問題および論述問題。授業内容全体の理解度を重視する。70 ％

平常点評価 数回に一度の割合で、授業の感想・質問・要望等を授業後に書いてもらい、それを日常点とし

て組み入れる。

30 ％
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テキストは特に指定しない。講義の中で参考文献を適宜紹介する。

上記以外の参考文献については、配布レジュメに記載する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

スポーツ文化史料情報館　http://www.eonet.ne.jp/~otagiri/

（「論壇サロン」中の論文「江戸後期百年に探る『スポーツする身体』」や、「日本スポーツ史年表」などが参考になる）

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

のテーマについての視覚的イメージを各自でうまく作り上げることができれば、理解が深まると思われる。

数回に一度の割合で感想・質問等を書いてもらうことを、コミュニケーションペーパーの代わりとする。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「健康」の日本史 北澤一利／平凡社／4-582-85068-5／明治時代における「健康」概念と体操の普及に

関する文献

武道の誕生 井上俊／吉川弘文館／4-642-05579-7／明治期以降の武道の栄光と挫折

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／「思想善導」政策としてのスポーツの意味

幻の東京オリンピックとその時代 坂上康博・高岡裕之（編著）／青弓社／978-4-7872-2036-3／戦時体制下における体

育・スポーツ界の動向

戦後野球マンガ史 米沢嘉博／平凡社／4-582-85154-1／“スポ根マンガ”とその周辺

にっぽん野球の系譜学 坂上康博／青弓社／4-7872-3187-1／日本独特の“精神野球”の実像とは？

海を渡った柔術と柔道 坂上康博（編著）／青弓社／978-4-7872-3315-8／柔術・柔道の世界各国への伝播と

その受容

ブルマーの社会史 高橋一郎　他／青弓社／4-7872-3242-8 ／女子体育・スポーツの社会的・歴史的変

遷

力道山 岡村正史／ミネルヴァ書房／978-4-623-05255-4／戦後プロレスの隆盛と周縁化

東京オリンピックの社会経済史 老川慶喜（編著）／日本経済評論社／978-4-8188-2060-9／高度経済成長期の日本

社会と東京オリンピックの関係性

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

運動やスポーツの指導には、運動学、生理学、医学、栄養学、心理学などの知見を踏まえた学際的なアプローチが必要となる。この授業では、

限定された授業時数の中で、それらのごく基本的な事項について解説する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

欠席や未提出が３回を超える場合には単位を認定しないことがある。

受講の際にはQRコードシールを必ず持参すること。

配付資料に基づき授業を行いますので特に使用しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

授業時数が限定されているため、特定スポーツ種目の指導方法について具体的に取り扱うことはできません。1授業完結形式で、スポーツを指

導する際に知っておきべき理論的基本事項を幅広く取り扱う計画とします。

単位数 /  Credit 2

スポーツ指導論 (S)

担当者名 /  Instructor 小松崎 敏

15816

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1）運動指導、スポーツ指導を行う際に配慮すべき基本的事項について述べることができる。

2）人間が運動やスポーツを行うことについて熟考することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

公認スポーツ指導者養成テキスト 日本体育協会  ／日本体育協会  ／／共通科目1レベル

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 運動・スポーツを行うということ 1

スポーツの概念 スポーツの定義　ライフステージとスポーツ2

運動パフォーマンス 個人的技能 　集団的技能 　質的評価3

パフォーマンスの計量評価 平均　分散　標準偏差 4

指導者の役割 指導者育成システム　よい指導者5

指導の実際 学習者へのフィードバック　相互作用行動6

トレーニング論１ 体力の概念 　エネルギー供給機構7

トレーニング論２ トレーニングの原理・原則　トレーニング処方8

スポーツと栄養 五大栄養素　水分補給9

コンディショニング コンディショニング　マッサージ10

 スポーツと内科的障害 熱中症　過換気症候群　貧血 11

スポーツと外傷 骨折　脱臼　筋腱損傷 12

救急処置 RICE　BLS13

学校・地域におけるスポーツ 運動部活動　学習指導要領　総合型地域スポーツクラ

ブ

14

まとめ　スポーツ指導のために必要な知識技能 スポーツの学際性15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で扱った内容の理解習得を評価するための問題で構成する。40 ％

平常点評価 毎授業でミニレポートを課す。授業への参加の度合いと学ぶ意欲を総合的に評価する。 60 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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履修規模等を考慮し、事前説明の上、授業スケジュールを変更することがあります。
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授業 の概要 /  Course Outline

「スポーツを社会学する」とはどのようなことだろうか。そうすることで何が見えてくるのだろうか。このような問いに答えるため、本講義では、これ

まで研究されてきたスポーツ社会学の代表的な研究や理論の紹介を行い、社会学の視角を入れることで、スポーツの何が、どのように見えてく

るのかを示すことにしたい。またこの講義では、今日のスポーツをスポーツ社会学ではどのように捉え、何を問題として見ようとしているのかにつ

いても示していくこととする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・スポーツ社会学は文字通り「社会学」の一つです。従って、社会学の基礎理論的科目をあらかじめ、また　は並行して受講することで理解が深

まります。受講している他の科目すべてを相互に関連づけて、有機的　に学んでください。

ゲストスピーカーを招き授業時にレポートを課す場合がある。その場合は原則としてレポートを加点として取り扱う。その旨事前に授業時にア

ナウンスする。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

可能な限り身近な問題から説明し、徐々にマクロなな構造的問題に敷衍していくこととしたい。社会評論ではなく、あくまで社会学であるので、

個々の授業では前半は理論的枠組みの説明になる。従って理解を円滑にすすめるため、可能な限り当該領域の理論の予習をされることを望

単位数 /  Credit 2

スポーツ社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

13215

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・スポーツを社会学的に見るとはどのようなことか、そのことによって得られる新しいスポーツに対する見　方とはどのようなものなのかを理解す

ることを目的とします。

・現代のスポーツの問題を、各自が「社会的文脈」と関連づけてとらえることができるようになることをこ　の講義の 終的な目的とします。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会学理論を多用し、その応用的展開という性格を持つので、3回生以上の受講が望ましい。2回生が受講する場合は基礎的な社会学の概念

や理論についての理解を独自にすすめておくこと。

日本スポーツ社会学会の学会誌『スポーツ社会学研究』が図書館に入っているので、各号の興味のある論文を読むことをお勧めします。スポー

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツ社会学とは；歴史と研究状況 ISSA、日本スポーツ社会学会、スポーツの社会評論と

の違い 

１

スポーツ・バーナウトの機序 バーナウト、ドロップアウト、トランスファー  ２

役割期待のアンヴィバレンス 地位、役割、組織３

組織構造とパフォーマンス P機能、M機能、権限構造 ４

小集団の凝集性 ソシオメトリー、FIRO-B ５

「日本的」スポーツ組織の構造 属性原理、業績原理、擬制家制度６

スポーツ社会学の代表的理論（１）ブルデューとフランス

スポーツ社会学

スポーツの選択原理、階級、ハビトゥス７

スポーツ社会学の代表的理論（２）スポーツの場の理論と

日本のスポーツの変容 

スポーツの場、状況の「反転」８

スポーツ社会学の代表的理論（３）カルチュラル･スタディ

ズと英国スポーツ社会学  

権力、ジェンダー、階級、表象分析９

スポーツ社会学の代表的理論（４）ナショナリズムとス

ポーツ

スペクタクル、モニュメント、象徴 １０

スポーツ社会学の代表的理論（５）エリアス「文明化の過

程」とスポーツ

近代文化、近代スポーツ、情動の制御１１

スポーツ社会学の代表的理論（６）グローバルスポーツの

展開

スポーツ=メディアコンプレックス、スポーツ移民、スポー

ツ商品

１２

日本社会の変容とスポーツ（１）スポーツの産業化と社会

的基盤の変化  

企業スポーツ、第二臨調・行革、プラザ合意、スポーツ

ビジネス 

１３

日本社会の変容とスポーツ（２）スポーツの場の反転 

 

Jリーグ、サポーター、地域１４

まとめ：スポーツの新しい可能性と主体 新しい社会運動、スポーツNPO  １５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） １．授業内容の理解度（概念の正しい理解が主となる）。２．自身の問題設定の仕方。 100 ％
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特に使わない。授業時のみレジュメを配布する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.jsss.jp/　(日本スポーツ社会学会HP）

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

ツの柔らかい評論ものではなくて、スポーツをアカデミックに社会学するとはどのようなものか理解できると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学   D．ジェリー、清野正義他編   ／道和書院 ／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編   ／世界思想社 ／4-7907-0723-7 ／現代スポーツの変化

について 

近代ヨーロッパの探求8、スポーツ 有賀郁敏他著  ／ミネルヴァ書房／4-623-03509-3／近代スポーツ史、グローバリ

ゼーションの理解に 

新しい体育・スポーツ社会学をめざして   体育・スポーツ社会学研究会   ／道和書院／4-8105-2020-Ｘ ／体育・スポーツ社会

学の到達点を理解するために

スポーツ社会学研究（各巻）   日本スポーツ社会学会／創文企画／4-921164-90-4 ／1巻から13巻までは法政大学

出版

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

今日，日本においても多様な形で，スポーツを行い，見，支える機会を持つことができるようになってきている．これに合わせ，スポーツの産業と

しての展開，社会や文化との結びつきもますます深く，複雑化してきている．このような日本の現状と今後の展開について検討を行っていく上で，

他の国との比較は重要である．そこで，日本とは異なった形で，余暇を過ごす手段を含めスポーツが広く深く社会に根付き，それがスポーツと

様々な産業の結びつきとして表れているアメリカ合衆国において，その現状を直接経験し，学ぶ．本クラスでは，特にカリフォルニア州サンディエ

ゴで展開されているエコツーリズム，アリゾナ州フェニックスで展開されてきたプロスポーツチームを中心とした都市開発をその中心として扱う．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

英語，スポーツ産業論，スポーツメディア論，スポーツマネジメント論，スポーツ社会学，スポーツ文化論

評価方法の詳細はガイダンス，第１回事前講義内にて説明する

特になし．必要に応じて資料配付，本の紹介を行います

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

サンディエゴ州立大学や現地訪問先の都合によりプログラム内容が変更される場合もある．事前ガイダンス等で詳細を確認してください．

単位数 /  Credit 2

スポーツ社会専門特殊講義 (S)  §  現代社会専門特殊講義 (SB)  §  メディア社会専門特殊講義 

(SL)  §  人間福祉専門特殊講義 (SA)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

20324

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

アメリカにおけるスポーツと産業の様々な結びつきを体験し，学ぶことを通して，スポーツに関する学際的な研究視野，また社会の中で広くス

ポーツをマネジメントする視野を身につける

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

現地講義は全て英語で行われますが，事前講義内で予習すること，現地では専門知識と英語に堪能なチューター１名がサポート（通訳ではな

い）につきますので，英語に不安があっても学びたい気持ちがあればぜひ参加して下さい

スポーツを中心としていますが，都市開発，地域社会，マスメディア，障がい者スポーツ，環境問題，ツーリズムなど多様な問題を含んだプログラ

ムであり，広く産業社会学部生の参加を求めます．また，各自の関心領域をしっかりと事前学習し，プログラム内容と結びつけることで大きな発

展が期待できます．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

プログラム概要説明，クラス内交流 概要・注意点の説明，到達目標，評価，アイスブレイク事前授業１

事前授業のうち３回は以下のテーマによる講義とし，現

地で行われる講義内容の予習を行うとともに同内容の日

本の現状について学ぶ

アメリカの社会とスポーツ，スポーツと都市開発，スポー

ツと環境・ツーリズム

事前授業２～４

グループに分かれて現地で特に関心を持って調べてくる

テーマを設定し事前学習，プレゼンテーション

グループワーク，プレゼンテーション事前授業５～６

サンディエゴ州立大学にて８回の講義（５日間） アメリカにおけるスポーツ，スポーツとエコツーリズム，

スポーツと都市開発

現地１週目

サンディエゴ市内にてフィールドトリップ（２日間） エコツーリズムの展開（サンディエゴ州立大学関連のマ

リンスポーツ体験センター），プロスポーツチームの施設

およびゲーム見学

現地１週目

アリゾナ州フェニックス近郊でのフィールドトリップ（４日

間）

プロスポーツチーム本拠地の見学，プロスポーツチーム

キャンプ地の視察，カレッジスポーツの現状視察他，ス

ポーツ関連施設関係者の講義，現地日本人スポーツ記

者の講義など

現地２週目

現地学習内容についてプレゼンテーション グループワーク，プレゼンテーション事後講義

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①事前講義でのプレゼンテーション

②事後講義でのプレゼンテーション

③レポート

④プログラムへの取り組み姿勢

を総合的に評価する

100 ％
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その他，必要に応じて資料配付，本の紹介を行います

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Athletes Dream Managementスタッフ　ブログ

http://admsportsbiz. blogspot.com/

日本エコツーリズム協会

http://www.ecotourism.gr.jp/

 その他 /  Others

本プログラムへの参加申し込みにあたっては，必ず事前のガイダンスに参加し，プログラムの詳細を確認してから申し込むようにして下さい

uru@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編／世界思想社／4-7907-0723-7／

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

  スポーツの楽しさや難しさに関する心理学的な問題は、スポーツにかかわる全ての人が経験する問題である。スポーツにおける心理学的事象

を解明し、スポーツ実践や指導の科学的基礎知識を得る。また、メンタルトレーニングやメンタルサポートの現場での応用についても学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

スポーツ心理学IV (S)

担当者名 /  Instructor 東山 明子

16039

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 スポーツ心理学の基礎を理解し、スポーツチームやアスリートを合理的にサポートしマネジメントできる能力を獲得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

健康・スポーツの心理学 青木高・太田壽城　監修　／健帛社／／

メンタルトレーニング教本 日本スポーツ心理学会資格認定委員会　編／ベースボールマガジン社／／

メンタルトレーニング指導士活用ガイドブック 日本スポーツ心理学会資格認定委員会・日本スポーツメンタルトレーニング指導士会

　編／ベースボールマガジン社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツ心理学とは スポーツ心理学，運動心理学，体育心理学1

運動技能の習得 学習，視覚イメージ，運動感覚イメージ2

やる気 動機づけ，コーチング3

スポーツ場面での情動的問題 競争，協同，不安，緊張，あがり、観衆効果4

自分を知る YG検査，UK法5

心理アセスメント 心理的競技能力検査　気分評価　不安検査6

メンタルトレーニング基礎 ピークパフォーマンス，ゾーン，SMT指導士の役割7

リラクセーションスキルトレーニング スマイル法，呼吸法，筋弛緩法，自律訓練法8

目標設定・ピークパフォーマンス分析 到達点，セルフモニタリング，記録用紙9

積極的思考・イメージトレーニング セルフトーク，イメージ想起能力，視覚イメージ、運動感

覚イメージ

10

メンタルトレーニングの学校教育への応用 生活習慣，態度，生きる力11

映画に学ぶメンタルトレーニング 挑戦，チーム，誇り12

メンタルサポート 人間関係，潜在能力，怪我や故障への対応13

ケーススタディ 経緯，問題点，見立て，アセスメント14

まとめ 到達確認，振り返り，重要項目15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終講義日試験70％（基礎的語句と重要ポイントの理解度及び習得した内容の実践応用力の

確認），平常点30％ （授業内容の理解をミニレポートで確認し、各回2点満点の評価とする。記

述内容や授業への取組姿勢により加減点があり得る。）　

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

「スポーツを人類学する」といった際、どのようなアプローチや観点から対象を捉えることができるだろうか。本講義では、日頃われわれが慣れ親

しんでいる、いわゆる「スポーツ」というものをより広義の意味にとらえ、近代スポーツはもとより、従来「スポーツ」の範疇から除外されてきた民族

スポーツ、舞踊、武術、遊戯、儀礼、身ぶり、養生などをふくめた広義の身体文化に関する現代的諸相を広く概観する。そして、個々の文脈や地

域に固有した身体文化の歴史や生成過程にふれながら、文化接触の様相や近年における変容について多角的な視点から考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

スポーツ人類学は、文字通りスポーツを人類学的な観点から捉える学問である。従って、スポーツ

に関する科目はもとより、文化人類学や社会学の基礎的科目を履修していることが望ましい。また

、身体表現論を予めまたは平行して受講することで、本講義の理解が深まるはずである。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ガイダンス時に配布する本講義の参考文献一覧をもとに、受講者各自の関心にもとづいて文献講読をすすめること。受講者各自が関心を寄せ

るスポーツあるいは身体文化について、問題の所在となる「問い」を設定し、参考となる文献の収集及び研究を批判的にすすめる。可能であれ

ば、実際にそのスポーツあるいは身体文化を体験したり調査研究を行うことで、スポーツ人類学の方法論を経験し、その知見を深化させる。

単位数 /  Credit 2

スポーツ人類学 (S)

担当者名 /  Instructor 竹村 嘉晃

16009

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①「近代スポーツ」とは異なる視点から、広義の意味でのスポーツまたは身体文化を理解し、多様な文化情報を判別することができる。

②異文化理解の一手段として、世界のスポーツまたは身体文化の多様性とそれぞれの価値を理解し、グローバル時代におけるスポーツまたは

身体文化の現状について、政治、経済、社会、文化、日常生活世界といった様々な側面と関連づけながら複眼的に思考・説明することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンスと導入：スポーツ人類学の視角 講義概要とねらい、成績評価方法、スポーツ人類学の

概論

第1回目

伝統文化の現在：生活世界と結びつく民族スポーツの諸

相

民族スポーツ、今日の問題、相撲、バンジー・ジャンプ、

呪術

第2回目

日本の身ぶり、世界の身ぶり：身体がしめす社会の記憶 身体技法、ハビトウス、日常生活の身ぶり、生活様式、

社会・文化的経験

第3回目

スポーツ人類学の実践：ヨーガ① 概論、呼吸法、アーサナ（ポーズ）第4回目

創られた民族芸能：バリ島における観光と伝統の再構築 文化の生成、文化観光、バリ島、ケチャ、バロンダンス第5回目

フラは誰のもの？：ハワイ先住民の文化復興運動 先住民、文化復興、ハワイ、フラ、日本人のフラ愛好家第6回目

ダンス・イン・ザ・ストリートの民族誌：街はダンスに溢れて

いる

民族誌、ストリート、YOSAKOIソーラン、エイサー、ヒッ

プ・ホップ

第7回目

グループワーク＆ディスカッション：レポート提出に向けた

問題設定

前半部の小活、「問い」をみつける、文献収集と調査研

究の説明

第8回目

伝統武術の新たな受容：インドのカラリパヤットゥのフィー

ルドワーク

フィールドワーク、文化の流用、インド、カラリパヤッ

トゥ、「舞台化」

第9回目

スポーツ・イベントにおける「民族文化」の役割：アボリジ

ニーの表象をめぐって

「スペクタクル化」、メディア・イベント、オリンピック、オー

ストラリア、アボリジニー

第10回目

アスリートたちの行く先にあるもの：シルク・ドゥ・ソレイユ

の世界

「スポーツする身体」、「武術する身体」、「舞踊する身

体」、マッスル・ミュージカル、シルク・ドゥ・ソレイユ

第11回目

スポーツ人類学の実践：ヨーガ② 概論、呼吸法、アーサナ（ポーズ）第12回目

グローバルに拡大するヨーガ：癒し、デトックス、全体性を

取り戻す動き

ヨーガ・ブーム、伝統文化の再評価、新しいフィットネ

ス、産業化、スピリチュアリティー

第13回目

「聖地」をめざす巡礼の隆盛：なぜ人は歩き続けるのか？ 巡礼、通過儀礼、コミュニタス、四国遍路、スペインのサ

ンティアゴ・デ・コンポステーラ

第14回目

総括とレポートの書き方 講義のまとめ、評価方法の説明、レポートの書き方に関

する覚書

第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義で扱ったテーマまたは受講者の関心にもとづいて一つのテーマを選び、それについての考

えを問うもの。評価はレポートの書き方に関する覚書（第15回）に準拠し、受講者各自の関心に

もとづく問題設定とそれに対する結論、文献資料の読解とその活用、本講義との関連性ならび

に理解度、批判的思考と論理的な記述、参考文献の提示を総合的に評価する。

60 ％
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特に使わない。講義ごとに資料を配布する。

そのほか、上記以外の文献に関しても、講義の際に適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義では、できる限り具体的な事例にもとづいて説明していくため、理論的解説に対する時間を十分に確保することが難しい。よって、文化人

類学や社会学に関する基礎的な概念や理論については、受講者各自で学習をすすめ、理解しておくこと。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

教養としてのスポーツ人類学 寒川恒夫編／大修館書店／／

スポーツ人類学 宇佐美隆憲／明和出版／／

スポーツ人類学入門 K. ブランチャード他／大修館書店／／

スポーツの後近代 稲垣正浩／三省堂／／

舞踊と社会 遠藤保子／文理閣／／

平常点評価 受講者には単に出席するだけでなく、積極的な参加姿勢を求める。そのため講義ごとにリアク

ション・ペーパー（コメントや意見等）の提出を求め、その内容に応じて0~3点で評価する。「出

席」という意味での加点は行わない。なお、リアクション・ペーパーの内容は、レポートの評価の

際に参照されることを予め理解しておくこと。

40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　スポーツ政策とは、スポーツにかかわる問題を解決するための手段、方策の体系といえる。今日、あらゆる方面で急速にスポーツの役割とメ

リットが高まりつつある中、今後どのような方向にどのような手段によってスポーツを発展させるべきか、スポーツ政策の存在価値・目標でもあ

る。

　本講義では、スポーツ政策の意義や目的及び政策の策定過程を理解するとともに、近現代日本のスポーツ政策の変遷過程と現状及び課題を

把握してみる。また、諸外国のスポーツ政策の現実を検討することによって、今後日本のスポーツ政策が行くべき道、スポーツ政策のあり方を論

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「スポーツと現代社会」「余暇・スポーツ史S」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内容に関してレポートを課す場合がある。

単位数 /  Credit 2

スポーツ政策論 (S)

担当者名 /  Instructor 権 学俊

13306

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　学生の皆さんと共にスポーツ政策について考え、意見を述べあえる授業を目指す。

1)スポーツ政策の概念を理解する。

2)スポーツ政策の意義や目的及び政策策定のプロセス・力学を理解する。

3)日本におけるスポーツ政策の歴史的変遷と現状及び課題を理解する。

 ①学校体育とスポーツ政策、②国際競技力の向上をめぐる政策、③生涯スポーツに関する政策

4)諸外国におけるスポーツ政策を理解する。

5)テーマに対して自らの考えを表現できる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツ政策についての概要と導入(シラバス説明、本講

の目的・内容、学習の進め方、評価など)

概要、シラバス、評価1

スポーツ政策の概念、スポーツ政策の形成者と体系、ス

ポーツ政策形成のプロセス

政策、政府、行政、民間、統計2

国におけるスポーツ行政組織とスポーツ振興施策 文部科学省、経済産業省（通産省）、国土交通省（建設

省）、総務省、中央教育審議会（保険体育審議会）

3

地方公共団体における行政組織とスポーツ振興施策 教育委員会、スポーツ振興審議会、地域振興、地方分

権、まちづくり

4

日本のスポーツ政策の歴史的変遷 (1)　－　スポーツ政

策の胎動と国民統制

大正デモクラシー、思想善導、身体、鍛錬、文部省、内

務省

5

日本のスポーツ政策の歴史的変遷 (2)　－　戦時下のス

ポーツ　

天皇、軍国主義、明治神宮体育大会、厚生省、大日本

体育会

6

日本のスポーツ政策の歴史的変遷 (3)　－　戦後初期に

おけるスポーツ改革政策

GHQ、民主化、大衆化、国民体育大会、冷戦、国際復

帰

7

日本のスポーツ政策の歴史的変遷 (4)　－　東京オリン

ピックと勝利至上主義

オリンピック体制、選手強化体制、スポーツ振興法、勝

利至上主義、根性

8

日本のスポーツ政策の歴史的変遷 (5)　－　国民総ス

ポーツ運動の歴史的意味

スポーツ権、新体連、スポーツ振興、生涯スポーツ、コ

ミュニティスポーツ、公害、市民運動

9

日本のスポーツ政策の歴史的変遷 (6)　－　スポーツ産

業の成長と新自由主義

商業主義、新自由主義、国家主義、民間、合理化、民

営化

10

学校体育と生涯・国際競技力向上スポーツ政策の歴史と

現状、課題（１）

学校体育、生涯スポーツ、エリートスポーツ11

学校体育と生涯・国際競技力向上スポーツ政策の歴史と

現状、課題（２）

学校体育、生涯スポーツ、エリートスポーツ12

世界のスポーツ政策の動向 (1) イギリス、ドイツ、アメリカ、フランス13

世界のスポーツ政策の動向 (２) 韓国、中国14

日本スポーツ政策の示唆点と意味　 まとめ、スポーツ政策、示唆点15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 1.講義で取り上げたテーマについてきちんと理解できているかどうかを評価する。(講義内容の

理解度)

2.主題の明確な把握と論述の根拠、批判・批評の論点、自分の考えを論理的に述べているかど

50 ％
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テキストは特になし。講義時にプリントを配布し、テキストとする。

その他、参考文献は毎回の講義時に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

(財)日本体育協会　http://www.japan-sports.or.jp/　

(財)日本オリンピック委員会   http://www.joc.or.jp/

独立行政法人日本スポーツ振興センター　　http://www.naash.go.jp/

(財)日本スポーツクラブ協会    http://www.jsca21.or.jp/

(財)日本体育施設協会   http://www.jp-taiikushisetsu.or.jp/

 その他 /  Others

講義に対する理解を高めるため、講義内容に関連するビデオ鑑賞がある。

ゲストスピーカーによる講義もありうる。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は自分の意見や感想などを発表できる力を授業を通して身につけてほしい。積極的に授業に参加することが求められる。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

電話番号とメールアドレスなどを講義時に公開する。事前にメールなどで連絡もらえば面談いたします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

戦後スポーツ体制の確立 内海和雄／不昧堂出版／4-8293-0271-2／戦後から１９７０年代辺りまでの日本のス

ポーツ政策の成立過程について

戦後日本のスポーツ政策 関春南／大修館書店／4-469-26362-1／現代日本のスポーツ問題とスポーツ政策に

ついて

地域のスポーツと政策 中山正吉／大学教育出版／4-88730-392-0／地域のスポーツと政策の問題について

権力装置としてのスポーツ 坂上康博／講談社／4-06-258136-1／近代日本のスポーツ政策と思想善導について

体育・スポーツにみる戦争責任 アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準備会／樹花舎／4-7952-5022-7／

帝国日本の体力管理・スポーツ統制と植民地朝鮮における体育政策について

新版　日本現代史 藤原彰・荒川章二・林博史／大月書店／4-272-52040-7／現代日本の社会・歴史につ

いて

うか、文章の完成度などを総合的に評価する。

平常点評価 1. 講義に関する意見や感想、ビデオ鑑賞の感想などを書いてもらい、それを評価する。

2. 感想文をもって出欠をとり、それを平常点として評価する。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　「近代」スポーツの誕生から現代に至るまで、その文化は殆ど常に「男性性」あるいは「男性的なるもの」と密接に結びついてきた。この点で、ス

ポーツとマスキュリニズムとの関係性を、歴史社会的に考察することが、本講義の第1の課題である。この点で、性別役割分業や異性愛の歴史

を辿ることは、近代以降の社会を定位するための一つの視座を与えることにもなる。

　第2に、スポーツの場を通じて、「男らしさ」「女らしさ」が現代社会で再生産される構造についても理解を深めたい。それは同時に、現代社会シ

ステムから放り出されたマイノリティの人々のありようを照射することにも繋がる。

　他方で第3に、上述のようなジェンダー構造を脱構築する動きも随所でみられる。こうしたある種のオルタナティブなムーヴメントの意味と役割、

そして現状での限界点も照射していきたい。

　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

スポーツとジェンダー (S)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

16010

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会文化的性差としてのジェンダー概念について、歴史社会的な視点から理解する。

②現代のスポーツの場におけるジェンダーの再生産過程について理解する。

③スポーツにおけるジェンダーを取り巻く重層的な構造について理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

自らのスポーツ経験やメディアなどから得た情報・知識を活かして欲しい。とりわけジェンダーの問題は、社会文化的性差があたかも「昔」からそ

うであったかのように、あるいは「空気」として身の回りに存在しているため、これまでの経験や知識を形成する概念を砕く必要が生じる。たとえば

メディアを通じて「カワイイ」女子選手がクローズアップされるとき、その言説を「当たり前」に感じる/感じさせる背景に目配りして欲しい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

  ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ジェンダーをみる装置としての「スポーツ」 授業の目的と進め方1

古代・中世のスポーツとジェンダー 古代オリンピック・女性の祭典2

伝統社会とジェンダー 宗教的世界観・相互補完的役割・対等性・伝統スポーツ

の特徴

3

近代社会とジェンダー① 共同体社会の変容・身分制秩序の解体・性別役割分業4

近代社会とジェンダー② 筋肉的キリスト教徒・ノーペイン・ノーゲイン・生物学的

性差の強調

5

オリンピックにおけるジェンダー構造① クーベルタンの理念　女性の参加をめぐる是非6

オリンピックにおけるジェンダー構造② 人見絹江　ジェンダーとナショナリズム7

オリンピックにおけるジェンダー構造③ 男らしさの理想としてのオリンピック　ゲイ・ゲームス8

前半まとめ まとめ・ビデオ鑑賞9

スポーツメディアとジェンダー① 異性愛主義・男の眼差し10

スポーツメディアとジェンダー② ホモ・ソーシャルな世界の包摂と排除11

学校体育とジェンダー① 男女別習・性別役割期待12

学校体育とジェンダー② スポーツテスト・体罰と暴力13

21世紀社会とジェンダー 男性主導スポーツのオルタナティブ・スポーツの文化的

自律性

14

スポーツとジェンダーの関係の再検討 全体まとめ・視角の提示15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を判定する。90 ％

平常点評価 講義時に自学自習を受け付ける。評価は内容と提出回数に応じた加点式。提出は任意とす

る。

10 ％
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教科書は使用しない。

上記以外の参考書は講義中に適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 ／／／

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・ジェンダー学への招待 飯田貴子他  ／明石書店 ／4750319449 ／

スポーツする身体とジェンダー 谷口雅子／青弓社 ／4787232779 ／

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会／世界思想社／4790707237／

女性と社会―女性エンパワメントを求めて 山田昇・江刺正吾編／世界思想社／4790707474／

ジェンダーで学ぶ社会学【新版】 伊藤公雄・牟田和恵編／世界思想社／479071215X／

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

バイオメカニクスは、人間の身体の仕組みを加味して力学的諸条件における身体運動を科学する学問分野である。本授業では、身体の機能解

剖を中心とした身体の特性を理解し、スポーツをバイオメカニクス的観点から考察できるようになる基礎的学力を高める。各テーマに沿ったス

ポーツ種目の研究データを紹介しながら進める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

スポーツバイオメカニクスIV (S)

担当者名 /  Instructor 福田 厚治

16040

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①身体の機能解剖を学習し、身体が運動する仕組みを理解する

②基礎の力学を学習し、身体運動に適用して考えることができる

③スポーツパフォーマンスとバイオメカニクス的知見との関係を理解する

④科学的データの見方を学習し、スポーツ活動への応用的な考え方ができるようになる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・バイオメカニクス入門 金子 公宥／杏林書院／978-4764410794／

スポーツバイオメカニクス20講 阿江通良，藤井範久／朝倉書店／978-4-254-69040-8／

目でみる動きの解剖学 ロルフ ヴィルヘード／大修館書店／978-4469264210／

バイオメカニクス―身体運動の科学的基礎― 金子 公宥, 福永 哲夫／杏林書院／978-4764410695／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス，スポーツバイオメカニクスの概要 到達目標，成績評価方法，バイオメカニクスの歴史1

身体動作の仕組み①～骨および骨格と関節動作～ 身体運動の軸，身体運動の面，骨の種類，関節の種

類，関節動作

2

身体動作の仕組み②～筋の種類と筋収縮の仕組み～ 筋の種類，筋線維，筋収縮， 大筋力3

身体動作の仕組み③～筋収縮のエネルギー，制御機構

～

エネルギー供給，ATP，神経系，反射4

さまざまな測定法とデータの見方① 筋電図，筋活動5

さまざまな測定法とデータの見方② 動作解析，地面反力，映像撮影6

並進運動のバイオメカニクス 変位，スピードと速度，加速度，時間微分7

回転運動のバイオメカニクス 角速度と並進速度，モーメントアーム，トルク，慣性モー

メント

8

運動量と力積①～基礎編～ 運動量保存の法則，力の時間積分，運動量の伝達，衝

突

9

運動量と力積②～応用編～ ランニング，ジャンプ，踏み切り，着地10

力学的エネルギーと仕事とパワー エネルギー保存の法則，位置エネルギー，運動エネル

ギー，エネルギーの変換

11

運動における様々な力① 摩擦力，弾性力，粘性力，ばね12

運動における様々な力② 空気抵抗，浮力，抗力，揚力，マグヌス力13

障害者スポーツにおけるバイオメカニクス パラリンピック，義足，車いす14

様々なスポーツ・運動におけるバイオメカニクス的研究と

その活用（まとめ）

傷害予防とリハビリテーション，現場へのフィードバッ

ク， 現場と研究の関係

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 授業で行なう小テストやレポートを評価する。

授業回数の2／3以上の出席が必要。それに満たない場合は試験を受けることができない。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代社会において、スポーツは完全に市民権を得た文化の一形態として認識されている。本質的には、宗教や国、人種などの対立を超克するソ

フトパワーであり、人間が生存すために不可欠な社会の「共通言語」、「共有する道具」でもある。そんな可能性を秘めたスポーツは、近代になっ

てから、ジャーナリズムと密接な関係を結ぶことによって発展したが、半面、政治や経済に悪用されて本質を歪め、本来持っている多くの美点を

失ってしまうことも多くなってきた。そのような歴史を検証して、本来のあるべき姿を考えたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

スポーツ史、とくにオリンピック史、新聞社やNHKのスポーツ報道に関する本を読むこと

私語、携帯電話の持ち込みは厳禁。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

スポーツを題材にした著作は多いが、選手や指導者の自伝的なものが大部分で、スポーツを真面目に論じたものは、案外に少ない。他愛のない

本は避け、なるべく骨太、思想性のあるものを読んで欲しい。

単位数 /  Credit 2

スポーツ批評論 (S)

担当者名 /  Instructor 玉置 通夫

13302

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・スポーツの本質を理解する

・スポーツの歴史とメディアの関係を述べることが出来る

・スポーツジャーナリズムのあるべき形を考えることができる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

スポーツへの関心、知識もさることながら、社会全体への関心が重要。とくに、世界史や国際関係史の話題に関心を持つこと。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

近代スポーツのミッション 稲垣正浩ほか／平凡社／／

体育史講義 岸野雄三／大修館書店／／

甲子園球場物語 玉置通夫／文芸春秋社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツメディア論概説 メディアの概念、スポーツとの接点　　　１

スポーツ学と言う視点 スポーツの概念、発展史、人間の行為　　　２

スポーツ報道の歴史 大相撲、中等学校野球、マラソン　　　３

野球害毒論争 メディア界 初の事件、野球と新聞の部数競争　　　４

スポーツ紙研究 スポーツ紙とはなにか、日本にスポーツ紙はあるか　　　５

スポーツメディアの自縄自縛 メディア内のスポーツの位置、取材方法　　　６

オリンピックとメディア上 古代オリンピック、祝祭とスポーツの原点　　　７

オリンピックとメディア中 近代五輪の理念、苦難の船出、メディアとの遭遇　　　８

オリンピックとメディア下 ラジオ登場、写真掲載への格闘、テレビも参加　　　９

テレビンピック 衛星中継と東京五輪、プロ容認、水増し商業化　　　10

メディアによるスポーツの変質化 大相撲の制限時間、再三のルール変更　　　11

商業化とスポーツ プロとアマ、賞金レース　　　12

スポーツニュース 娯楽性の落とし穴、見るスポーツ　　　１３

メディアミックス 活字と電波、主催をめぐる争い　　　１４

スポーツメディアの今後 多様化、本質の追求　　　１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 １３回目の講義の際にレポートのテーマを発表する。特異なものではなく、講義のなかで触れた

事項から出題し、意味や背景などの理解度をみる。インターネットからの借用が目立つが、減

点対象になることを覚悟してもらいたい。

100 ％

平常点評価 欠席は、原則５回まで。その条件を満たした上、レポートを提出した者を成績評価の対象とす

る。

0 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

講義日の前後、それ以外は甲南女子大の研究室（０７８－４１３－３０７３）へ。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

【授業の概要】

現在、スポーツは、多くの人々に様々な形―たとえば、競技者もしくは観客としてのスポーツへの参加やファッション・アイテムとしてのスポーツ・

ウェアの着用のように―で享受されるようになっている。まさに、スポーツは単なる身体運動としてのみ存在するのではなく、人間によって創造さ

れた多様な文化様式として存在している。しかし、その一方でドーピングの問題のように、スポーツではしばしば、スポーツの内在的性格につな

がるような、様々な問題が生じることがある。そのさい、人々はその原因を「スポーツの『本質』にある」と批判し、ともすればスポーツへの敵意を

あらわにすることさえある。しかし、はたして、スポーツをめぐる諸問題の原因を、全てスポーツの「本質」に帰結させることで、問題は解決するの

であろうか。そして、そもそも、スポーツの本質とは、なんであろうか。本講義は、これらについて検討を試みたい。そのため、まずスポーツの本質

として出されている批判にはどのようなものがあり、そこで何が批判されているかを整理してみたい。それをもとに、これまでスポーツについて書

かれた古典ともいうべき著作を紐解いて、スポーツとはどのようなものとしてとらえられているのか、皆さんと考えてみたい。そのうえで、スポーツ

を構成している重要なルール、技術、競争などについて考察を深めたい。これらを通して人間にとってスポーツとは、どのような文化なのかを考

えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

スポーツ文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 市井 吉興

13157

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①スポーツを文化として成り立たせている諸要素を検討し、「人間－スポーツ－社会」の枠組みでスポーツ　の総体を把握していく考え方を身に

つける。

②スポーツを「人間的自由の獲得」という視点から考察を試み、スポーツを介した豊かな社会構想の糸口　　（たとえば、「スポーツ・フォー・オー

ル（みんなのスポーツ）」の再検討）をつかむ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツという文化をどう考えるか：

近代スポーツへの批判から論点を整理する①

高度化するスポーツ、商業主義、勝利至上主義、ドーピ

ング

1

スポーツという文化をどう考えるか：

近代スポーツへの批判から論点を整理する②

反競争、トロプス、ニュースポーツ2

スポーツ文化の構成原理の探求①：

「スポーツ」の定義をその語源と各種「スポーツ憲章」から

辿る

遊び、気晴らし、競争、身体活動、スポーツ・フォー・

オール

3

スポーツ文化の構成原理の探求②：

スポーツ研究の古典を紐解く・カイヨワの『遊びと人間』

遊びの類型、競争、偶然、模擬、めまい、遊戯、競技4

スポーツ文化の構成原理の探求③：

スポーツ研究の古典を紐解く・ホイジンガの『ホモ・ルーデ

ンス』

遊び、真面目、不真面目、近代スポーツ批判5

スポーツ文化の構成原理の探求④：

スポーツ研究の古典を紐解く・エリアスの『スポーツと文

明化』①

文明化過程、暴力抑制、娯楽のスポーツ化、議会主義6

スポーツ文化の構成原理の探求⑤：

スポーツ研究の古典を紐解く・エリアスの『スポーツと文

明化』②

興奮の探究、興奮と緊張のバランス、見るスポーツ、狐

狩り

7

スポーツルールをどのように捉えるか①：

中村敏雄の著作（『スポーツルールの社会学』等）を手が

かりに

アマチュアリズム、フェアプレイ、オフサイド、メンバー

チェンジ

8

スポーツルールをどのように捉えるか②：

エリアスの『スポーツと文明化』を手がかりに

ルールの静態的分析、ルールの動態的分析、競争、興

奮と緊張のバランス

9

スポーツルールをどのように捉えるか③：

守能信次の著作（『スポーツルールの論理』等）を手がか

りに

平均的正義、配分的正義、面白さの保障10

スポーツの「技術」について考える①：

ルール改正と技術との関係・競泳界における泳法を中心

に

潜水泳法、バサロスタート、平泳ぎの水中ドルフィンキッ

ク

11

スポーツの「技術」について考える②：

競泳界におけるハイテク水着論争

科学的なドーピング、レイザー・レース、国際水泳連盟12

スポーツの「技術」について考える③：

強くなれれば、なんでもありか・ドーピングについて

生命倫理、薬物ドーピング、遺伝子ドーピング、自己決

定権

13

スポーツと「性別」について考える：

誰が、スポーツ選手の性別を決定するのか？

セックスチェック、半陰陽、トランス・ジェンダー、ジェン

ダー

14
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本講義は、講師からの一方通行型の講義ではなく、双方向型を機軸に、講義テーマをともに考えるようにしたいので、受講生から感想文やミ

ニ・レポートの提出を求める（予定として6～7回の提出）。ただし、4回以上提出していない場合には、自動的に評価の対象から外す＝自動的

にF評価となる。受講者の意見については講義内でフィードバックする。また、ミニ・レポートには小テスト的な要素も含まれているので、遅刻

や雑談をすると不利な状況になることを心されたい（講義終了時に回収。後日受理不可）。提出したミニ・レポートは返却されないので、各自

が責任をもってミニ・レポートの提出回数を把握しておくこと。なお、定期試験については選択式論述問題を予定している。定期試験評価の基

準は、講義で学んだ内容から自分の問題意識を発展させた答案を高く評価したい。つまり、単なる専門知識の修得度よりも各自の問題意識

の向上度を総合評価の基準としたい。

特定のテキストを用いず、講義ごとにレジュメと資料を配付し、それを用いて講義を行う。なお、講義内容の理解を深めるために、映像資料を

用いることもある。

ひとまず、上記のテキストを参考書として紹介する。しかし、これら以外にも必要な文献はあるので、講義の進度に合わせて他の文献も適宜

紹介することにしたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

かつて、皆さんは「（学校の）勉強には予習と復習が大事」と教員や親から言われた経験があろう。たしかに、このフレーズに間違いはない。しか

し、本講義においては、予習よりも復習に時間をかけていただきたい。講義を聞いて、疑問に思ったことは、講義担当者に質問したり、紹介され

た参考文献を読んだり、各自で調べたりすることを通じて、時間をかけて理解を深めていただきたい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会ホームページ（http://www.jsss.jp/）

日本体育・スポーツ哲学会ホームページ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/）

国際スポーツ社会学会ホームページ（http://www.issa.otago.ac.nz/）

 その他 /  Others

①ミニ・レポートの提出回数および配布資料の入手については各自で管理をすること。問い合わせには応じ　ない。

②毎回配布済みのレジュメを持参すること。

③QRコードシールを必ず持参すること。シールがないミニ・レポートは減点とする。

④やむをえない用事で欠席する場合には、証明書（来社証明書など）付の文書を提出すること。A4用紙に、　提出日、学部、学籍番号、回生、氏

名、科目名、欠席日、欠席理由を記入のうえ、証明書を添付するこ　　と。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義の受講生のなかには、様々なスポーツ体験を通して、スポーツ「好き」な方もいれば、スポーツ「嫌い」な方もいるだろう。しかし、本講義で

は、それぞれのスポーツ観から離れて、あらためて「人間にとってスポーツとは、なにか」、「スポーツを支えるシステムとは、どのようなものか」、

「スポーツを介した社会構想は、可能なのか」というテーマと真摯に向き合ってほしい。とはいえ、このような本講義のテーマは、受講生にとって

「抽象的なもの」、「難解なもの」と思われよう。そこで、そのような印象を持った受講生には、本講義のエッセンスを理解する手引きとして、参考書

として紹介した『サッカーが勝ち取った自由：アパルトヘイトと闘った刑務所の男たち』（チャック・コール、マービン・クローズ　白水社）を読んでほし

い。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ホモ・ルーデンス ヨハン・ホイジンガ／中央公論社／4122000254／

遊びと人間 ロジェ・カイヨワ／講談社／4061589202／

スポーツと文明化 ノルベルト・エリアス、エリック・ダニング／法政大学出版局／4588004921／

スポーツの概念 体育原理分科会編／不昧堂／4829302003／

スポーツとルールの社会学 : <面白さ>をささえる

倫理と論理

守能信次／名古屋大学出版会／4930689236／

まとめ　スポーツと人間的自由の獲得：

『サッカーが勝ち取った自由』から学ぶべきものとは何か

スポーツ・フォー・オール、人間的自由、積極的自由15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験については選択式論述問題を予定している。定期試験評価の基準は、講義で学んだ

内容から自分の問題意識を発展させた答案を高く評価したい。つまり、単なる専門知識の修得

度よりも、各自の問題意識の向上度を総合評価の基準としたい。

60 ％

平常点評価 感想文やミニ・レポートの提出（予定として6～7回の提出）を求める。4回以上提出していない場

合には、評価の対象から外す＝自動的にF評価となる。

40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

近代スポーツが19世紀後半から20世紀にわたって劇的に変化したその動向について鳥瞰し，政治・経済・社会の変化およびマスメディアの発達

とともに，（特に）するスポーツがみるスポーツ（観覧型スポーツ）へと変動した要因，またグローバル化の中でたどった過程およびその問題につ

いて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

            教科書は使用しない。      

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内で行う。

単位数 /  Credit 2

スポーツ変動論 (S)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

16008

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・19世紀後半から20世紀のスポーツについて理解を深め，現在に繋がる鳥瞰図を描けるようにする。

・スポーツにおける変動（特に観覧型スポーツ）を生み出す政治経済的背景ついて理解し，説明できるようにする。

・スポーツイベントやリーグスポーツの成り立ちについて理解し，それが孕む問題について説明できるようにする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業内で行う。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スペクテイター・スポーツ レイダー，ベンジャミン・Ｇ／大修館書店／ISBN4-469-26132-7／20世紀アメリカス

ポーツの理解に関わって参照されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入/スポーツ変動を考える視点　 授業の到達目標，進め方，成績評価方法等/19，20世

紀のスポーツを鳥瞰する

1

スポーツのあり方を決めるもの（1）　 イギリスの風土と気候および経済産業動向と近代ス

ポーツ

2

スポーツのあり方を決めるもの(2)　 労働と余暇：プロスポーツの発展3

新大陸，アメリカ合衆国におけるスポーツ(1)　 アメリカ人による近代スポーツの改良とみるスポーツの

萌芽

4

新大陸，アメリカ合衆国におけるスポーツ(2)　 都市産業社会の形成とアメリカ国民スポーツ，観覧型ス

ポーツの発展

5

プロフェッショナル・リーグ・スポーツの生成　 メジャーリーグ・ベースボール6

プロフェッショナル・リーグ・スポーツの展開　 ニグロリーグとそのファーム化7

テレビ時代の始まりとスポーツの変動　 テレビとスポーツの結びつき，強まるテレビ支配8

冷戦時代のスポーツ(1)　 ソビエト連邦のエリートスポーツとオリンピック9

冷戦時代のスポーツ(2)  東ドイツ，金メダルへの道：科学とスポーツ10

冷戦時代のスポーツ(3)　 勝利至上主義：ドーピング問題から考えるスポーツシス

テムとその変動

11

スポーツ市場のグローバル化(1)　 ベルリンの壁崩壊後のプロ選手市場，イベントビジネス

の展開

12

スポーツ市場のグローバル化(2)　 メジャーリーグ・ベースボール，サッカー産業の拡大13

スポーツ市場のグローバル化(3)　 ＮＢＡの戦略など14

まとめ　 スポーツの変動と観覧型スポーツの諸断面15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　講義で提示した内容の理解とその応用力・説明力の検証。70 ％

平常点評価 　何回かの「宿題レポート」を課す。レポートのテーマは授業内に提示され，次週の授業時間内

に提出するものとする。

30 ％
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  参考書は，私が講義をする上で参考にするものであり，受講者にとっては講義の内容を確認したり，より深く，また広く学習する上で役立て

ることができるものである。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業内で適宜紹介する。

 その他 /  Others

特になし。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ソビエトのスポーツ リオーダン，ジェームス ／道和書院／／ソビエトスポーツの理解に関わって参照され

たい。

衝撃 東独スポーツ王国の秘密 長谷川公之/山本茂／テレビ朝日 ／／東独スポーツの理解に関わって参照された

い。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　現代社会では、スポーツと法とが密接な関わりを持っている。スポーツ法学は、スポーツに関する法を研究する学際的学問であり、未だその体

系は確たるものがない。そこで、体系的観点ではなく、現在解決が求められている課題や論点を中心に、基礎的事項を織り交ぜながら、検討を

行っていく。また、スポーツ法学上の諸問題は、スポーツの国際化が進む中、日本の問題にとどまらず、外国との関係でも発生している。した

がって、時間の許す限り、外国のスポーツ法学上の問題をも取り扱うこととしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　具体的事例を十分に提示し、直面している具体的問題を取り上げ、必要とされる法的知識はその前提として説明するので、特に必要はない。

できれば、スポーツを取り巻く現状に関心を持って、新聞、テレビ等のスポーツ報道に注視して欲しい。法学的知識はあった方がよいが、法学系

科目を取得していることを受講条件とはしない。スポーツの権利（選手の法的地位：入団するチームを選択する自由等）、スポーツ選手契約、ス

ポーツ代理人、スポーツ仲裁、スポーツ事故といった、個別的問題に関心が有ればよい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

スポーツ法学 (S)

担当者名 /  Instructor 吉田 勝光

20288

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　スポーツに関して、法の具体的適用場面は多い。法自体は極めて抽象的であるが、適用場面は具体的である。本講義の履修により、現在のス

ポーツ法学上の諸問題を具体的事例を通して理解できるようにする。そのために、新聞記事や雑誌等に掲載された事件を中心に取り上げる。こ

うした豊富な生きた事例による学習で、スポーツ法学の基礎的知識を習得するとともに、現実の問題について、実状を踏まえた理解をすることが

できるようになる。更にスポーツ法学上の 新の問題をキャッチする能力も養われる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツ法学の現状（ガイダンスを兼ねて） 現在スポーツ法学が直面している問題、学生諸君に身

近なスポーツ法学の事例、スポーツ審判の法的問題

第１回

スポーツ権と法 憲法上の人権保障、スポーツ権、スポーツ立法政策第２回

スポーツ振興と法 スポーツ振興法とスポーツ基本法、スポーツ基本条例

（案）、スポーツ振興基本計画（告示）、スポーツ立国戦

略（公表）、スポーツ立法政策

第３回

スポーツ団体と法 スポーツ団体の法的性格、法人（株式会社、公益法人、

ＮＰＯ法人）、任意団体、団体と処分、選手選考、団体役

員の選任

第４回

法の下の平等とスポーツ法 スポーツ界における性差別、障害者とスポーツ法、ス

ポーツ立法政策

第５回

スポーツ事故と法（１） 私人間でのスポーツ事故における法律関係第６回

スポーツ事故と法（２） 学校（私立・公立・独立行政法人立）でのスポーツ事故

における法律関係（安全配慮義務違反の法理を含む）

第７回

スポーツ事故と法（３） スポーツ施設・設備（私人・私的団体、公的団体）の瑕

疵による事故の法律関係

第８回

スポーツビジネスと法 選手契約と代理人、スポーツ選手の肖像権、スポーツ

施設の命名権ビジネス

第９回

スポーツメディアと法 スポーツ放送と放送法、スポーツ団体と放送規定、ス

ポーツ放送の著作権、スポーツ立法政策

第10回

企業スポーツ・プロスポーツと法 企業スポーツ選手の法的地位、日本プロスポーツと法

的問題、アメリカのプロスポーツの法的問題

第11回

スポーツの環境と法 二つの環境（スポーツ施設・設備の環境、スポーツによ

り侵害される環境）、スポーツ立法政策

第12回

ドーピング問題 規制の歴史、規制の内容、検査・処分、スポーツ仲裁

（サッカー我那覇選手事件）

第13回

スポーツ紛争の解決 スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）、日本スポーツ仲裁機構

（ＪＳＡＡ）、その他の裁判外紛争解決

第14回

検証テスト（６０分）と解説（３０分） スポーツ法学の基礎知識のおさらい、スポーツ法学上

の諸問題についての理解度、スポーツ法学全般にわた

る質疑

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 第１日目から第４日目まで毎日、当日の授業で自分が も関心を持ったテーマについて、意100 ％
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　毎日提出するレポートの分量は、少なくとも７５％（４分の３）以上を標準とする。

　教科書『導入対話によるスポーツ法学（第２版）』は、基本的教科書として使用するので、この本だけは必ず事前に入手して授業に出て欲し

い。また、『スポーツ六法２０１１』は、法律の勉強に六法が不可欠であるのと同様にスポーツ法学においても必要である。スポーツ法学をマス

ターしたい人は、２冊を入手していただきたい。いずれも、講義期間中には、大学生協にて販売する。

　スポーツ事故、スポーツ立法政策に関心のある人は手にし、読んで欲しい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

①日本スポーツ法学会http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsla/

②日本スポーツ仲裁機構http:www.jsaa.jp/

 その他 /  Others

　将来の進路としてスポーツ企業、メディア、スポーツ代理人等を希望する学生諸君には、現場で必要とされる法的知識を相当程度提供できると

考えている。受講を期待するとともに、積極的な声かけを待つ。

　メールアドレス：masamitsu.yoshida@matsu.ac.jp(本務先)

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　この集中講義で、スポーツ法学の基本的問題の多くを検討することができる。自分の身の回りで、スポーツに関する法的問題が発生していた

ら、メモをしておいて、講義に持ち込んで欲しい。関係者に支障のないものについては、講義の素材とし、講義の充実化を図りたい。

　

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

導入対話によるスポーツ法学（第２版） 小笠原正監修／不磨書房／978-4-7972-8541-3／必携のこと。

スポーツ六法２０１１ 小笠原正他編集代表／信山社／未定／随時参照する。２０１０年版でも可。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツのリスクマネジメント 小笠原正・諏訪伸夫編／ぎょうせい／978-4-324-08838-8／スポーツ事故関係。判例

を多数所収。

地方自治体のスポーツ立法政策論 吉田勝光／成文堂／978-4-7923-9160-7／スポーツ立法政策の参考図書。

見、感想等を書いたレポート（Ａ４）を翌日提出してもらう（手書き可）。各日、１７点（１３点：もう一

歩、１５点：良い、１７点：非常によい）で評価する。 終日は、検証テスト（３２点）で評価する。

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

日本では90年代からスポーツボランティアに対する関心が高まり始めたが、すでに今日ではスポーツの場に必要不可欠と言い得る位置を占める

ようになっている。にもかかわらず、このスポーツボランティアがどのようなものであり、そこにどのような課題が存在しているか。またその望まし

いあり方はなにか、など、その様態や望まれる方向についていまだ十全に理解されているわけではない。そこで本講座ではゲスト講師も交えス

ポーツボランティアの現状と課題について理解を深め、それがスポーツの発展や「グローバルな市民社会」という文脈からどのような可能性を

持っているのかについて考えることとしたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特に用いない。授業にてプリント等を配布することとしたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

スポーツボランティア論 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

16014

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

今日の社会の中でスポーツポランティアがどのような役割を果たしているかを、グローバルな市民社会という文脈と日本のスポーツの場の発展

という文脈のなかで理解し、今後の課題について考えていけるようにする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

スポーツボランティアに関する研究はいまだ十分にまとめられているわけではない。それはいま進行中の出来事であるためだが、特に現在注目

されているスポーツボランティアの動きが、これまで日本スポーツにはなかった新しいカテゴリーに属するものとして表れているからである。それ

だけにその位置づけも曖昧のままである。そのため本講義は極力ゲスト講師を招へいして現場からの声をまとめ上げる形で授業構成を行うスタ

イルをとることとしたい。それゆえ講師の都合により内容等一部変更がある旨了解されたい。その場合は事前に指示することとする。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代に生きる遊牧民 アルベルト・メルッチ／岩波書店／4-00-000644-4 ／新しい社会運動を理解するため

に 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツボランティアとはなにか  

  

 

ボランティアという考え方、市民社会、新自由主義

 

１

日本のスポーツの場の展開とスポーツボランティアの登

場 

スポーツの場、状況の反転、スポーツの産業化２

Jリーグの誕生とスポーツボランティア  

  

 

Jリーグ百年構想、サポーター組織３

2002FIFAワールドカップの経験とスポーツボランティア まちづくり、新しいアクター、社会運動４

スポーツボランティアの多様性 障害者スポーツ、イベントボランティア、地域総合型ス

ポーツクラブ、プロスポーツ 

５

障害者スポーツとボランティア ゲスト講師予定 ６

スペシャルオリンピックとボランティア（1） 歴史、理念、運動の現状７

スペシャルオリンピックとボランティア（2） ゲスト講師予定８

サポーターというアクターとその活動 地域、百年構想９

地域総合型スポーツクラブとスポーツボランティア  

  

地域、住民、公共事業体１０

ボランティアの経営（１）：社会運動論から見た組織形態 サポーターの経験事例、「新しい社会運動」 １１

ボランティアの経営（２）  情報システム、組織プロセス、意思決定システム  １２

ボランティアの経営（３） 組織課題の実例１３

新しい社会運動としてのボランティア スタイル、意思表示、市民社会、メルッチ １４

まとめ スポーツボランティアとは何か １５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業理解とそれを応用したボランティア・マネジメントの構想100 ％
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上にあげたものはほんの一例に過ぎない。多数の紹介したい文献があるので、授業中適宜指示することとしたい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.jsss.jp/　(日本スポーツ社会学会HP） 

http://www.j-league.or.jp/　(Jリーグ公式サイト)

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

スポーツ母ランティへの招待 山口泰雄編 ／世界思想社／4-7907-1052-1 ／網羅的に現状を説明している数少な

い本。事前に読まれることをお勧めする。

スポーツ・レジャー社会学 D.ジェリー、清野正義他編／道和書院／4-8105-4008-1 ／日本のスポーツの変化に

ついて理解するために 

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

スポーツは個人が楽しむもの、といった時代はとっくに過ぎ去ってしまったようであり、そのことを反映してか、わが国でも、スポーツマネジメントと

いう言葉が次第に定着しつつある。それは、スポーツクラブや球団の「経営」であったり、具体的なスポーツ活動の場を提供する「サービス」で

あったり、監督・コーチなどの現場スタッフの手による「チームメイク」であったりする。本講義では、そうした広範囲なスポーツマネジメントの知識

の中から、とくに基本的なものを整理し、提供する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

スポーツの新しい動き（とくに球団経営やチームの運営、法律や規則の改正、スポーツイベントをめぐる問題など）について敏感であること。ス

ポーツに関する新聞記事（単なるゲーム結果ではなくコラム記事のようなもの）は日頃より注意して、よく読んでおいてください。

単位数 /  Credit 2

スポーツマネジメント論 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 秋二

13305

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

●スポーツを動かす力としてのマネジメントの意味内容を幅広く理解できる。

●スポーツの経済的価値や実際の経済活動について知る。

●マーケティング・テクノロジーを各種スポーツ場面やスポーツ組織の運営に応用できる。

●スポーツのコーチングやスポーツのプロデュースに関する基礎知識を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

これから何らかのかたちでスポーツを支えていこうとしている人、すでに、あるスポーツチームやスポーツ組織に属しながら実際にスポーツを支

えている人、さらには、改めてスポーツマネジメントとは何かを考えてみようと思っている人たちの受講を歓迎する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツマネジメントとは何か スポーツ、マネジメント、スポーツ経営 第１回目

スポーツと人間の関係 パーティシパントスポーツ、スペクテータースポーツ、

オーガナイザースポーツ

第２回目

スポーツを動かす力 マネジメント機能、価値の循環、スポーツ生産第３回目

スポーツ文化とマネジメント ヒエラルキーパラダイム、場のパラダイム、型のパラダ

イム

第４回目

スポーツ組織の仕事 スポーツビジネス、スポーツマーケティング、スポーツオ

ペレーション 

第５回目

スポーツ組織の顧客 スポーツコンシューマー、購買プロセス、スポーツブラン

ド 

第６回目

スポーツビジネスの歴史 萌芽の時代、制度的発展の時代、洗練と公式化の時代第７回目

プロスポーツリーグの国際比較（中間レポート作成） サッカー市場、北米プロリーグ、Ｊリーグ 第８回目

スポーツ産業セグメンテーション スポーツパフォーマンス、スポーツプロダクション、ス

ポーツプロモーション

第９回目

スポーツ取引とスポーツガバナンス スポーツ資本の運用、パトロン－クライアント関係、プリ

ンシパル－エージェント関係

第１０回目 

スポーツマーケティング戦略 マーケティングアプローチ、スポーツ満足ポートフォリ

オ、競争地位

第１１回目

スポーツプロダクトの構造 製品の５次元、スポーツのコア、プロダクトライフサイク

ル

第１２回目

スポーツサービスの品質管理 サービス、サービスクオリティ、サービス戦略 第１３回目

スポーツのチームメイク ゼネラルマネジャー、リーダーシップスタイル、モチベー

ションマネジメント 

第１４回目

スポーツプロデュース論 スポーツデバイス、スポーツの勝敗、進化論的発想第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業終了後に、その授業内容に関してコメントの提出を求める。これにより授業内容の

理解度を確認する（平常点＝４５％）。加えて小レポートを２回作成する（中間レポート＝２０％、

終レポート＝３５％）。　

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

北米スポーツマネジメント学会

http://unb.ca/web/SportManagement/index.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

立命館大学産業社会学部

shuji@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

図解　スポーツマネジメント 山下秋二 ／大修館書店 ／4469265713 ／毎回の授業までに該当の章を予習し、授業

日には必ず教科書を持参する。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ経営学　改訂版 山下秋二／大修館書店 ／4469264342 ／授業内容のうち、とくにスポーツ組織の経営

について更に深めたいときの参考書である。 
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、スポーツイベントとメディアがどのような関係にあるのか，スポーツ番組がどのように構成されているのか，視聴者や読者がどの様

な状況に置かれているのかといった問題を，スポーツ文化それ自体の特性（メディア性）をふまえて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にない。

  教科書は使用しない。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内で行うつもりである。

単位数 /  Credit 2

スポーツメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

15818

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアスポーツの構造と機能について理解し，説明できるようにする。

・メディアスポーツ視聴者の楽しみがいかなるものか理解し，説明できるようにする。

・スポーツの意味や価値が自明のものではなく，様々な力関係もとで，一定の仕掛けを経て創り出されてい ることを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　書籍だけで学習することが比較的難しい講義内容なので，授業に毎回出席して，分からないところがあれば質問をして欲しい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアスポーツ解体 森田浩之／NHK出版／ISBN987-4-14-091148-8 C1336／「メディアスポーツ」の理解

に関わって参照されたい。

越境するスポーツ 高津勝・尾崎正峰／創文企画／ISBN4-921164-41-X C3075／「第２章　メディアス

ポーツ」を参照されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入／研究の領域と課題　 オリエンテーション，スポーツとメディアの関係，「メディ

アスポーツ」をどの様に考えるか？

1

スポーツ中継映像の構成原理を考える(1)　 スポーツ種目・特性による違い2

スポーツ中継映像の構成原理を考える(2)　 空間と時間の処理特性3

スポーツ番組のプロデュースとは何か 誰に向けて，何が，どの様に作られるのか？4

メディアスポーツの構造と機能 その生産・流通・消費の過程とは5

プレビュー番組(1)　 プレビュー番組とは：オリンピックを例として6

プレビュー番組(2)　 その構造と役割7

メディアがつくる物語(1)　 問題の提示と修正および「補強と脚色」の物語について8

メディアがつくる物語(2)　 「解釈と評価」の物語について9

メディアスポーツとその消費者  スポーツ視聴の「楽しみ」と「多様性」についてどの様に

考えるか

10

メディアイベント論とスポーツ(1)　 メディアイベントとは何か，新聞の企業化と学生野球の

言説，劇場化

11

メディアイベント論とスポーツ(2)　 武道の近代化・合理化，社会的意味の創造におけるメ

ディアの役割

12

文化装置としてのスポーツ(1)　 メディアによる分節・接合13

文化装置としてのスポーツ(2)　 エンコーディング―ディコーディング・モデル14

まとめ　 作り手の意図，提示される情報，視聴者の読み15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　現象や構造の理解および問題の把握，そしてそれを説明する力の検証。70 ％

平常点評価 　何回かの「宿題レポート」を課す。レポートのテーマは授業内に提示され，次週の授業時間内

に提出するものとする。

30 ％
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　参考書は，私が講義をする上で参考にするものであり，受講者にとっては講義の内容を確認したり，より深く，また広く学習する上で役立て

ることができるものである。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業内で必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

特になし。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

近代日本のメディア・イベント 津金澤聰廣／同文舘／ISBN4-495-86281-2 ／メディアイベント論に関わって参考にさ

れたい。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　ヒトの生命は，身体内の様々な機能により維持されている．生理学は，これら個々の機能，そしてそれらが統合された個体全体としての生命現

象を解明していこうとする学問分野であるが，本講義では，生理学的機能と切り離すことのできない，身体の解剖学的構造についても触れる．

　まずヒトの生命現象の 小構成単位である細胞の活動から，ヒトが「生きる」，「活動する」ということについて考える．次に「活動」を支える動物

性機能として，神経系，骨格筋の構造と機能について説明するとともに運動にともなう身体の生理的な変化についても触れる．続いて，呼吸器

系，循環器系といったヒトが 低限その生命を維持するために必要とする植物性機能について説明する．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高校で生物などを履修していなくても理解できるように講義を進めていくが，一般教養科目「スポーツのサイエンス」，「現代人とヘルスケア」を受

講しておくことで，より知識が深められる．

特に指定しない

講義内容に応じて，随時資料を配付する．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義で扱う内容は多岐にわたるため，各自で必ず復習を行い，早いテンポの講義についてこられるようにしてください

単位数 /  Credit 2

生理学 (SA)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

13304

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　ヒトの生命維持や運動に関わる構造と機能について，基本的な用語を踏まえて，個々の機能だけでなくその関連について理解し，説明すること

ができる．また，運動に伴う身体の生理的な変化についても理解する． 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義は，高校で生物を学んでいない学生でも理解しやすいように，基礎的な内容にしぼって概説的にわかりやすく行えるように努めていくが，

分からない用語などがあれば，講義中であっても積極的に質問を行うような姿勢で臨んでもらいたい．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 ホメオスタシス，植物性機能，動物性機能1

細胞の構造と細胞内部環境の維持 動物細胞，能動輸送，静止電位，動的平衡性2

活動電位と興奮伝導 神経細胞，活動電位，全か無の法則，局所電流3

興奮の伝達と神経回路 シナプス，伝達物質4

骨格筋の収縮 滑走説，興奮収縮連関，短縮性収縮，等尺性収縮，伸

張性収縮

5

骨格筋収縮の調節 速筋線維，遅筋線維，運動単位，筋紡錘，腱紡錘，伸

張反射

6

骨格筋収縮のエネルギー ATP，ミトコンドリア，エネルギー供給機構（ATP-PCr

系，解糖系，有酸素系），乳酸

7

呼吸 肺，呼吸筋，外呼吸，内呼吸， 大酸素摂取量，呼吸

商，酸素借，酸素負債

8

循環 血液，心臓，血管，血圧，心拍数，血流再分配，筋ポン

プ作用

9

体温調節 発汗，設定温度，発熱，うつ熱10

排泄，免疫 腎臓，尿，リンパ球，生体防御機構11

消化・吸収，内分泌 消化器，異化・同化，内分泌線，ホルモン12

自律神経系 交感神経，副交感神経，視床下部13

中枢神経系 脊髄，大脳皮質，小脳，機能局在，可塑性14

生体機能についてのまとめと質疑 生体機能，質疑応答15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な用語を理解した上で，自らの言葉で論理的な記述ができる．70 ％

平常点評価 出席及び受講態度についてコミュニケーションペーパーを中心に評価する．30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他，必要に応じて講義内で適宜紹介する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

uru@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

  生理学 真島英信 ／文光堂／978-4830602016 ／講義内容についてより理解を深める時に役

立つ  

解剖学アトラス 越智 淳三 訳／文光堂／978-4830600159 ／講義内容についてより理解を深める時に

役立つ

運動生理学 P.O.オストランド，K.ラダール ／大修館書店／4-469-26037-1 ／講義内容についてよ

り理解を深める時に役立つ

解剖生理学－人体の構造と機能－第２版 河田光博・三木健寿／講談社サイエンティフィク ／978-4-06-155343-9／広く浅く学ぶ

時に役立つ

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　ヒトの生命は，身体内の様々な機能により維持されている．生理学は，これら個々の機能，そしてそれらが統合された個体全体としての生命現

象を解明していこうとする学問分野であるが，本講義では，生理学的機能と切り離すことのできない，身体の解剖学的構造についても触れる．

　まずヒトの生命現象の 小構成単位である細胞の活動から，ヒトが「生きる」，「活動する」ということについて考える．次に「活動」を支える動物

性機能として，神経系，骨格筋の構造と機能について説明するとともに運動にともなう身体の生理的な変化についても触れる．続いて，呼吸器

系，循環器系といったヒトが 低限その生命を維持するために必要とする植物性機能について説明する．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高校で生物などを履修していなくても理解できるように講義を進めていくが，一般教養科目「スポーツのサイエンス」，「現代人とヘルスケア」を受

講しておくことで，より知識が深められる．

特に指定しない

講義内容に応じて，随時資料を配付する．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義で扱う内容は多岐にわたるため，各自で必ず復習を行い，早いテンポの講義についてこられるようにしてください

単位数 /  Credit 2

生理学 (SB)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

13295

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　ヒトの生命維持や運動に関わる構造と機能について，基本的な用語を踏まえて，個々の機能だけでなくその関連について理解し，説明すること

ができる．また，運動に伴う身体の生理的な変化についても理解する． 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義は，高校で生物を学んでいない学生でも理解しやすいように，基礎的な内容にしぼって概説的にわかりやすく行えるように努めていくが，

分からない用語などがあれば，講義中であっても積極的に質問を行うような姿勢で臨んでもらいたい．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 ホメオスタシス，植物性機能，動物性機能1

細胞の構造と細胞内部環境の維持 動物細胞，能動輸送，静止電位，動的平衡性2

活動電位と興奮伝導 神経細胞，活動電位，全か無の法則，局所電流3

興奮の伝達と神経回路 シナプス，伝達物質4

骨格筋の収縮 滑走説，興奮収縮連関，短縮性収縮，等尺性収縮，伸

張性収縮  

5

骨格筋収縮の調節 速筋線維，遅筋線維，運動単位，筋紡錘，腱紡錘，伸

張反射

6

骨格筋収縮のエネルギー ATP，ミトコンドリア，エネルギー供給機構（ATP-PCr

系，解糖系，有酸素系），乳酸

7

呼吸 肺，呼吸筋，外呼吸，内呼吸， 大酸素摂取量，呼吸

商，酸素借，酸素負債

8

循環 血液，心臓，血管，血圧，心拍数，血流再分配，筋ポン

プ作用

9

体温調節 発汗，設定温度，発熱，うつ熱10

排泄，免疫 腎臓，尿，リンパ球，生体防御機構11

消化・吸収，内分泌 消化器，異化・同化，内分泌線，ホルモン 12

自律神経系 交感神経，副交感神経，視床下部13

中枢神経系 脊髄，大脳皮質，小脳，機能局在，可塑性14

生体機能についてのまとめと質疑 生体機能，質疑応答15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な用語を理解した上で，自らの言葉で論理的な記述ができる． 70 ％

平常点評価 出席及び受講態度についてコミュニケーションペーパーを中心に評価する． 30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他，必要に応じて講義内で適宜紹介する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

uru@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

生理学 真島英信／文光堂／978-4830602016／講義内容についてより理解を深める時に役立

つ 

解剖学アトラス 越智 淳三 訳／文光堂／978-4830600159 ／講義内容についてより理解を深める時に

役立つ

運動生理学 P.O.オストランド，K.ラダール／大修館書店／4-469-26037-1／講義内容についてより

理解を深める時に役立つ

解剖生理学－人体の構造と機能－第２版 河田光博・三木健寿／講談社サイエンティフィク／978-4-06-155343-9／広く浅く学ぶ

時に役立つ

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、スポーツを、まちづくりや地域、あるいは人、住民参加などの視点から考察し、地域に根ざしたスポーツの実態を掘り起こすととも

に、スポーツによる地域活性化の足がかりを得ることを目的とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

スポーツマネジメント論(S)（事前に必要な知識を得られる授業を参考程度に紹介しています） 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

地域スポーツ論 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 秋二

16012

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

●地域スポーツの新しい文脈について知る。

●豊かなスポーツを生み出す地域スポーツの諸条件をまとめられる。

●対象者の応じたスポーツの展開と課題を理解する。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツで地域をつくる 堀　繁／東京大学出版会 ／9784130530156／

地域スポーツの創造と展開 厨　義弘／大修館書店 ／9784130530156／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

地域スポーツとは何か 地域スポーツの用法、地域（コミュニティ）の要件、ス

ポーツ資産としてみた「地域」

第１回目

地域スポーツの変遷 行政主導型スポーツ、社会的サービスの時代、自前

サービスの時代

第２回目

総合型地域スポーツクラブの概念 スポーツ振興基本計画、クラブ連合、ボランタリーアソシ

エーション

第３回目

地域スポーツ経営の理念と構造 地域スポーツのインフラ、コミュニティビジネス、ソーシャ

ルキャピタル

第４回目

住民主導型クラブの形成過程 社会計画、社会運動、行政支援第５回目

地域イノベーションの普及モデル イノベーション属性、採用速度、クリティカルマス第６回目

地域スポーツセグメンテーション スポーツ行動の自律性、スポーツ行動の可能性、ベネ

フィットセグメンテーション

第７回目

スポーツとまちづくり（中間レポート作成） スポーツの文化的価値、都市型生活様式、市民参加型

まちづくり

第８回目

地域スポーツの指導者 指導者のコンピテンシー、ファシリテーター、パス-ゴー

ル理論

第９回目

地域スポーツの組織 コミュニティ類型、マトリックス組織、弱い絆の強み第１０回目

地域スポーツのつくり方 コンセプトワーク、製品ミックス、プロモーション効果第１１回目

事例に学ぶ地域スポーツ①（徳島市の場合） 大学（市民講座）との連携、イベントサポート、地元ス

ポーツ店の役割

第１２回目

事例に学ぶ地域スポーツ②（Jクラブの創出過程と地域

特性）

組織レベルのイノベーション、イニシエーター地域、プロ

モーター地域

第１３回目

事例に学ぶ地域スポーツ③（ヨーロッパのスポーツクラ

ブ）

シチズンシップ、ソシオ、フットボールガバナンス第１４回目

事例に学ぶ地域スポーツ④（アダプテッドスポーツの考え

方）

インクルージョン、ユニバーサルデザイン、知識移転第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則３分の２以上の出席を評価の条件とする（平常点として点数化＝４５％）。加えて小レポート

を２回作成する（中間レポート＝２０％、 終レポート＝３５％）。　 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『スポーツに込められた社会の思い = いかにしてスポーツは生み出され展開されてきたか』

　様々な国で様々に展開されるスポーツは、それぞれかってに生み出されてきたのではない。自国から生みだしたにせよ、また他国から受け入

れてきたにせよ、それぞれの時代的背景がある。そのことが、スポーツに独特な思想と制度を付与させていくことになる。英・米・日のスポーツに

ついて、その競技形態・ルールや規範・組織機構などを、そのスポーツを生み出した社会・経済的背景とあわせて比較し、今後のスポーツ受け入

れ・交流のあり方を考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

産業社会学部に開講されているスポーツ関連専門科目をできるだけ多く受講し、それらと関連づけて学習してほしい。少なくとも教養科目のス

ポーツ方法論やスポーツと現代社会、およびスポーツの歴史と発展を履修していることが望ましい。

定期試験を必要十分条件とするが、クラス規模によっては毎回授業内容についてのコメントを提出してもらうことがある。その場合は記述内

容を必要十分条件プラスアルファとして評価に反映させる。このことは授業の初期に説明する。

教室でレジメ・資料を配布する。とくにテキストとするものは使用しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

スポーツ学は学際的であるので、授業の中で関係があるなと思ったらスポーツ関係の書籍だけでなく、歴史・経済・文化その他の書籍を幅広く読

み、理解を深めてほしい。また、新聞のスポーツ欄ばかりでなく政治や経済・文化欄にも常日頃から目を向けておいてほしい

単位数 /  Credit 2

比較スポーツ論 (S)

担当者名 /  Instructor 金井 淳二

15877

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この授業の中で、まず自分なりの問題意識を発見することが必要です。そして、比較を通じてどう違うかだけでなくなぜ違うのかが考えられるよう

になることが必要です。 終的には「スポーツとはこういうものだ」といった自分なりのスポーツ観を明確にもてるようになることをめざします。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

比較スポーツの視角   脱工業化社会／文化の比較法／比較の枠組み  第１回

近代オリンピックとスポーツ比較の課題  巨大化／商業化／アマチュアリズム／プロ化 第２回

スポーツの母国イギリス（英国ポーツの特質　その１）  市民革命とブルジョアジー／資本主義と民衆スポーツ   第３回

スポーツの母国イギリス（英国スポーツの特質　その２）  

 

アマチュアリズム／近代スポーツの階級性／スポーツ

の私事性と公共性 

第４回

スポーツの母国イギリス（英国スポーツの特質　その３）  

 

大衆化と高度化の矛盾／近代オリンピック  第５回

スポーツの母国イギリス（まとめ）第６回

スポーツの王国アメリカ（その１）   植民地時代／プロテスタンティズム  第７回

スポーツの王国アメリカ（その２）   南北戦争／過剰労働力／能力主義 第８回

スポーツの王国アメリカ（その３）   

 

スペクテイター／コマーシャリズム／ローカリズム／ナ

ショナリズム／アメリカ主義

第９回

スポーツの王国アメリカ（まとめ） 第１０回

日本的スポーツ（その１）   

 

英米スポーツの日本的受容／スポーツの普及と学校教

育

第１１回

日本的スポーツ（その２）   

  

農耕祭祀／封建権力／武術と武道第１２回

日本的スポーツ（その３）   

 

スポーツにおける日本的なもの／日本的スポーツの国

際化

第１３回

日本的スポーツ（まとめ） 第１４回

スポーツのグローバリゼーション（全体のまとめ）   スポーツの歴史性・社会性／スポーツ発展の法則性と

蓋然性 

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な述語の理解を軸にして授業内容全体の理解度および独自な考察視点の有無を重視

する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考文献は授業の中で紹介して行く。とりあえず、創文企画という出版社からから出されている“スポーツ文化シリーズ”のいくつかを読んで

欲しい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

特になし

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、武道に付与される諸々の価値や理念そのものを紹介する科目ではない。むしろ、そうした価値や理念が歴史のいかなる文脈におい

て付与されてきたのか、その過程と背景を探ることを目的とする。他方で、もはや日本のみに収斂しきれない、広義における武道文化を読み解く

ために、海外への武道の普及史を紐解き、武道の”BUDO”化という現代的課題にも目を向けたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しない。                

        

上記以外の参考文献は講義中に提示するが、高津勝『日本近代スポーツ史の底流』創文企画，1994．は、図書館などで借りて読んでおいて

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

武道論 (S)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

13301

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①武道の誕生から現代に至るまでの武道理念の歴史的な変遷過程を理解する。

②①を踏まえたうえで、現代における武道を巡る諸状況について、複眼的な立場から考察する力を得る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義では、武術から武道へと近代化を図るうえで先導的な役割を果たした講道館柔道を中心に授業を進める。もちろん他の武道も適宜扱う予

定ではあるが、受講者はぜひ自学自習を行って欲しい。また、随時質問を受け付け、その内容はできる限り講義に反映させたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

武道の誕生 井上俊／吉川弘文館／4642055797／

米国対日占領政策と武道教育 山本礼子／日本図書センター／4820569988／

今、なぜ武道か 中村民雄／日本武道館／4583100388／

海を渡った柔術と柔道 坂上康博編／青弓社／4787233157／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

産業社会学部で武道を学ぶ意義 講義目的、進め方について1

前近代の武道 武道の系譜、相撲、神事、民間信仰2

前近代の武道  勧業相撲、国事としての相撲、職業相撲3

近代文化としての武道①   柔術から柔道へ、講道館柔道の設立と発展、嘉納治五

郎の理念

4

近代文化としての武道② 大日本武徳会の成立と発展、国家組織と武道5

スポーツと武道① 外来スポーツと武道、イデオロギー装置としての武道6

スポーツと武道② スポーツの武道化、総力戦体制と武道 7

武道の海外伝播① 柔道の普及と嘉納の理念、エリート8

武道の海外伝播② オリンピックと柔道、クーベルタンと嘉納9

武道の海外伝播③ 柔術、身体文化、外国人10

武道の海外伝播④ 柔術の逆輸入、日系労働移民、文化の還流11

戦後の武道① 敗戦と武道の禁止　学校体育と武道12

戦後の武道② 柔道の国際化、国際柔道連盟と講道館13

現代社会と武道 学校－企業－町道場の関係性、競技化と勝利至上主

義、武道とBUDO

14

まとめ   歴史のなかの武道と現代的課題   15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を判定する。 90 ％

平常点評価 自学自習を随時受け付ける。評価は提出回数と内容による加点式とする。 なお、提出は任意

である。

10 ％
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欲しい。               

            

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　テレビや雑誌などでは，日々様々な健康にまつわる問題が取り上げられており，健康について意識する人は多い．しかし，病院に入院している

患者など他者に健康を管理してもらえる人はわずかで，多くの人が日常生活の中で自らの健康を管理していかなければならない．しかも，その

過程は一生涯に及び，自身の健康を管理するためには，健康に対して自分なりの考えを持ち，その健康を維持するための正しい知識の理解と，

それを活用する実行力が必要となる．

　本講義では，生涯にわたってより人間らしく社会で自立した生活を営むために，特に自分自身で身体的な健康の管理ができる力を身につける

きっかけとして，生活習慣病に関する現状について学び，その解決方法の１つである運動処方について，自身の生活習慣の分析や運動能力の

記録も交えながら学んでいく．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　「ウエルネス論」において，健康を考える上で基礎的な概念について学ぶことができるため，事前に履修しておくことにより本講義に対する理解

がより深まる．

　その他，「スポーツ政策論」，「スポーツ行政論」，「現代人とヘルスケア」や余暇，保健に関する講義により，関連する知識を学ぶことでより深め

られる．

・講義中に講義内容に関連する知識や意見を問う課題を課し，出席を確認する

・出席回数が全講義回数の2/3未満の者には出席点を与えない（ただし，試合参加等への配慮は行う）

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　講義を通して，健康な生活とはどういうことなのか，健康に生き続けていくためにはどのように行動しなければならないのか，自ら考える力を身

につけてもらう，また，実際の機器を用いた測定などそのきっかけになるような話題を提供していきたいと考えているので，積極的な姿勢で講義

にのぞみ，自らの生活に活かしてもらいたい．

単位数 /  Credit 2

ヘルスマネジメント論 (S)

担当者名 /  Instructor 漆原 良

16011

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

生涯にわたる自身の「健康」について自分なり考えることができ，その健康を自分で維持，管理するために運動を活用するための基本的な知識

について理解し，それらを日常生活の中で応用していくことができる．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・私語，遅刻，授業中の移動など他の受講生に迷惑をかける行為には厳しく対応する．

・授業は原則スライドを用いて行う．授業終了後にスライドをコースツールに掲示するので，授業中は講義を聞くことに集中し，帰宅後コースツー

ルを参考にしながらノートをまとめることで復習をしてもらいたい．

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 健康1

健康管理とは 健康管理活動2

健康，体力とは 健康の定義，ウエルネス，QOL，体力3

日本がかかえる問題と解決への取り組み 生活習慣病，子どもの体力，Barker説，健康日本21 4

なぜ運動か ベッドレスト，老化，運動習慣，メタボリックシンドローム 5

自分の身体を知る 体脂肪，BMI，基礎代謝量6

自分の生活を知る１ METS，消費エネルギー量7

自分の生活を知る２ 摂取エネルギー量，生活習慣調査 8

活動するエネルギーを生み出す仕組み 骨格筋，ATP，ミトコンドリア 9

大酸素摂取量 大酸素摂取量10

大酸素摂取量の推定１ 実際に自転車エルゴメーターを使用した測定11

大酸素摂取量の推定２ 測定結果に基づく推定12

生活習慣病予防に必要な運動の条件 エネルギー供給機構， 大心拍数，心拍余裕力 13

運動処方の条件，原則，要素 トレーニングの原則14

保健行動に対する行動科学的アプローチ 行動変容，まとめ 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） キーワードを理解した上で，自らの言葉で論理的な記述ができる．60 ％

平常点評価 出席及び受講態度についてコミュニケーションペーパーを中心に評価する（15％）．

期間中に一度，自身の生活習慣について調査し報告してもらう（25％）． 

40 ％
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特に指定しない．

講義内容に応じて，随時資料を配付する.

その他，必要に応じて講義内で適宜紹介する．

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

健康日本21

http://www.kenkounippon21.gr.jp/

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

uru@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

運動処方の実際 池上晴夫 ／大修館書店／4-469-16321／

健康運動指導のための健康管理概論 中村榮太郎／杏林書院／4-7644-1078-8／

健康管理概論－社会・環境と健康－ 東あかね・石榑清司／講談社サイエンティフィク ／978-4-06-155338-5／

アクティブ・チャイルド60min　－子どもの身体活

動ガイドライン－

竹中晃二編／サンライフ企画／978-4-904011-24-9／

五訂増補 食品成分表〈2011〉 香川 芳子 (監修) ／女子栄養大学出版部／978-4789510110／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

「余暇」という言葉を一義的に理解することは難しい。たとえば「余暇」を非労働時間とした場合、労働（真面目）との対比において、あるいは労働

力の回復、再生産の時間や場としてこの言葉が位置づけられ、「余暇」はやや消極的な意味を付与されるという事態がしばしば生じる。しかし、

「余暇」は労働と同様に、否、状況によってはそれ以上に、生命や生活に対する固有でかけがいのない意味をわれわれに提供することもある。

「余暇」にはまた、現代のわれわれの理解からすると思いもよらぬ不思議な価値が含まれていることもある。日本とヨーロッパの生活史をひもとく

なら、「余暇」が日々の生活、宗教、娯楽など、民衆にとって多様で重要な意味をもっていたことに気づく。実は、この民衆の「余暇」活動をいかに

して管理していくかは、とりわけ近代以降、国家をはじめとする諸権力にとって非常に重要な課題であったのである。

　本講義では、このような広範囲にわたる「余暇」の意味や活動のなかから、幾つかのサブテーマを選び取り、「余暇」の実相と権力との関連に迫

りたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

余暇の社会史 (S)

担当者名 /  Instructor 有賀 郁敏

13328

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①余暇のありようを歴史学、社会科学の視点から考察することができる

②文化あるいはスポーツと諸権力の関係を理解することができる

③余暇に内在している諸々の価値を理解することができる 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

歴史の中の余暇   余暇、歴史学、社会史、社会学、社会科学、成績評価   １

余暇と民衆①ー前近代社会にける暮らしの中の余暇   

   

娯楽、シャリバリ、モラルエコノミー   ２

余暇と民衆②ー合理的娯楽とは何か   娯楽の社会的機能、郊外の余暇と室内の余暇、民衆娯

楽に対する多様な評価   

３

余暇と民衆③ー合理的娯楽と民衆との緊張関係    福音主意、パブと労働組合、カウンターアトラクション   ４

映画「ブラス」   

   

労働者文化、「やつら」と「われわれ」   ５

余暇の大衆化と市民化①ー市民社会とアソシエーション 

  

市民社会、コルポラツィオン、アソシエーション   ６

余暇の大衆化と市民化②ー協会組織の展開   

   

結社と法制度、読書協会、合唱協会   ７

余暇の大衆化と市民化③ー社会参加と相互扶助   

   

体操協会、自主消防団、社会国家   ８

余暇の大衆化と国民化①ー万国博覧会と帝国のまなざ

し   

帝国主義、万国博覧会、近代オリンピック   ９

余暇の大衆化と国民化②ー運動会の社会史①   

 

明治維新、森有礼、運動会   １０

余暇の大衆化と国民化③ー運動会の社会史②   

  

通俗道徳、民衆文化、ナショナリズム   １１

ファシズム下の余暇①ーやわらかいファシズム   

 

ナチズム、歓喜力行団、ヘゲモニー、ベルリンオリンピッ

ク   

１２

ファシズム下の余暇②ー体力の時代と総力戦   

   

幻のオリンピック、厚生省、体力章検定   １３

新しい時代の余暇①   福祉国家、公共性   １４

新しい時代の余暇②   

 

新自由主義、スポーツ・フォア・オール １５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容の理度

論述上の論拠の明確さ

50 ％

平常点評価 本講義では授業ごとに受講生の自学自習の成果を受理し、それらも評価の対象とする。また、

各テーマの 後の時間に簡単なレポートを書いてもらうが、それも評価に加えることとする。  

50 ％
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参考文献は講義ごとにより詳しく紹介する。

高等学校で使用した世界史、日本史の教科書、資料集などを持参して欲しい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

本講義は、当然のことだが、定刻に始まり定刻に終了する。

講義では、参考文献の中から必要な箇所を印刷して受講生に配布する場合があるのでファイルを用意して欲しい。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

シャリバリ   蔵持不三也   ／同文館 ／4-495-85651-0  ／

英国社会の民衆娯楽 ロバート・マーカムソン／平凡社／4-582-47325-3  ／

近代ヨーロッパの探究８　スポーツ 有賀郁敏他／ミネルヴァ書房／4-623-03509-3 ／

ナチズムの時代 山本秀行／山川出版／4-6343-4490-4 ／

運動会と日本近代 吉見俊哉他／青弓社／4-7872-3167-7  ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　ここ数年，「尊厳死」をめぐる議論がメディアを賑わせ，教育分野では「死を学ぶ教育」が注目されている。　人は死を免れないのだから，「よく生

きること」「尊厳ある生」の末期（まつご）の「よき死」「尊厳ある死」を希うのは当然としても，生と死の「間」には，「死をみつめて生の大切さを知る」

という「死を学ぶ教育」でしばしば語られる言葉では尽くせぬ距離があり，そこには老いや病や障害や，「普通」の人々との「異なり」があって，そ

れが時に死を希うほどの生き難さ，生きづらささえも感じさせる。その生き難さは，老いからも病からも障害からも遠い，ごく「普通」の人々の，子

どもたちの生き難さともつらなる。それゆえ，「いのちの教育」は，子どもの自殺や殺人という「現実」への処方箋を期待されもする。しかし，問題の

「解決」が緩急とされるからこそ，その「解決」が，どのような「解決」を意味する／してしまうか，一片のガイドラインや数時間の授業プログラムに

委ねられる「解決」に陥穽はないか，今一度考えてみてもよいだろう。

　本講座では、教室の場における生・老・病・死の語りの構造の解析とともに、「いのちの教育」が注目される社会的文脈を検討し、その組み替え

を企てる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

同担当者による教養科目「生命科学と倫理」、専門科目「生命倫理学」を履修していること／履修することを強く希望する。

一定以上の出席が無い場合，評価対象としない 

授業中の私語、途中入退出は厳禁します 

授業中に適宜紹介する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

いのちの教育 (S)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

16032

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・生命倫理学／生命倫理教育・死生学／死を学ぶ教育がもつ生・老・病・死の語りの構造を解析する視点を持つ。

・「いのちの教育」が注目される社会的文脈を認識する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス／授業の概要と説明１．

「いのちの教育」とは何か２．

生命倫理問題（１）３．

生命倫理問題（２）４．

生命倫理問題（３）５．

死を学ぶ？（１）６．

死を学ぶ？（２）７．

死を学ぶ？（３）８．

「討論」の後、「涙」の先９．

生・老・病・死の語られ方１０

生存権／生存圏？１１．

世代間倫理の倫理１２．

承認をめぐる闘争１３．

「私」という物語１４．

まとめ　生きることの方へ１５．

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業理解および授業参加度を評価する。50 ％

平常点評価 出席の他、授業終了後に，コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

女性の社会進出、少子高齢化の進展など現代社会の変動に伴い、家族関係にも大きな変化がみられる。そこで、現代家族はどのような問題を

抱えているのか、具体的な事例を基に心理的、社会的側面から多角的な分析を加え、多様な援助のあり方について考えてみたい。とりわけ、育

児不安、児童虐待、DVなどに焦点をあてながら、子どもの養育、親子関係、夫と妻のパートナーシップについて理解を深める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

教科書は特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

家族関係論 (S)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

13173

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現代家族について基本的な理解を得る。

・家族問題についての理解を深め、対応策について考える。

・親子関係、夫婦関係について理解を深める。

・子育て支援・家族援助についての知識を得る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

家族問題及び家族支援についての理解を深めるために、下記にあげた参考文献だけでなく、講義中に紹介する文献も積極的に読んでください。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 導入講義 【キーワード】家族とは何か、社会の変貌と家族の変化1 

 現代家族の特徴（１） 【キーワード】核家族化 、性別役割分業 、少子化 、子

どもの価値の変化

2

 現代家族の特徴（２） 【キーワード】恋愛観・結婚観の変化、晩婚化、未婚化、

新専業主婦論争

3

 育児困難・育児不安の増大 【キーワード】孤立育児、母性愛 、愛着障害 、３歳児神

話の影響 

4

　育児支援の課題 【キーワード】少子良育戦略、完璧志向、集団保育への

期待

5 

　子育てにおける父親の役割 【キーワード】父親の育児参加、育児休業取得率  6 

　児童虐待の理解と援助  【キーワード】貧困問題、親の養育体験・子育ての技術

不足 、家族内葛藤  

7

 子どもを虐待する家族への援助 【キーワード】親業訓練、安全の家、ネットワーク 8

 思春期、青年期の親子関係（１） 【キーワード】「良い子」の生きにくさ、不登校、非行と親

子関係

9 

 思春期、青年期の親子関係（２） 【キーワード】親の子離れ、親からの自立   10 

 家庭崩壊、機能不全家族の増加と子どもへの影響 【キーワード】家族機能、家族の再生、家族療法11 

 ドメスティック・バイオレンスにみる夫婦関係 【キーワード】暴力発生のメカニズム、被害者支援、加害

者支援、子どもの安全 

12 

カナダにおける家庭福祉・家族支援の現状と課題 【キーワード】アドボカシー、子どもの権利擁護 、子ども

のしつけの見直し

13  

 世界の動向  【キーワード】保育保障、経済的支援、父親の育児参加14 

 総括講義 【キーワード】これからの家族のあり方、家族福祉の課

題  

15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 通常の試験を実施する。70 ％

平常点評価 レポートを中間で提出してもらい評価に加える。また、コミュニケーションカードによる授業の感

想や意見も求めるが評価には加えない。 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

メールによる質問等を受け付けます。

修学館の個人研究室でも対応します。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子育て支援の現在』   垣内国光，桜谷真理子／ミネルヴァ書房／4-623-03643-XC3336 ／

『母性愛神話の罠』   大日向雅美 ／日本評論社／4-５３５－５６１５６－７ ／

『個人化する家族』  目黒依子／勁草書房 ／4-３２６－６５０７４ー５／

『「家族」と「幸福」の戦後史』 三浦展 ／講談社現代新書／06－149482－1　ＣＯ２３６／

『 21世紀家族へ』  落合恵美子／有斐閣選書／4-６４１－２８０９１－６／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

私たちは、「学校」「企業」「市民社会」など、多様な集団および組織に属しているが、自分にとって も身近な集団が「家族」である。家族をめぐる

諸問題は、非常に身近な問題であるだけに、社会的・個人的関心の高い学問領域である。本講義では、「家族」というフィルターを通して、戦後日

本社会の生活構造の歴史的形成過程および今日的課題について検討する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

事件、映画、小説といった家族に関するトピックスを意識的にチェックすること。講義の理解を深めるために、講義で関連する参考文献を適宜提

示する。

単位数 /  Credit 2

家族社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

13336

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、家族社会学に関する理論的知識を習得すると同時に、こうした分析ツールを用いて、自分の家族関係を含む現代の家族変動の趨

勢を客観化し、批判的に読み解くことを目標とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

レジュメは、WebCTにおいて公開する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

迷走する家族 山田昌弘／有斐閣／4641173125 ／

ジェンダーとライフコースで読む家族 岩上真珠／有斐閣／9784641173378／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

家族研究の課題 家族の定義　主観的家族論  第1回

家族社会学史①  ライフサイクル、ライフコース、エルダー、ライフスタイル 

 

第2回

家族社会学史② パーソンズ、バージェス・ロック、近代家族　社会システ

ム  

第3回

「近代家族」以前の家族 伝統家族　直系家族　親族  第4回

「近代家族」の成立 アリエス、子ども、性別役割分業、専業主婦、母性愛  第5回

日本における「近代家族」の成立 戸籍制度、専業主婦、企業戦士、性別役割分業、婚外

子 

第6回

「近代家族」と結婚①  宮廷恋愛、恋愛結婚、ロマンティックラブ・イデオロ

ギー、純粋な関係性 

第7回

「近代家族」と結婚②  未婚化、晩婚化、新・専業主婦願望  第8回

「近代家族」の病理①  デートＤＶ、恋愛依存症、共依存  第9回

「近代家族」の病理②  閉鎖的育児、三歳児神話、児童虐待第10回

「近代家族」のゆらぎ①　結婚をめぐる変化 離婚、積極的破綻主義、ステップファミリー、事実婚、同

性婚、ドメスティック・パートナー法　

第11回

「近代家族」のゆらぎ②　子育ての「社会化」  育児休業制度　主夫　パパ・クォータ制第12回

「近代家族」のゆらぎ③　介護の「社会化」 家族介護者、男性介護者、介護者支援第13回

「近代家族」のゆらぎ④　生殖技術 生殖技術、不妊第14回

私たちがつくるこれからの家族第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 講義の際にミニレポートを提出してもらう場合がある。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

【本科目は、小学校教諭一種免許状課程の必修科目です】

この科目は、子ども社会専攻の「子どもと発達分野」科目群に位置づき、小学校一

種免許状取得に際しては必修科目です。

学校という場所は、人の人生に関する指導を行う機会が非常に多いにもかかわらず、その指導方法に関して体系だった構造をなかなか持ち得

ないという特性がある。

本講義では、学校という場と、カウンセリングという支援方法とを如何に融合

できるのかを考えると同時に、その方法・技法に関しても学ぶきかいとする。

特にカウンセラーではなく、教師としてこの課題にどう取り組むかを中心に

考えることとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

学校カウンセリング論 (S)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

11520

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

学校におけるカウンセリングの有用性と課題を知り、活用の端緒を経験する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

よくわかる教育相談 ／ミネルヴァ書房／／2011年３月発売予定

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

相談活動に生かせる15の心理技法 「月刊学校教育相談」編集部／ほんの森出版／4-938874-43-1／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

学校とカウンセリング１

学校カウンセリングの特性２

カウンセリング活用の場面３

カウンセリングにおけるアセスメントの意義４

カウンセリングの前提　１　発達５

カウンセリングの前提　２　虐待６

カウンセリングの方法１　信頼関係７

カウンセリングの方法２　場面構造８

カウンセリングの方法３　聴くこと９

カウンセリングの方法４　聴くに徹する10

カウンセリングの方法５　記録11

カウンセリングの方法６　指示と支持12

学校カウンセリングの役割13

スクールカウンセラーとの共同 スクールソーシャルワーカーとの共同14

学校カウンセリングの課題と展望15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 各自の到達度を表現することを求める60 ％

平常点評価 系統的に学習することが必要となるので、数回の小課題を出す予定なので、授業中のアナウン

スに留意すること

40 ％

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

masato.noda@Gmail.com

のメールによること



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では，カリキュラムについての基本的な理解とともに，歴史的展開や現代的な課題等をふまえ，学校カリキュラムについて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義の中で，必要に応じて適宜指示をする。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

学校カリキュラム論 (S)

担当者名 /  Instructor 寺田 博幸

10389

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・カリキュラム編成上の基本的な考えについて理解することができる。

・日本の学校カリキュラムの特色について理解することができる。

・学校カリキュラムの諸課題について，考察することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

問題意識を持って講義の出席すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版カリキュラム研究入門 安彦忠彦　編／頸草書房／4-326-29185-0／

カリキュラム評価入門 田中統治，根津朋美／頸草書房／978-4-326-29891-4／

武村重和プロデュース重要用語300の基礎知識

1教育課程

天野正輝　編集／明治図書／4-18-024011-4／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクションー学校カリキュラムを学ぶ意義 オリエンテーション第１回

カリキュラムとは カリキュラムと教育課程第２回

学校におけるカリキュラムの編成ー１ 教育課程はどうようにつくられるか第３回

学校におけるカリキュラムの編成ー２ 学習指導要領第４回

日本の学校カリキュラムの変遷ー１ 占領期における教育改革　第５回

日本の学校カリキュラムの変遷ー２ 経験主義から系統主義へ第６回

日本の学校カリキュラムの変遷ー３ ゆとり教育　生活科　総合的な学習の時間第７回

日本の学校カリキュラムの変遷ー４ 学力低下論　ゆとり教育の見直し第８回

生きる力を育む「学びの創造」ー１　 学校カリキュラムの今日的課題第９回

生きる力を育む「学びの創造」ー２ 学校カリキュラムの今日的課題第10回

潜在的カリキュラムと学校文化ー１ 潜在的カリキュラム　学校文化第11回

潜在的カリキュラムと学校文化ー２ 学校文化　教師文化　子ども文化第12回

学校カリキュラム開発と評価ー１ カリキュラム評価第13回

学校カリキュラム開発と評価ー２ カリキュラム評価第14回

学校カリキュラムの課題 総括第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義内容をふまえ，レポート題について考えをまとめる。50 ％

平常点評価 講義への参加意欲とともに，ミニレポート等の評価を総合的に評価する。50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

学校とは、どのような制度や法規の枠組みのもとで教育を営んでいる組織なのでしょうか。本授業は、学校に関するさまざまな制度や法規を理

解し、それらを現代の教育をめぐる諸問題と関連付けて検討しながら、受講生自身の学校制度に対するイメージを明確にすることを目的としま

す。

具体的には、学校制度と法規の諸側面に注目し、教育行政、教育課程、教員、児童・生徒、学校組織運営等の制度を解説し、受講生の問題意

識を深めていきます。

多人数のクラスになる場合は、講義を聴いて自分の意見を個々に文章にまとめる学習活動が中心となりますが、受講人数に応じて学生同士が

協力して行う主体的な学習活動も組み入れます。たとえば、小グループを組織して、グループごとにテーマにそったディスカッションや演習を行い

ます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

学校にかかわる法規や制度は、社会の中で変化しています。毎回の授業を自分の問題関心に照らしながら聴くとともに、積極的な質問や文献検

討、新聞記事や各種メディアからの情報収集等に努めてください。とくに、関心あるテーマについて自主的に調べ、十分な授業外学習によって学

習成果を高めてください。

単位数 /  Credit 2

学校制度と法規 (S)

担当者名 /  Instructor 鳥居 朋子

16030

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1. 学校に関する制度や法規について、その原理や体系、主要な論点を説明できる。

2. 学校に関する制度や法規と現代の教育の諸問題との関連について、教育学の視点に基づき自らの意見を述べることができる。

3. 学校に関する制度や法規に関して興味関心を持ち主体的に問いを立て、他者の意見を尊重し、考える態度を示す。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 　※重要事項を説明するため、必ず出

席すること 

自己紹介、授業の到達目標、成績評価方法等の説明、

各回の授業概要の説明  

1

教育法規(1)／国民の教育意思と公教育  日本国憲法、教育基本法、公教育の原則、教育を受け

る権利  

2

教育法規(2)／教育の組織化 学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律、教育行政の基本原理 

3

教育行政 地方教育行政法、教育行政の組織構造、教育委員会

制度、地方分権 

4

教育課程(1)／教育内容と基準  カリキュラム、学校教育法施行規則、学習指導要領、全

国学力・学習状況調査  

5

教育課程(2)／教授・学習過程 教科用図書検定規則、検定制度、教科書、補助教材  6

学級編制  学級編制基準、少人数学級編制、小中一貫教育、小学

校専科担任制  

7

教育公務員 教員の任用と身分、資格・免許、養成、研修  8

学校の組織運営(1)／組織体制  学校組織、職務と権限、校務分掌、職員会議  9

学校の組織運営(2)／ひらかれた学校経営  学校評議員制度、学校運営協議会、学校評価、マネジ

メントサイクル  

10

児童・生徒 不登校対策、体罰、いじめ、児童虐待への対応 11

学校保健・学校給食   

 

健康診断、養護教諭、感染症・食中毒対策、栄養管理 12

学校の安全管理 学校事故、安全確保、危機管理、個人情報保護  13

学校と地域社会   

 

アカウンタビリティ、学習支援活動、PTA、学社融合14

学校制度の今日的課題とまとめ  規制緩和、学校裁量権、自律的な学校運営、学校管理

規則  

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 学校制度と法規に関する期末レポートにおいて、

①学校に関する制度や法規について、その原理や体系、主要な論点を整理し、自分の言葉で

論述している、②学校に関する制度や法規と現代の教育の諸問題との関連について、教育学

の視点に基づき自らの意見を述べている、を基準とし評価を行います。

44 ％
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レポート試験を1回実施します（44点満点）。また、ミニペーパー（各4点満点×14回＝56点）の書き方については、単なる授業の感想ではなく、

授業で指示した設問に対する回答や、毎回の授業の到達目標の達成度など、授業に主体的に参加していなければ答えられない内容としま

す。この点については第1回の授業で詳しく説明します。なお、ミニペーパーにはQRコードを必ず貼付してください。

毎回のミニペーパーの結果は、原則的に、翌週までにコースツールで確認できるようにします。また、授業で配付した資料もコースツールから

取得できるようにしますので、毎時確認してください。 

学校小六法は、毎回の授業で個々のテーマに関係する法規の条文を確認することに使用します。法改正などが起こり得るため、学校小六法

は 新のものを入手し、必ず授業に持参してください。

この他、授業中に適宜紹介します。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

審議会報告・白書・ 新情報などが提供されています。

(財)日本青少年研究所　http://www1.odn.ne.jp/youth-study/index.htm

児童・生徒に関する各種調査結果や研究の成果などが提供されています。

国立教育政策研究所　http://www.nier.go.jp/

教育施策の判断・立案のもととなる研究を行っている機関です。研究活動の発表のほか、教育情報データ、刊行物、シンポジウムの案内などが

掲載されています。

 その他 /  Others

・障がいをもった学生の学習支援：障がいをもった学生は、すみやかに担当教員に連絡してください。学習を支援できるようなクラス環境や授業

方法について検討します。

・不正行為：大学での不正行為とは、カンニング行為によって自分の能力を不正確に伝えたり、他人の論文などを剽窃（ひょうせつ）したりするこ

とで他人の権利を侵害することなどがあたります。万が一、不正行為があった場合は、大学の規則にそって対応します。

・受講のルール：他の受講者の学習環境を阻害するような行動をとる者に対しては、履修を取り消すように求めることがあります。授業への遅

刻、途中退出、私語や携帯電話・メールの使用など、他者の迷惑になるような行動をとらず、マナーを守ってください。皆が気持ちよく学べる環境

づくりをしましょう。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義を聴いて内容を理解するだけではなく、グループでの議論や発表、ミニ演習に積極的にかかわり、主体的に授業に参加してください。また、

各自が興味関心を持った個々のテーマについて、自分自身で掘り下げて考えてください。 

e-mailでアポイントメントを取ってください。

torii@fc.ritsumei.ac.jp

研究室は衣笠・尚学館2階825号室です。

授業前後の休み時間にも簡単な質問を受け付けます。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

必携　学校小六法　2012年度版  白石裕他編  ／協同出版 ／／2011年2月刊行予定

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代教育の制度と行政  河野和清編 ／福村出版  ／978-4571101441  ／

教育と平等   苅谷剛彦 ／中公新書／4-12-102006-5  ／

選ばれる学校・選ばれない学校   嶺井正也・中川登志男編著   ／八月書館 ／4-938140-49-7 ／

習熟度別指導の何が問題か 佐藤学   ／岩波書店 ／4-00-009312-6 ／岩波ブックレットNo.612 

論文の教室  戸田山和久  ／NHK Books ／4-14-001954-9 C1395 ／

平常点評価 毎回の授業の 後に課すミニペーパー(4点×14回)の課題(400字程度)にそくし、学校に関する

制度や法規に関して興味関心を持ち主体的に問いを立て、他者の意見を尊重し、考える態度

を示していることを基準とし評価を行います。なお、ミニペーパーへのQRコードの貼り忘れは1

点減点としますので注意してください。  

56 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

学校には、学校組織のなかで暗黙に共有された規範や行動様式、すなわち学校文化が存在する。本講義では、学校文化や、学校空間など学校

文化を支えるさまざまな装置に焦点をあて、それらを主として社会学的なアプローチから考察することを通して、学校文化をとらえる視座を獲得

し、広い視野と深い洞察力でもって学校という場をとらえることができるようになることを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

学校文化・学校空間論 (S)

担当者名 /  Instructor 四方 利明

13309

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

世間に流布された学校の定型的な語りを相対化し、主観的かつ感情論的な学校論から脱して、学校に対して多様で確かな視点でもって考察す

ることができるようになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

むかし学校は豊かだった 教育の境界研究会／阿吽社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

学校の境界 中島勝住／阿吽社／／

「はだしのゲン」がいた風景  吉村和真・福間良明 ／梓出版社 ／／

学校のモノ語り 教育解放研究会 ／東方出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

学校の境界 境界1

学校建築史 北側片廊下2

オープン・スペース・スクールをめぐって 教育改革3

建築家と学校建築 境界人4

「はだしのゲン」が学校にいた意味（1） 学校図書館5

「はだしのゲン」が学校にいた意味（2） 学校司書 6

学校に「住まう」ということ 住まう7

学校と地域社会 学校統廃合8

廃校舎と希望  廃校舎活用9

校区と運動会 学区 10

複合施設と出会い 学校施設の複合化11

上履きと民主教育 昇降口12

給食と秘密 食育13

レンタルペットと学校知 生活知14

学校は豊かなのか 学校文化 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 到達目標にのっとって、まとまったレポートが作成されているかどうか。100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

公表される多くの「客観的」データを見る限り、世界中が羨むほどの健康状態にある日本。そして、それを「支えて」いるのが学校保健と言っても

過言ではない。学校保健は、教育の場における「保健教育」・「保健管理」が総合されたものである。しかし、その学校保健が本当に「教育的な営

み」の中で実施されるかどうかは、真の「健康づくり」のための日常的なさまざまな努力との関係が大きい。

この講義では、とくに学校保健の保健教育に携わる教師として身につけるべき「健康づくり」のうえでの「教養」を大切にしていく。そして、学校教

育の場における、子どもたちを中核にすえた「健康づくり」の諸問題が、地域・国レベルでの「健康づくり」のあり方と密接に関わっていることをしっ

かりと結び付けて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくに三回生以上の学生は、第一回目にある「ガイダンス」に出席して、授業の進め方、評価の仕方について、しっかり把握してください。

特に無し

講義の中で、紹介していく。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

学校保健 (SB)

担当者名 /  Instructor 三浦 正行

15989

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

いわゆる「健康の主人公」づくりが、学校保健の目的と考える。子どもたちが「健康の主人公」に育っていくための鍵となるのが「人とコトとモノとの

関係性」と言える。ここでは、健康における「人とコトとモノとの関係性」について深い理解まで到達し、授業実践者として、健康をとりまく諸問題の

「教材化」への基礎力を身につけることを目標とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞に掲載された健康問題記事等によく目を通しておくことが、講義内容の理解の一助となる。また、身近なところで起こっている健康に関わる

諸問題にも敏感でいて欲しい。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ごくありふれた問題としての「健康とは何か」を考える。 「WHO憲章」、「健康権」 第1回 

日本の「健康度(水準)」を考える  「平均寿命」「少子高齢社会」 第2回 

「世界の中の日本の健康状態」を考える  「国際保健」「アルマ・アタ宣言」「オタワ憲章」 第3回 

「子どものおかしさ」の問題を考える 「虫歯・近視・アレルギー」「生きる力」 第4回 

健康づくりの基本「健康の三原則」を考える 「睡眠」「栄養」「運動」 第5回 

「中間まとめ」のテスト・レポート  第6回 

「学校保健」の歴史・沿革を知る  「学校病」「身体検査」「保健室」 第7回 

「学校保健」を担う人々①  「校医」「養護教諭」 第8回 

「学校保健」を担う人々②  「一般教職員」「医療関係者」 第9回 

「教育としての学校保健」とは何かを考える 「教育的な営み」「学校保健診断」「保健管理」「保健教

育」 

第10回 

保健教育の重要性を考える  「学習指導要領」「保健学習」「教材編成」 第11回 

「中間まとめ」のテスト・レポート  第12回 

学校保健実習―「日赤」による講習①  第13回 

学校保健実習―「日赤」による講習②授業実践への適用

を考える 

授業試案」「指導案」 第14回 

授業実践への適用を考える―「まとめ」にかえて 第15回 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ２回の中間テスト(20×2)

二回の中間小レポート(15×2)と 終レポートとしての「模擬指導案」(30)

100 ％
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

公表される多くの「客観的」データを見る限り、世界中が羨むほどの健康状態にある日本。そして、それを「支えて」いるのが学校保健と言っても

過言ではない。学校保健は、教育の場における「保健教育」・「保健管理」が総合されたものである。しかし、その学校保健が本当に「教育的な営

み」の中で実施されるかどうかは、真の「健康づくり」のための日常的なさまざまな努力との関係が大きい。

この講義では、とくに学校保健の保健教育に携わる教師として身につけるべき「健康づくり」のうえでの「教養」を大切にしていく。そして、学校教

育の場における、子どもたちを中核にすえた「健康づくり」の諸問題が、地域・国レベルでの「健康づくり」のあり方と密接に関わっていることをしっ

かりと結び付けて考えていく。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくに三回生以上の学生は、第一回目にある「ガイダンス」に出席して、授業の進め方、評価の仕方について、しっかり把握してください。

特に無し

講義の中で、紹介していく。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

学校保健 (SA)

担当者名 /  Instructor 三浦 正行

16017

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

いわゆる「健康の主人公」づくりが、学校保健の目的と考える。子どもたちが「健康の主人公」に育っていくための鍵となるのが「人とコトとモノとの

関係性」と言える。ここでは、健康における「人とコトとモノとの関係性」について深い理解まで到達し、授業実践者として、健康をとりまく諸問題の

「教材化」への基礎力を身につけることを目標とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞に掲載された健康問題記事等によく目を通しておくことが、講義内容の理解の一助となる。また、身近なところで起こっている健康に関わる

諸問題にも敏感でいて欲しい。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ごくありふれた問題としての「健康とは何か」を考える。 「WHO憲章」、「健康権」 第1回 

日本の「健康度(水準)」を考える  「平均寿命」「少子高齢社会」 第2回 

「世界の中の日本の健康状態」を考える  「国際保健」「アルマ・アタ宣言」「オタワ憲章」 第3回 

「子どものおかしさ」の問題を考える 「虫歯・近視・アレルギー」「生きる力」 第4回 

健康づくりの基本「健康の三原則」を考える 「睡眠」「栄養」「運動」 第5回 

「中間まとめ」のテスト・レポート  第6回 

「学校保健」の歴史・沿革を知る  「学校病」「身体検査」「保健室」 第7回 

「学校保健」を担う人々①  「校医」「養護教諭」 第8回 

「学校保健」を担う人々②  「一般教職員」「医療関係者」 第9回 

「教育としての学校保健」とは何かを考える 「教育的な営み」「学校保健診断」「保健管理」「保健教

育」 

第10回 

保健教育の重要性を考える  「学習指導要領」「保健学習」「教材編成」 第11回 

「中間まとめ」のテスト・レポート  第12回 

学校保健実習―「日赤」による講習①  第13回 

学校保健実習―「日赤」による講習②授業実践への適用

を考える 

授業試案」「指導案」 第14回 

授業実践への適用を考える―「まとめ」にかえて 第15回 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ２回の中間テスト(20×2)

二回の中間小レポート(15×2)と 終レポートとしての「模擬指導案」(30)

100 ％
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

98年中教審答申「今後の地方教育行政の在り方について」は、「統制」と「管理」を前提として学校の責任体制確立を意図した「1955年体制」か

ら、「学校の自主性と自律性の確立」ことを目指す新たなステージを目指すものであった。その特徴は、地方分権と規制緩和として知られるところ

なり、多くの学校で「学校改善」が図られることとなった。そのことに対応して、今日学校マネージメントの在り方が問われている。答申発表後10数

年を経た学校現場に即した実践的マネージメント論を展開する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

学校マネジメント論 (S)

担当者名 /  Instructor 椋本 洋

16031

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

１．学校経営・教育経営とは何かを知る

２．学校組織の現状と課題をつかむ

３．優れたリーダーになるための要件を考察できる 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション「学校経営とは何か」 ミニ講義：学校経営学の紹介、研究の方法、研究グ

ループの編成

ワークショップ：私の問題意識（1分間スピーチ）

課題１．私の母校の特色ある取り組みと教育課程をHP

で検索してくる

１

教育課程の創造とカリキュラムマネージメント（１） ミニ講義：教育課程とは何か

ワークショップ：母校の教育課程を調べ、プレゼンの準

備

２

教育課程の創造とカリキュラムマネージメント（２） ワークショップ：母校の特色ある取り組み（ppまたはＯＨ

Ｃを使って）をプレゼン

ミニ講義：O県立S高校の例

３

キャリア教育の編成（１） ミニ講義：新課程に現れた普通科高校のキャリア教育に

ついて

ワークショップ：グループで高校を想定し、キャリア教育

の3つの視点を作成する

４

キャリア教育の編成（２） ミニ講義：教育課程の編成

ワークショップ：キャリア教育の企画案を作る

５

キャリア教育の編成（３） 各班で作った内容をPPでプレゼン

質疑応答と教員からの講評

６

キャリア教育の編成（４） ワークショップ：6回のプレゼンで受けた指摘を入れえ再

考察

ミニ講義：キャリア教育を実施する教員組織

ワークショップ：キャリア組織を推進する教員組織を考え

る

７

キャリア教育の編成（５） ワークショップ：6回で実施したプレゼンの修正内容のプ

レゼン

ミニ講義：教員組織とは何か。（校務分掌について）

８

学校経営とは何か 講義：学校経営、マネージメントとは、目標管理による学

校経営

９

学校を創ろう（１）

これまで学んだキャリア教育を拡大させて学校の全体を

見通した学校経営を考える。

ワークショップ：班別に特色ある学校を創ろう。特色ある

学校の教育目標を創る

１０

学校を創ろう（２）

取り組みをささせる教員組織と組織目標の設計

ワークショップ；10回で考えた教育目標を企画案にまと

める。さらに、企画を担う教員組織のひとりひとりの課題

設定

１１

学校を創ろう（３） これまで考えきた「学校づくり」をプレゼンする。講評

ミニ講義：目標管理による学校経営

１２

教員評価システム（１） 講義：教員評価システムとは何か

ワークショップ：それぞれの役割に応じ、自己目標を設

計する

１３

教員評価システム（２） ミニ講義：教員評価システムにおける評価について

ワークショップ：前回作成した自己目標を評価からみて

設計しなおす

１４

まとめ 学校マネージメントとは１５
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2/3以上の出席を評価要件とする

適宜、授業中に指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

文部科学省HP

都道府県委員会HP

母校等のHP

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

母校のヒヤリング調査やネット検索など、教室外での活動も行う。

授業中に紹介する教員の学内Eネールアドレスを使って連絡

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 50 ％

平常点評価 授業中に課す課題　　　２０％

出席など授業への積極的参加　30％ 

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

植民地主義時代から現代までの地球規模での人の移動とそこにおける教育のかかわりについて考察する。人類学的視点を取り入れ、越境移住

者を取り巻く教育実践と言語・文化の継承のあり方に焦点をあて、近代に特有な人、ことば、文化の境界枠の自明性を解き明かしていく。そして

差異、多様性といった事柄に目をむけ、これまで人々を結びつけ国民国家という共同体を形成してきた、近代的学校教育のあり方とそのオルタ

ナティブな可能性について、文化と学習そして共同体の関係性に焦点をあて検討する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文献・映像資料を用い、小グループおよび全体での討論の場を適宜設けるので、配布文献には必ず目を通し、覚え書を準備して授業に参加

すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

グローバル教育論 (S)

担当者名 /  Instructor 高藤 三千代

15821

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ 人、ことば、文化の境界枠の自明性と、教育、政治性の結びつきを認識する。

・ グローバリゼーションに伴われる一元化的働きとその弊害を認識し、そこにおける教育の働きと問題を

　　理解する。

・ 以上を踏まえ、グローバリゼーションにおけるオルタナティブな教育の可能性について検討する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『グローバリゼーションとは何か』  伊予谷登士翁   ／平凡社 ／／

『想像の共同体』  ベネディクト・アンダーソン   ／書籍工房早山 ／／

『持続可能な教育と文化』 会・永田佳之・吉田敦彦編日本ホリスティック教育協　  ／せせらぎ出版 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要 授業計画、進め方、成績評価方法などの説明 1

グローバリゼーション 地球規模での人の移動、植民地主義、市場原理主義、

標準化作用と教育 

2~3

人々の統合と教育 国民・国語・文化の形成、ヘゲモニー、グローバルスタン

ダード 

4~5

トランスナショナルな移住と教育 (1) ディアスポラ、言語・文化・アイデンティティの異種混淆

性 

6~7

トランスナショナルな移住と教育 (2) 文化・言語資本、就学、文字と権力、継承語 8~10

多文化主義再考 差異、多様性、近代性、アイデンティティ・ポリティックス 11~12

人々の結びつきと教育のオルタナティブな可能性 多声性、対話、共同体、グローカリゼーション 13~14

討論の講評とまとめ・学期末レポート作成上の注意事項

の説明 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 4000字程度。文献を1点以上参照すること。講義内容や授業内の討論を活かしているか、自身

の考察を展開させているか、論理的説得力をもって記述されているかをみる。 

60 ％

平常点評価 授業態度（出席を含む）10% ＋ 覚書30%（配布文献に関するコメント・意見・感想・質問等々をま

とめたもの。B5・1枚程度）。

①覚書は遅れずに3回以上提出すること。

②全講義の2/3以上は必ず出席すること。

＊①②の要件を満たしていない場合、期末レポート提出の資格はないものとする。

 

40 ％
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その他、授業において適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『日系人とグローバリゼーション』   レイン・リョウ・ヒラバヤシ他編　   ／人文書院 ／／

『多文化主義とは何か』  アンドレア・センプリーニ   ／白水社 ／／

『増補国境の越え方』 西川長夫   ／平凡社ライブラリー      ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「不登校・登校拒否」「いじめ」「子どもの自殺」「暴力・荒れ・学級崩壊」「虐待」「非行・少年事件」「学力問題」「保護者と教師・学校の関係」「教育

行政と地域・学校」等　今日の学校教育をめぐる問題は山積しています。これらの課題・問題をどうとらえるのか、今後の学校教育はどうあるべき

か考える。そして今後学校現場に教師として入っていく指導力を身につける。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特別な参考書は指定しません。広く子ども、学校教育についての本を読んで下さい。教育研究団体が発行する月間雑誌も現代の教育現場を

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

１、日頃から新聞・雑誌等の子ども、教育関係ニュースに関心を持って見ておく。

２、日頃から「不登校」「いじめ」「非行」「虐待」「学級崩壊」「学力問題」等子どもと学校教育についての本を沢山読んでおくこと。

単位数 /  Credit 2

現代学校教育論 (S)

担当者名 /  Instructor 倉本 頼一

15915

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

今日の教育の現状・問題、混迷の背景、学校教育・子どもを巡る諸問題を理解し、これに具体的に取り組む教育実践の方向と見通しを考えるこ

とが出来る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の他にボランティアやサークル・現場教師の教育研究会等に機会があったら積極的に参加して今日の学校現場の状況や子ども、教師の声

を聞くことはとても役に立ちます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

今日の学校教育をめぐる諸問題・現代の子どもをどうとら

えるか。

混迷・迷走する教育行政と学校現場　子どもの「繊細さ」

「攻撃性」

第1回

現代の子どもと教育実践・学校教育、（教師像交流） 子どもの心・本音　作文・詩から　親の願いと教師の思

い

第2回

幼い子どもの不登校・登校拒否 登校しぶりと不登校第3回

長期の不登校と「引きこもり」 社会的引きこもり、支援・援助体制第4回

幼い子どもの「いじめ問題」（いじめ対応交流） 子どものけんかと「いじめ」第5回

「いじめ」と子どもの「うつ」「自殺問題」 調査中学２年生「抑うつ」１割第6回

「子どもの問題行動・非行」（対応交流） 問題行動・非行の種別第7回

「少年事件、その子どもの育ちから」 子どものこころ・思い、日記、詩、作文から第8回

虐待問題と子どもの育ち、学校教育 トラウマ、人格形成、虐待の連鎖第9回

カウンセリングマインドと学校教育相談 ロジャーズの理論第10回

「子どもの荒れと学級崩壊」（対応交流） 学級崩壊具体的表れ、崩壊段階、対応・援助第11回

「今日の学力問題と学校・教育行政」 学力低下問題　学力テスト　ＰIＳＡ調査第12回

父母の教育要求と教師・学校、教師論 モンスターの言葉、指導力不足問題第13回

今日の学校と教育行政、「授業まとめ」 教育基本法改定、教科書検定、地域と学校づくり第14回

「現代学校教育論まとめ調査・記述」実施第15回

授業の進め方（方法）

１、授業のはじめに 近の子ども・学校教育関係ニュース

を新聞報道で知らせる。

２、前時間の感想を文集にして紹介し復習します。

３、講義を基本に進めますが、ほぼ隔週に　課題設定の

グループ討議・交流もします。

４、授業の終わりに毎時間、短い感想をかいてもらいま

す。（出欠確認かねる）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 １、 後の授業まとめ調査（記述）８０パーセント　講義内容が理解できているか　どうか

２、毎時間のまとめ感想　２０パーセント　毎時間のまとめ感想にその日の授業内容の理解と自

分の考えが書けているか。グループ討論に積極的参加できているか。

100 ％
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知るのに役立ちます。（教科別の研究雑誌、「生活指導」「教育相談」「児童心理」「障害児教育」「教育」子どもと教育）など）

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

教職（教師）には、どのような資質・能力・役割が求められているのか、これが本授業の基本テーマである。本授業では、小学校を中心に中学・高

校も含めた教師の職務内容、教師の役割のあり方、その歴史的変遷などの理解を通じて、教師としての資質及び教師の果たすべき役割につい

て多角的に考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特に指定しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代教職概論 (S)

担当者名 /  Instructor 中西 仁

10297

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．現代日本の学校に求められる教師像を，自ら探究し，論述することが出来る。

２．教職に関する制度・資格・職務についての基礎的な知識を，的確に答えることが出来る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

学力を育てる 志水宏吉／岩波新書／／

公立学校の底力 志水宏吉／ちくま新書／／

教育の職業的意義 本多由紀／ちくま新書／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

いい先生って何だろう？～はじめに考える～ 教師像1

学校教育の現状１～学力大合唱の時代～ 学力論争2

学校教育の現状２～さまざまな学校～ 学校づくり3

学校教育の現状３～しんどい子どもたち～ 家庭環境4

教職の基礎知識１～資格と要件、任用～ 教員免許　任用5

教職の基礎知識２～働き方の決まり～ 服務　分限・懲戒　勤務条件6

教職の実際１～授業づくり～ 教科指導７

教職の実際２～基礎学力を支える～ 学力保障8

教職の実際３～子ども理解～ 生徒指導　教育相談9

教職の実際４～学級づくり～ 学級経営　学級担任10

教職の実際５～進路を見据えて～ 進路指導11

教職の実際６～特別支援教育～ 発達障害12

実践から学ぶ 教育実践13・14

いい先生って何だろう～終わりに考える～ 教師像15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・講義内に取り上げた基礎的事項について的確に回答できる。

・講義内に取り上げた諸事象・諸実践について批判的に総括できる。

70 ％

平常点評価 ・出席を含めた日常授業での取り組み（１５％程度）

・小レポート３回程度（１５％程度）

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

1990年代以降の新自由主義的構造改革は、日本社会に様々なものを喪失せしめた。そのひとつが若者の未来である。「学校」と「会社」の連接と

いう、日本社会に存在したそれまでの社会化のシステムは破壊されたが、それに代って若者を社会的に包摂していく社会的システムはいまだ形

成されていない。いわゆる「個人化」の趨勢はとどまるところを知らないかのごとき様相である。若者の未来の破壊は、若者に対する社会的虐待

であると同時に、そのまま日本社会の未来に対する自己破壊である。今年度の本講義は、そうした危機的状況について、若者が置かれている

客観的状況を社会学的観点から批判的に解明するという問題意識のもとで、検討することとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「社会学理論」「社会学史」など社会学関連科目の他、いわゆる若者問題は社会福祉の問題でもあるので、福祉社会論などの科目も履修してい

ることが望ましい。

コミュニケーションペーパーは評価対象とはしない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義で用いるテキストの他に、紹介する参考文献を各自できるだけ多く読むこと。

単位数 /  Credit 2

現代若者論 (S)

担当者名 /  Instructor 景井 充

13330

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

抽象的には、自分自身が置かれている客観的な社会的状況を、想像力を駆動しつつ、“当事者として”把握する認識のあり方を獲得すること。具

体的には、若者の社会的包摂のシステム構築をひとつの焦点としつつ、構造改革を通じて極めて不安定化した日本社会の福祉国家システムを

再構築するための展望を獲得すること。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の主題、方法、展開についての提示。成績評価方法

についての説明。

『教育の職業的意義』序章「あらかじめの反論」

双方向型講義の設計と意図・進行の仕方・評価につい

ての説明

１

『教育の職業的意義』第１章「なぜ今「教育の職業的意

義」が求められるのか」

労働市場・雇用形態の激変２

『教育の職業的意義』第２章「見失われてきた「教育の職

業的意義」」

学校教育と労働世界３

『教育の職業的意義』第３章「国際的に見た日本の「教育

の職業的意義」の特異性」

教育における労働の“軽さ”４

『教育の職業的意義』第４章「「教育の職業的意義」にとっ

ての障害」

キャリア教育の虚実５

『教育の職業的意義』第５章「「教育の職業的意義」の構

築に向けて」

コミュニケーション・ペーパー（１）

教育の再構築の可能性６

コミュニケーション・ペーパー（１）へのレスポンス７

『軋む社会 教育・仕事・若者』１「日本の教育は生き返る

ことができるのか」

８

『軋む社会 教育・仕事・若者』２「超能力主義に抗う」９

『軋む社会 教育・仕事・若者』３「働くことの意味」１０

『軋む社会 教育・仕事・若者』４「軋む社会に生きる」１１

『軋む社会 教育・仕事・若者』５「排除される若者たち」１２

『軋む社会 教育・仕事・若者』６「時流を読む―家族、文

学、ナショナリズムをキーワードにして」

１３

『軋む社会 教育・仕事・若者』７「絶望から希望へ」 

コミュニケーション・ペーパー（１）

１４

コミュニケーション・ペーパー（１）へのレスポンス

講義の総括

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 いわゆる教科書的な傍観者的客観性ではなく、当事者的客観性に依拠したレポートを要求す

る。また、講義の内容を踏まえた独自の考察を展開することも求める。

100 ％
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テキストについては早めに購入し、夏期休暇中に一読のこと。

以上の他にも、参考文献は講義の中で適宜紹介する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

教育の職業的意義 本田由紀／ちくま書房／9784480065230／テキスト①

軋む社会 教育・仕事・若者 本田由紀／双風社／9784902465136／テキスト②

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

リーディングス 日本の教育と社会 第19巻 仕事

と若者

広田照幸・本田由紀／日本図書センター／9784284301176／

「生きづらさ」の臨界 － “溜め”のある社会へ 湯浅誠・川添誠編／旬報社／9784845110964／

若者の労働と生活世界 本田由紀／大月書店／9784272350254／

ノンエリート青年の社会空間 中西新太郎・高山智樹／大月書店／9784272350308／

多元化する「能力」と日本社会 本田由紀／ＮＴＴ出版／9784757141049／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

発展途上国には不就学児や非識字者が未だに大勢おり，その支援が国際的に急がれている。本授業では，国際教育援助の現状と課題につい

て概説し，国際社会の潮流や歴史的展開にも言及しながら，教育援助における基本的な原理と実践手法を概観し，その論点整理と展望の探究

を行う。また，本授業は一方的な講義形式ではなく，受講者小集団によるプレゼンテーションや議論形式を取り入れた参加型学習を進める。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

事前履修が必要な科目は特にありません。日頃から，様々な報道機関，諸外国のメディア等にも目を通して情報を比べることで，物事を多角的

に考える習慣をつけて下さい。 

特別な事情がない限り，開講回数の２／３以上を出席することを単位認定の基本条件とします。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

本授業は一方的な伝達形式ではなく，受講者の関心や問題意識に基づいた議論を中心に進めていきます。教員の指示をただ待つのではなく，

教育援助に関する課題を様々な一次資料から探究していくことが大切です。 

単位数 /  Credit 2

国際教育援助論 (S)  §  国際教育援助論 (I)

担当者名 /  Instructor 小原 豊

13185

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１　国際教育援助の基本原理を理解し，発展途上国支援の諸課題を探究する力量を形成すること。

２　国際教育援助の歴史的展開を踏まえ，発展途上国支援の実践的手法について理解すること。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

我々は国際社会を生きる上で，自国の文化に根ざしながらも，多様な価値観をもって異なる文化の在り方を尊重し，受け入れねばなりません。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

国際教育援助とは何か？：国境を越えて人が人の学びを

支援する 

国際社会の潮流，世界識字実験計画(EWLP)，援助理

念と政策 

第01回

国際教育援助の仕組み  ＯＤＡ，円借款，無償／有償資金協力，技術協力 第02回

国際教育援助の概略史 ジョムティエン会議，ダカール行動枠組み，成長のため

の基礎教育イニシアチブ 

第03回

世界の基礎教育の現状と課題 量的拡大と質的向上，識字率・就学率，世界銀行，女子

教育， 

第04回 

日本による教育援助①その比較優位性：Jugyou-Kenkyu

とは何か

授業研究，カスケード方式とクラスター方式，住民参加 第05回 

日本による教育援助②ＪＩＣＡの活動と青年海外協力隊の

展開

JICA，JOCV，選考・訓練・実情，自助努力，協力隊５か

条 

第06回 

日本による教育援助③文部科学省による国際教育協力

イニシアチブ

拠点システム，日本の教育経験集約，協力知見の体系

化・共有化 

第07回

途上国理解・支援の原理①文化的アイデンティティ 民族性，多言語・他文化社会，僻地複式モデル第08回 

途上国理解・支援の原理②持続可能性（Sustainability） 技術移転，プロジェクト評価，参加型ガバナンス第09回 

途上国理解・支援の手法①教育開発モデル 社会構造，モデル分析（ハービンソン&マイヤーズ，カミ

ングス） 

第10回 

途上国理解・支援の手法②教育セクター分析 包括性と選択，優先課題，ファストトラックイニシエティブ

(FTI) 

第11回 

国際教育協力フィールドワーク①NGOの活躍：アフガニス

タンを事例に 

実際に国際教育協力に勤しむＮＧＯの方を招聘し，議

論・懇談する 

第12回

国際教育協力フィールドワーク②草の根交流：インドネシ

アを事例に

実際に国際教育協力に勤しむ活動家を招聘し，議論・

懇談する 

第13回 

国際教育協力フィールドワーク③専門家派遣：ラオスを事

例に

実際に国際教育協力に勤しむ専門家を招聘し，議論・

懇談する

第14回 

国際教育援助の論点整理と展望：支援から共生へ 世界人権宣言の理念，Education for All (EFA)，ヨハネ

スブルグ宣言

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 小集団による課題発表に対する自己評価，受講者同士による相互評価，教員評価を参照す

る。 

40 ％

平常点評価 出席を重視する。また日常点（学習態度，質問内容，討論参加等）も加算する。60 ％
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教科書は指定しません。必要に応じて授業時に参考資料を適宜配布します。 

その他，参考図書の内容は随時紹介し，必要に応じて抜粋を配布します。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国際協力機構(JICA)や国際教育イニシアティブの活動関連のweb site 等を随時紹介していきます。 

 その他 /  Others

授業において不明な点，疑問に感じた点を大切にして，まずは自らその解消に努めて下さい。またＰＣを利用した授業を行う場合もあります。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

国際教育援助については，ドナー国と被援助国が対等な立場で相互理解を深め，国際社会での共生を目指す立場で学ぶ必要があります。とか

く視野が狭窄しがちな教育分野ですが，国際的な視野で教育問題を捉える経験が，受講者各位にとって大きな財産になることを願います。 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

国際教育協力論   内海成治／世界思想社／ 4-7907-0910-8  ／教育協力分野の学際的な知識が得ら

れる。 

国際教育開発論   黒田一雄，横関祐見子  ／有斐閣 ／4-641-07697-9 ／多様な領域の教養が体系的

に得られる。

国際教育協力を志す人のために 千葉杲弘，寺尾明人，永田佳之／学文社 ／4-7620-1359-5 ／専門的知識が包括的

に得られる。 

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

子どもの「遊び」を考えるとき、戦後、マンガは娯楽として重要な位置を占めてきたといえる。少年マンガ、少女マンガはどのように形成されたの

か。マンガはどのように少年･少女を描いてきたのか、また時代によってどのように変化してきたのか。マンガの歴史を中心にこれらの問題を考

察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

その他、講義の進行に合わせて適宜指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

子どもと遊び (S)

担当者名 /  Instructor 猪俣 紀子

15837

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

マンガから少年・少女について考察することで、こども文化についてより多角的な視点を持ち、メディアと子供のかかわりについて言語化できるよ

うにする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

別冊太陽　子どもの昭和史　少年マンガの世界

Ⅰ   

／平凡社／4582942741／

別冊太陽　子どもの昭和史　少年マンガの世界Ｉ

Ｉ

／平凡社／4582942792／

別冊太陽　子どもの昭和史少女マンガの世界 1 

昭和20年~37年 (1) 

／平凡社／4582942393 ／

別冊太陽　子どもの昭和史少女マンガの世界 2 

昭和38年~64年 (2)

／平凡社／4582942407 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション  マンガの起源、定義 １

マンガ市場概況 コミック、マンガ雑誌、電子媒体 ２

子どもマンガの歴史（１）  新聞マンガ、ユーモアマンガ ３

子どもマンガの歴史（２） 絵物語、月刊雑誌 ４

子どもマンガと青年マンガ 赤本、貸本屋、劇画  ５

少年マンガ発展 週刊誌創刊、学生運動 ６

少年マンガ概況 週刊少年ジャンプ、携帯マンガ７

アニメとマンガ メディアミックス、インターネット ８

ゲスト講師 制作活動について９

戦後少女マンガ スタイル画、叙情画１０

少女マンガ発展 少女雑誌、24年組、ラブコメ１１

現在の少女マンガ  レディース、ヤングレディース、ＢＬ１２

少女マンガと少年マンガ 表現、テーマ１３

海外のコミック ハイブリッド、アニメ、翻訳、輸出１４

まとめ メディア、マンガ、コンテンツ１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱った内容を踏まえて、自分で問題意識を持って論じているかを見る。50 ％

平常点評価 毎回の授業内容のコメントの提出と、授業内での発表を課する。発表・ミニレポート等について

は授業内で適宜指示する。

2/3以上の授業に出席してレポートを提出したもののみを成績評価の対象とする。遅刻不可。

50 ％
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 その他 /  Others

inomatan@gmail.com

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

教育目的を達成するためには、子どもの発達状況や教育内容を吟味した上で、教育方法・技術を適切に選択していくことが望まれる。本講義で

は、主に小学校での学習指導に焦点を当てて、教育方法・教授法の歴史や理念、学習指導論、教育課程論、教育評価論等の観点から、実際に

授業実践を行うために必要となる教育方法・技術についての基礎的知識を獲得することを目指す。そのうえで、知識の獲得にとどまらず、これま

での多くの授業実践記録などを元にして、実際に方法・技術を用いた授業づくりを追体験することによって、単なる知識内容の暗記ではなく、実

践的な力量をつけることも一つの目的として据えられる。また、教育実践におけるパソコンや視聴覚教材を含む教材の効果的な活用についても

目を配りながら展開する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は特に指定せず、毎回授業者が作成したプリントを用いて授業を進める。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教育実践についての新聞記事や、教育実践や教師の授業づくりについてのドキュメンタリー番組などに関心を向けたり、自身の取得予定教科に

ついての 新の教科書を一読するなど、積極的に教育方法・技術に興味を持ってほしい。

単位数 /  Credit 2

子どもと学習活動 (S)

担当者名 /  Instructor 赤沢 真世

11854

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①授業を成立させている要素やメカニズムについて、これまでの教授法の歴史・特徴を踏まえ、教育目標・教育内容・教育方法・教育評価の各

側面から授業実践を行う上で基礎となる知識を習得する。

②とりわけ新しい教育テーマ（総合学習：食育、国際理解、メディア教育、キャリア教育など）において授業計画における基礎的・実践的な力量を

つける。

③ペアやグループでの発問づくりや教材開発の実際的な取り組みを通して、教師が試行錯誤しながら授業を組む過程を体験し、自身の現段階

の教育方法・技術の到達点を把握し、改善点を見出すことができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

毎回、グループ作業や実践的な取り組みを行うため、積極的に参加されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 教育方法・技術とは何か、授業を成立させる要素第１回

授業と技術について 教育観・学習観の変遷、授業から「技」を見つける、法則

化

第２回

教師の指導言① 教師の指導言の重要性、4分類、指示、説明 第３回

教師の指導言② 発問の開発　１　全体第４回

教師の指導言③ 発問の開発　２　グループでの発表第５回

教材・教具論① 教育内容・教材・教具の区別第６回

教材・教具論② 教材解釈・教材開発　 １　開発第７回

教材・教具論③　 教材解釈・教材開発　２　発表第８回

指導形態・方法① 学習形態、能力別学級編成の意義と問題点第９回

指導形態・方法② 板書の方法と技術、視聴覚教材の使用 第１０回

目標の立て方と評価の意義 めあてとねらい、評価の考え方、観点別評価第１１回

学習指導案の作成① 単元計画、児童観、教材観、指導観第１２回

学習指導案の作成② 導入、展開、総括の流れ、主発問第１３回

学習指導案の作成③ 総括、板書計画、評価 第１４回

学習指導案検討会 グループでの指導案発表、検討 第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱った教材あるいは自身が開発した発問・教材を中心とした１時間の「学習指導案」の

作成をレポート課題とする。授業で示す、学習指導案づくりの留意点・ポイントを 低限満たし

ているものを「可」とし、さらに教育目標から評価に至るまでの一貫性や独自性を有したものを

高く評価する。 

70 ％

平常点評価 毎回のテーマに応じて、ビデオ視聴や講義を行い、それに関する意見・感想を小レポートとして

提出してもらう。また、グループで行う発問づくりや教材開発の活動への積極的な参加やその

成果の度合において、取組状況を判断する。

30 ％
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その他、毎回の各テーマに応じた参考文献を紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

文部科学省　http://www.mext.go.jp/

国立教育政策研究所　http://www.nier.go.jp/

日本教育新聞　http://www.kyoiku-press.co.jp/jep/index.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

授業研究入門 稲垣忠彦・佐藤学／岩波書店／／

教師という仕事と授業技術 奈須正裕／ぎょうせい／／

教育方法　教育の方法と技術 天野正輝編／協同出版／／

時代を拓いた教師たち 田中耕治編／日本標準／／

時代を拓いた教師たちⅡ 田中耕治編／日本標準／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

今日「教育問題」は、マスコミに報道されない日がないほどに、社会の大きな関心事となっている。また、そうした「教育問題」への対処として、「教

育改革」が矢継ぎ早に提起され続けている。だが、はたして「教育問題」として語られているものは、本当にそのように「問題」であり、「教育改革」

を必要とする「問題」なのであろうか。本講義では、歴史的なアプローチによって、世間に流布されている「教育問題」「教育改革」という「常識」的

な教育言説を相対化し、学校や教育を考える際に多様で確かな見方ができるようになることを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

子どもと教育の歴史 (S)

担当者名 /  Instructor 四方 利明

11436

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

世間に流布された教育の定型的な語りを相対化し、主観的かつ感情論的な教育論から脱して、歴史的な視点でもって、学校や教育について考

えることができるようになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

なし。 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本の教育改革  尾崎ムゲン ／中央公論社／／

日本教育小史  山住正己／岩波書店／／

新訂　教育の歴史 佐藤秀夫／放送大学教育振興会／／

戦後公教育の成立 小山静子・菅井凰展・山口和宏  ／世織書房  ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子どもと教育の歴史を学ぶにあたって 就学率、学校化1

ことばと学校教育（1） 戦後教育改革、アメリカ教育使節団2

ことばと学校教育（2） 国語、国民国家3

学校建築史（1) 一斉教授、一望監視装置4

学校建築史（2） 近代、学制5

学校建築史（3） 擬洋風校舎、大正自由教育6

学校建築史（4） 北側片廊下、新制中学校7

学校建築史（5） オープンスペーススクール、学校施設の複合化8

「教育問題」の戦後史（1） 「教育問題」、教育改革9

「教育問題」の戦後史（2） 国家／国民、55年体制10

近代の子ども観をめぐって（1） 大人／子ども11

近代の子ども観をめぐって（2） 近代の子ども観12

教育改革の思想と歴史（1） 児童中心主義、新教育運動13

教育改革の思想と歴史（2） フリースクール、教育基本法14

子どもと教育の歴史を学ぶ意味 子ども、教育15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な知識が身についているかどうか。また身につけた知識を応用することができるかどう

か。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

　子どもはみずから世界を立ち上げようとするとき、さまざまな関係に出会う。

　子どもと社会という時の「社会」とは、そうした関係の総体をさす。

　関係は、定位家族との垂直方向の関係に始まり、同輩や集団との交わり（水平方向）へと展開する。

　その中で一般的な他者からなる社会を知り、自己像を獲得する。この意味で、外的関係構築への模索と内的世界の変容は分離したものではな

く、世界像獲得へのひと続きの過程である。

　本講義では、こうした過程を子どもたちの具体的な問題や課題を読み解くかたちで展開してゆく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

子どもと社会 (S)

担当者名 /  Instructor 中山 一樹

11355

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この講義は、つぎのような学生を念頭においています。

１教職をはじめとする子どもへの関わりや支援の仕事への序説として、

２そのような仕事を志望する動機が何に由来するのかを確認する場として、

３さらに、自分の好きなこと、したいことを模索する（80年代の言い方では自分探し」）に行き暮れてひと休みしようとする　学生。

　したがって、本講のねらいは、子どもの世界立ち上げの姿を知ると同時に、受講生が、みずからの世界を、子どもから現在にいたる遍歴に重ね

て理解するところにある。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

子どもの自分くずしと自分つくり  竹内常一 ／東京大学出版会／／

図説　教育の論点 久冨善之他編著／旬報社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

開講にあたって　いつ子どもは子どもでなくなるのか 社会的カテゴリーとしての大人と子ども1

現代の子どものすがた--事件から読み解く関係の質 関係性としての人間理解2

子ども世界のマイクロポリティクスと個人の歴史 生育史3

依存と親密な関係--存在の承認 承認関係 4

他者像の変遷--垂直関係からの離脱の問題 近代家族　親子カプセル　ハビトゥス 5

交わりと対象関係 外的対象　内的対象6

子どもの世界の政治学--異質性の担保と同等な世界の

展望 

仲間　学級7

公共性としての社会との出会い 公共空間　一般的他者 8

子ども社会専攻の展開科目と領域の説明1 中間まとめとディスカッション9

学校的価値とその対抗文化 学校文化　若者文化10

消費文化世界における自分イメージ--消費し消費される

自分 

消費文化 11

社会への過剰適応と自分の奪還 過剰適応とそれからの脱却12

一般的他者の発見と世界像の確定 社会化の過程 13

子ども社会専攻の展開科目と領域の説明2 子ども社会専攻での学びについてのディスカッション 14

本講の整理とレポートの講評 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 基本的な概念の理解を、発言などによってその都度確認する。 数回にわたるレポート論述を通

して知識が身についているかを確認し、さらに受講生自身の能動的な理解の程度を確認する。

講義中に発言を求めます。

100 ％
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 その他 /  Others

　個別の応答はメールによるものとして、開講後に詳細を紹介します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

「バーンアウトシンドローム」「オーバーユース」。このような言葉を聞いたことがありますか。子どもたちがスポーツをすることによって、引き起こさ

れる逸脱行動です。いや精確には、大人によって引き起こされる子どもスポーツの病理現象です。

　周知の通り、日本の近代化において、スポーツは教育としてなくてはならないものでした。つまり、スポーツによって根性だとか、精神力だとか、

忍耐だとか、協調性だとかを学ばせようとしたのです。本来、遊びであるはずのスポーツが、教育という世界に取り込まれてしまったのです。もは

や、大人たちによって囲い込まれたスポーツは、子ども文化としてのスポーツではないのです。

　では、どうすれば子ども達にとって、スポーツが生き生きとした文化として存在するのでしょうか。文化としての子どもスポーツを通して、日本の

スポーツ文化を照射すると同時に、これからの日本のスポーツのあり方について考えます。したがって、この講義は、子どもスポーツの臨床社会

学といってもよいでしょう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

子どもとスポーツ (S)

担当者名 /  Instructor 杉本 厚夫

15819

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・子どもとスポーツに関する基本的な概念が説明できる。

・子どもとスポーツの関係のメカニズムについて、論理的に述べることができる。

・子どもとスポーツのより良き関係について自分なりの視点を持つことができる。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

普段から、子どものスポーツや遊びに興味を持ち、積極的に機会を見つけて観察するようにしてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「かくれんぼ」ができない子どもたち 杉本厚夫／ミネルヴァ書房／ISBN978-4-623-05933-1／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

映画に学ぶスポーツ社会学 杉本厚夫／世界思想社／978-4-7907-1155-1／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子どものスポーツとは何か？ 臨床社会学的視点の開示 1

コミュニケーション・ツールとしての子どものスポーツ 自律と依存2

子どものスポーツの技術論 できないことは・・・ 3

子どものスポーツと暴力 不可避なものか？4

学校体育の幻想 平等とは何か？ 5

教育としての学校運動部 教育的意味の誤解、パブリックスクール 6

スポーツ少年団の光と影 選手かアスリートか？7

ビジネスとしての子どもスポーツ 親の思い、子どもの思い8

子どものスポーツと体罰 見返りを求める行為9

やる気を失った子ども達 オーバーユース、バーンアウトシンドローム 10

個性という神話 ちがっているから・・・11

コーチングの誤謬 教えること、学ぶこと 12

遊びとしての子どものスポーツ 身体の解放は可能か？13

教養としての子どものスポーツ スポーツマンシップ、フェアプレイ 14

子どものスポーツ文化の構築 がんばらないスポーツ 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 子どもとスポーツに関する基本的な概念と、それらの関係のメカニズムに関する社会学視点に

ついて問う。解答の論理的構成と基本的知識について評価する。

50 ％

平常点評価 毎回、その回の授業の内容に関係する、小レポートの提出を求める。授業内容の理解度とそれ

に対する評論を評価する。

50 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

地球温暖化をはじめとする地球環境問題の克服のためには、現在の社会構造からの大きな転換が必要になる。そのためにはこれまでとは異な

る方向性の経済、技術、エネルギー、インフラ、そして教育が求められる。

本講義では、持続可能な社会、低炭素社会への道筋について検討し、共有するとともに、子どもを対象とした「持続可能な開発のための教育

（Education for Sustainable Development）」（社会の課題と身近な暮らしを結びつけ、新たな価値観や行動を生み出すことを目指す学習や活動）

のあり方についてワークショップなどを取り入れた参加型の講義を通じて学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

環境問題等について扱う関連科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

環境NPOが行う環境教育プログラム等への積極的な参加を通じて体験的な学びを行ってほしい

単位数 /  Credit 2

子どもと地球環境 (S)

担当者名 /  Instructor 豊田 陽介

13308

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①地球環境問題と将来世代の関わりについて理解する

②持続可能な社会をつくるための教育の役割、手法について理解する

③ESDの要素を取り入れた環境教育プログラム（アクティビティ）について検討・考案する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション・授業の概要と導入 アイスブレイク1

将来世代と環境問題について考える　ワークショップ：資

源分配

地域間格差、世代間格差、公害問題、地球環境問題、

グローバリゼーション

2

地球温暖化問題について考える　ワークショップ：フォトラ

ンゲージ

IPCC、削減シナリオ、適応、緩和3

エネルギー問題について考える　ワークショップ：コンセン

トの向こう側

ピークオイル、原子力、自然エネルギー、省エネルギー4

交通問題について考える　ワークショップ：交通日記 都市交通、まちづくり、モビリティ・マネジメント5

企業と地球環境問題 社会的責任（CSR）、社会的責任投資（SRI）、KES6

生物多様性を考える ワークショップ：生き物と生息環境 生物多様性、生態系、遺伝子・種多様性、バイオミミク

リー、COP10

7

食に関する問題を考える　ワークショップ：ハンバーガー

の向こう側

食糧自給率、フードマイレージ、地産地消、伝統野菜8

持続可能な都市・地域を考える　ワークショップ：地域の

資源さがし

環境首都コンテスト、環境モデル都市、ソーシャルキャ

ピタル、アジェンダ21

9

環境社会心理学の手法に学ぶ 目標意図、行動意図、認知、評価10

持続可能な開発のための教育とは（前編） 持続可能な開発のための教育の10年、ソーシャル・キャ

ピタル、GNH

11

持続可能な開発のための教育とは（後編） 環境省ESD促進事業12

アクティビティ考案（テーマ設定） ブレーンストーミング、KJ法、目標、目的13

アクティビティ考案（手法検討）14

アクティビティ案発表・講評15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内で考案してもらうアクティビティをベースにした内容のレポートを予定しています。60 ％

平常点評価 講義中に不定期で実施する予定の小レポートをもとに評価する。

また、授業の中で実施するワークショップへの取り組み度合いなども平常点に考慮する。

その他、NGO･NPOや自治体等による環境教育活動に参加し、それに関連する自主レポートの

提出があった場合、平常点に加味する。

40 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

ESD・J　http://www.esd-j.org/

全国地球温暖化防止活動推進センター　http://jccca.org/index.php

環境省・環境教育のページ　http://www.env.go.jp/policy/edu/

 その他 /  Others

メール　toyota@kikonet.org

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

市民・地域がすすめる地球温暖化対策 和田武、田浦健朗、平岡俊一、豊田陽介／学芸出版／978-4-7615-2407-4／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

子ども期の問題行動の典型例である非行をとりあげ、子ども期と非行との関係、その意味を明らかにする。

その際、非行心理はもちろん、生理・心理・社会の包括的な視点から検討すると同時に、その対応策についても検討する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にない。

原則として毎回のコミュニケーションペーパーへの記入を求めます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

総務省

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070130_1.html

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

子どもと非行 (S)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

13331

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

非行を様々な切り口から浮かび上がらせると同時に、そのことを通じて子どもや子どもの行動をどう見るのかをという、非行への視座を獲得す

る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

masato.noda@Gmail.com

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

犯罪・非行の心理学 藤岡淳子／有斐閣／ 978-4-641-18347-6／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子どもと非行の見方・考え方 子ども・非行・健全育成１

非行理論２

非行の心理３

非行とパーソナリティー４

非行の生物的側面 発達障害５

非行と家族 児童虐待６

非行と学校 いじめ７

非行と学校・地域８

非行の対応システム 児童相談所・家庭裁判所９

非行のアセスメント①１０

非行のアセスメント②１１

非行の臨床１２

地域の非行対応 機関連携１３

学校の非行対応１４

今日の非行課題と対応１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 レポート提出を基準として、学習全体の理解を総括します60 ％

平常点評価 小課題を出しますので、講義中の指示に注意すること。40 ％

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

「子ども」と「まちづくり」において、子どもは利益を享受する主体であるが、その関わり方は、対象であったり主体であったり、さまざまである。また

「子ども」という定義について、生活様式から再検討することで、今日の「まちづくり」をよりよいものにする視点がひらける。本講義では、「子ども」

と「まちづくり」について、その関わり方や、各地の事例を紹介していく。

本講義では各回で個人またはグループで作業をしてもらい、「こどもとまちづくり」について、学生の視点から検討してもらい、今後のよりよいあり

方を一緒に検討する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ゲストスピーカーを予定

単位数 /  Credit 2

子どもとまちづくり (S)

担当者名 /  Instructor 浅野 智子

16029

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・「子ども」と「まちづくり」のさまざまな関わりについて理解すること

・今日の「子ども」の定義に欠かせない「労働」との関わりについて理解すること

・今後のよりよい「子ども」の生活環境の整備について、検討していくための方法論を身につけること

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 講義の目的と構成、講師紹介1

子どもとまちづくりの方法論.1 子どもの特質

子どもとまちを考える（個人作業）

2

子どもとまちづくりの方法論.2 子どもとまちづくりの為の資源

子どもとまちを考える（グループ作業）

3

子どものためのまちづくり.1 コミュニティづくり

子どもの空間認知

子どもとまちを考える（グループ作業）

4

子どものためのまちづくり.2 遊び場づくり・校庭づくり

子どもの遊び場を考える（グループ作業）：場所の確定、

コンセプトづくり

5

子どものためのまちづくり.3 イベント（ミニ・ミュンヘン）と生活様式

子どもの遊び場を考える（グループ作業）：目標づくり

6

中間総括 質疑応答

子どもの遊び場を考える（グループ作業）：プログラムづ

くり

7

中間発表 グループ作業の全体発表8

子どもによるまちづくり.1 子どもが参加するデザインプロセス

子どもの生活を分析する（グループ作業）

9

子どもによるまちづくり 子どもによる遊び場のデザイン

子どものまちあるきを企画する.1（グループ作業）：コン

セプトづくり

10

子どもによるまちづくり 子どもが参加する学校づくり

子どものまちあるきを企画する.2（グループ作業）：コン

セプトづくり

11

子ども・労働・環境 子どもと労働

子どものまちあるきの企画全体発表

12

子どもの教育支援 子どもの労働の実態

フィリピンの教育支援の取り組み

ゲストに対する質問事項の検討（グループ作業）

13

子どもの教育支援 ゲストスピーカー予定14

講義のまとめ ゲスト講演のまとめと講義全体のまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 上記の３点より到達目標に達しているか評価する50 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

個人またはグループ作業に参加してもらうこと、また講義期間中に２回の全体発表会に参加することが原則である。

またグループ作業などには、宿題や課外作業が含まれる。それを楽しめる者の参加を望む。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

平常点評価 出席をとり、毎回コミュニケーションペーパーを提出してもらう。具体的な問題提起を行った者、

また個人またはグループ作業をした者について出席と見なす。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

現代の子どもは、テレビやラジオ・新聞・雑誌・映画といった従来のメディアのほか、ゲームやインターネットなどのデジタル・メディアに囲まれて

育っている。本講義では、子どもとメディアのかかわりについて、社会・教育・心理学的見地から考察する。また、子どもが接している様々なメディ

アを実際に授業中に参照し分析を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。他専攻や他学部生でメディアの基礎知識がなくても十分に受講可能。

ただし、平常点評価１００％とはいえ決して楽な授業ではないので、以下シラバスに記載してある授業内容や課題等をよく確認してから登録する

こと。

自分で考える力を身につけたい学生の受講を歓迎する。 

・毎回ＱＲコードシールを持参すること。シールのないものは減点とする。

・子どものインターネット利用状況やそれにまつわる諸問題（ネットいじめ等）を、教育現場での経験をもとに話していただくゲストスピーカーの

回を1度設ける予定である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日常生活において、自分が使うメディアや子供向けのメディアに常に注意を払い、本講義の目的を体して意識的にメディアを観察すること。

単位数 /  Credit 2

子どもとメディア (S)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

15921

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・「メディアが子どもの日常生活においてどのような役割を果たしているのか」、「子どもはメディアをどのように理解し使用しているのか」、「メディ

アが子どもの成長にどのような影響を与えるのか」、といったメディアと子どもについての基本的な事柄について理解する。

・子どもにメディアを教えるにあたり、メディア・リテラシーの基本的な概念や教育の実践についての基礎的な知識を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講義だけではなく、子ども向けのメディアを分析したり自分なりの考察を深めるなど、受講者の積極的な参加が必要とされる授業である。

・初回に授業の進め方、試験、評価方法などの詳細な説明とともにアンケートも行うので、第１回目から必ず出席すること。

・遅刻は他の受講者の迷惑になるので厳しく対処する。レジュメや資料等も授業開始から３０分以降は一切配布しないので注意してほしい（病欠

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義　（授業の進め方）、メディアとは何か 「私のメディア史」（子ども時代に接したメディアを振り返

る）

第１回目

子どものメディア環境：　子ども時代の変化 子ども、子ども時代、子どものメディア利用実態第２回目

子どもの発育、行動、モラル形成とメディア 乳幼児のメディア理解、幼児用教育番組の効果第３回目

子どもとポピュラー・カルチャー ポピュラー・カルチャーと子どものアイデンティティ形成第４回目

メディアと暴力 メディアに描かれるバイオレンスとその影響第５回目

メディアとジェンダー メディアに描かれる「女の子らしさ・男の子らしさ」第６回目

消費者としての子ども（１）テレビ番組 消費社会と子ども、ブランド・ロイヤルティー第７回目

消費者としての子ども（２）広告 子どもへのマーケティング、大量消費社会とメディア第８回目

デジタル時代の子ども：　インターネットと子どものメディ

ア発信

ネットいじめ第９回目

子どもの権利とメディア 権利主体としての子どもと子ども向けメディア第１０回目

子どもにメディアを教える（１）　 メディア・リテラシー、メディア教育とは何か第１１回目

子どもにメディアを教える（２）　 メディア・リテラシーの基本概念第１２回目

子どもにメディアを教える（３）　 メディア教育の実践第１３回目

子どもにメディアを教える（４）　 メディア教育の課題第１４回目

検証テスト（60分）と解説（30分）第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①検証テスト（４０％）

終回の授業で、それまでの授業内容の理解度とそれを踏まえて自分の考えを記述できるか

どうかを確認する検証テストを実施する。未受験の場合は、「不可」となるので注意。

②コミュニケーション・ペーパー（６０％）

授業中に毎回Ａ４用紙一枚程度のコミュニケーションペーパーを課す。内容はメディア分析や小

レポートなど。０～５点で評価する。単なる出席点ではないので注意。１４回中９回以上提出の

ないものは、即「不可」となる。

100 ％
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教科書は特に指定しない。必要に応じて授業中にレジュメと参考文献リストを配布する。

その他、適宜授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

The International Clearing House on Children, Youth, & Media http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

ややむを得ない事情を除く）。

・私語は他の受講生の迷惑となるので厳しく対処する。退出を命じることもあり、その際は当日のコミュニケーション・ペーパーは０点となる。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアと人間の発達　－　テレビ、テレビゲー

ム、インターネット、そしてロボットの心理的影響

坂元章編／学文社／4762012629／

Children, Adolescents, and the Media (Second 

Edition) 

Victor C. Strasburger, Barbara J.Wilson, and Amy B. Jordan／Sage Publications／

9781412944670／

子どもとニューメディア 北田暁大・大多和直樹(編）／日本図書センター／4284301251／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　現代社会の閉塞感が、子どもたちにあたえている影響は多様で、家庭的な困難を抱えている子、家族との愛着関係で問題を抱えている子、発

達面での困難を抱えている子、学力不安を抱えている子、友達関係で悩んでいる子等々に表れている。

　これは、一部の特別な子ではない。圧倒的多数の子が何らかの「困ったこと」を抱えている。こうした子どもたちをどう受け止めるかが、すべて

の子どもとの信頼関係を強くする基本となる。すなわち、教師にとって「困った子」は、「困っている子」なのだと理解をすることが重要である。その

上に立っての指導こそ、子どもたちの心に届くものとなる。

　以上のことを前提にした「子ども理解」と「指導」の在り方をできるだけ具体的な事例をもとに考察していきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

１、紹介する「参考図書」を読む努力をすること。

２、教育雑誌、新聞、テレビニュースに関心を持ち、子ども・教育をめぐる情勢を把握すること。

３、日常生活の中で出会う親子の会話や行動に関心を持って観察する。

４、現場教師の研究会等には、可能な限り参加するようにすること。

単位数 /  Credit 2

子どもの理解と指導 (S)

担当者名 /  Instructor 森川 紘一

10726

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１、子どもの生活実態を知ることの意味を理解する。

２、子どもに寄り添い、子どもを深く理解するためには、余裕と遊び心と洞察力が大切であることを実感する。

３、人間的ぬくもりのある学級づくりの基本は、子ども・父母との信頼関係をつくることであることを理解し、実践するための基礎的な力量をつけ

る。

４、子どもたちの友達関係を豊かにするための教育活動のありかたを具体的に探究する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション（授業の概要と受講態度について） 講義通信・受講時の心得・「受講コメントカード」等につ

いての説明

1

「出会い」の大切さ 「始業式」・子どもの心をほぐす2

「遊び心」で子どもとつながる 「遊び心」の３要素、「安心感」と「信頼感」3

子どもの内面を洞察する 子どもの「見えない姿」・「聞こえない声」に注目4

子どもの「すること・しないこと・言うこと・言わないこと」の

「わけ」を知る

（１）　自分を安心して出せない子の存在5

子どもの「すること・しないこと・言うこと・言わないこと」の

「わけ」を知る

（２）子どもの道理・子どもにとっての真実とは6

子どもの「すること・しないこと・言うこと・言わないこと」の

「わけ」を知る

（３）子どもが背負っている生活の重荷7

子どもの発達段階を大切にした子ども理解 「這えば立て、立てば歩めの親心」の二つの「ば」に注

目、「早期教育」の問題点、９・１０歳の節目

8

「もめごと」は子どもたちの成長のための肥し 子どもへの信頼、子どもの問題解決力、成就感、まとま

り、発展的もめごとトモグラたたき的もめごと

9

「子どもから学ぶ」ことと「上から目線」 問題行動の予兆と警鐘、年齢差を超えた子どもの「願

い」、「ほめられたい・認められたい」願い

10

子ども・父母とつながるための「学級通信」 （１）忙しい読者（子ども・父母）を主役にした学級通信、

見出し文字や細字の書き方

11

子ども・父母とつながるための「学級通信」 （２）「学級通信」活動の意義、工夫12

子ども・父母とつながるための「学級通信」 （３）楽しみにされる「学級通信」のレイアウト13

教師のシナリオをこえる子どもの可能性（修学旅行での

サプライズから始まるドラマ）

感動（文化）の共有、創造性、自治能力、連帯性14

子どもたちを育み・守るためのネットワークの重要性 語り合う、あてにし合う、支え合う、繋がり合う、「仮親」

にこめられた「子育て思想」

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・講義内容等を学級通信のスタイルにまとめて授業の終盤に提出する。これを評価対象とす

る。

・ただし、参考図書についてのレポートを提出した者には、評価点を加算することがある。

100 ％
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授業で、適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

１、授業では、表情・言動等でのコミュニケーションを大切にしたいので、積極的に参加してもらいたい。

２、「受講コメントカード」には、自分の認識を丁寧にまとめること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子ども力をはぐくむ』 森川紘一著／クリエイツかもがわ／４－９０２２４４－４３－８／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

社会学的に教育現象を分析する、教育社会学の基礎となる見方と考え方について、理解を深めることを目標にする。特にこの講義では、近年、

教育現象をとらえる視座として重要とされるようになった、ジェンダーの視点から、教育における制度的・文化的な捉えなおしを行うつもりである。

ジェンダー概念を理解するとともに、ジェンダーに敏感な感性を養い、ジェンダー平等について、受講者自らの問題として考える機会を提供した

い。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ジェンダー論

教科書は使用しない

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生が自らの経験を問い直す機会としてほしい。

単位数 /  Credit 2

ジェンダーと教育 (S)

担当者名 /  Instructor 日野 玲子

16018

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ジェンダーに敏感になり、暮らしの中のジェンダー・バイヤスに気づく

ジェンダー平等について考える

学校教育制度や学校文化をジェンダーの視点で検討し、新たな教育づくりを構想する

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

積極的な参加を希望する

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ジェンダーで学ぶ教育 天野正子他／世界思想社／／

ジェンダーで考える教育の現在 木村涼子他／解放出版社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入　ジェンダーという考え方第１回

ジェンダー概念の理解

多様な性について

第２回

文化の力を知る　ジェンダー化された身体第３回

ジェンダー意識の形成１　発達心理学の知見から第４回

ジェンダー意識の形成２　赤ちゃん成長のひみつ第５回

ジェンダー意識の形成３　ジェンダーの視点で教科書を

検討

第６回

ジェンダー意識の形成４　ジェンダーの視点で絵本を検

討（作業）　

第７回

学校文化の検討　隠れたカリキュラムという考え方第８回

学校教育をジェンダーの視点で検討する　学校体育を課

題に

第９回

ジェンダー再生産装置としての学校第１０回

学校教育制度とジェンダー秩序１第１１回

学校教育制度とジェンダー秩序２第１２回

男女平等教育のとりくみと課題１第１３回

男女平等教育のとりくみと課題２第１４回

ジェンダーと教育の課題と可能性第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 70 ％

平常点評価 中間レポート

小レポート

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

必要のある場合、授業内で。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

戦後教育のジェンダー秩序 小山静子／勁草書房／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

例年通り、コミュニケーション・ペーパーを用いた双方向型講義を行う。本年度は「子どもの自尊心」をテーマとする。子どもだけでなく、我々日本

人の自尊心の低さは実に顕著であって、各種社会調査によっても明らかにされている。今期「自我論」では、そうした我々の自己評価の低さがど

ういう要因によって作り出され、どのような性質のものであり、どういう帰結をもたらしているのかについて、話題にしてみたい。議論の進行を踏ま

えながら、今後の我々のあり方についても、検討することとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「社会学理論」・「社会学史」・「社会倫理学」・「社会文化論」などの講義を履修していることが望ましい。自分の個人的な体験に寄りかからない次

元の想像力や思考力を獲得するために、抽象的な思考の地平を経験してきて欲しい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義は、事前にテキストを読んでいることを前提に進めるので、事前に必ずテキストを読んでおくこと。

単位数 /  Credit 2

自我論 (S)

担当者名 /  Instructor 景井 充

13313

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

講義名からは心理学的内容を連想するかもしれないが、基本的には社会学的視点からの考察である。そして目指すは、社会学的視点から我々

自身と日本社会・文化を捉え返す批判的視点を獲得することである。そしてまた、そのような視点に立ちつつ、そこから見える社会的・個人的

パースペクティブを言語化できるようになるための基礎的訓練の機会ともしたい。究極的には、社会学が目指す社会的・人間的オルタナティブの

提起というものが具体的にいかなるものかを知り、自らの知的な道具のひとつとすることを、到達目標とする。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の目的・意図、手法および到達目標、 終評価につ

いての説明

『日本の子どもと自尊心』第１章「セルフ・エスティーム（自

尊心）」

自尊心・自尊感情１

『日本の子どもと自尊心』第２章「日本人とセルフ・エス

ティーム」

権威主義的文化と自尊心２

『日本の子どもと自尊心』第３章「セルフ・エシティームと

自己主張」

＜なる＞論理と＜する＞論理３

『日本の子どもと自尊心』第４章「小学生の自己主張とセ

ルフ・エスティームの発達」

自尊感情の発達４

『日本の子どもと自尊心』第５章「母親の価値態度と子ど

もの自己の発達」

文化としての「母」５

『日本の子どもと自尊心』終章「文化と自己の発達を巡る

一考察」

コミュニケーション・ペーパー（１）

＜私＞と「文化」６

コミュニケーション・ペーパー（１）へのレスポンス７

『イギリスのいい子 日本のいい子』第１章「自己主張と自

己抑制」

＜子ども＞の社会的馴化８

『イギリスのいい子 日本のいい子』第２章「イギリスとアメ

リカと日本」

子育ての文化的差異９

『イギリスのいい子 日本のいい子』第３章「幼児のしつけ

と教育の日英比較」

社会化の文化的ハビトゥス（１）１０

『イギリスのいい子 日本のいい子』第４章「日本とイギリ

スの子どもたち」

社会化の文化的ハビトゥス（２）１１

『イギリスのいい子 日本のいい子』第５章「日本人の対人

関係と子どもの自己の発達」

＜私＞なるものの成立１２

『イギリスのいい子 日本のいい子』第６章「新しい幼児教

育の方向性」

コミュニケーション・ペーパー（２）

自尊心の可能性１３

コミュニケーション・ペーパー（２）へのレスポンス１４

講義の総括 －－ われわれの自尊心と未来１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の内容を踏まえてオリジナルな考察を展開することを求める。単なる感想文や経験談は評

価の対象とはしない。

100 ％
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コミュニケーション・ペーパーは成績評価の素材とはしない。

その他の参考書は講義の中で紹介するので、各自興味に沿って取捨選択されたい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

２回生には少し難しい講義ではないかと思うので、３・４回生での履修を勧めるが、意欲的な２回生の履修はもちろん歓迎する。単位が欲しいだ

けの学生には、本講義の単位取得は無理。みずからの個人的・社会的・文化的経験を意識的に捉え返す、ある意味で厳しい時間になるはずで

ある。そのような心と頭の準備をしてきてもらえればよろしかろう。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本の子どもと自尊心 佐藤淑子／中央公論社／9785121019844／

イギリスのいい子 日本のいい子 佐藤淑子／中央公論社／9784121015785 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

子どもの 貧国・日本 山野良一／光文社／9784334034702／

自己愛の時代 山崎久美子／ぎょうせい／9784324087695／

日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか 古荘純一／光文社／9784334035068／

一億総ガキ社会 片田珠美／光文社／9784334035723 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

子どもは一人で発達するものではなく、社会との相互作用を通して発達していく。そのため、本講義では子どもの発達とそこにおける課題につい

て、子どもの側のみに焦点をあてるのではなく、社会との関係の中で捉えていく。その際、本講義では子どもにとって重要な社会である学校生活

に特に注目する。子どもは一日の多くの時間を学校で過ごし、そこで勉強するだけでなく、人間関係など様々なことを学ぶ。こうした学校生活は

子どもに様々な発達の機会をもたらすが、必ずしもうまくいく子どもばかりではない。従って、こうした学校生活における困難と子どもの発達につ

いても理解を深めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

3分の2以上出席したものを評価の対象とする。出席状況は各自で管理しておくこと。

指定しない

授業内で適宜紹介する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義で解説した内容の理解を深めるため、授業外でボランティアに参加するなど子どもとふれあう機会を持つよう心がけて欲しい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

児童・発達心理学 (S)

担当者名 /  Instructor 岡田 有司

11025

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①子どもの発達の道筋について説明できる。

②学校現場が抱えている「問題」の背景にある、子どもの心理について指摘できる。

③小学校の教員として必要な心理学の知識を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子どもの発達の諸側面(1) 発達段階、発達課題、生涯発達1

子どもの発達の諸側面(2) 認知発達、言語発達2

子どもの発達の諸側面(3) 社会性の発達、自己意識の発達3

子どもの発達の諸側面(4) 学習、動機付け4

子どもの発達と社会(1) 親子関係、しつけ5

子どもの発達と社会(2) 世界の子どもと日本の子ども、自尊感情6

子どもの発達と社会(3) メディアの影響、社会的学習7

子どもの発達と社会(4) 生活空間、放課後の過ごし方8

子どもと学校への適応(1) 学校への適応、不登校、いじめ、問題行動9

子どもと学校への適応(2) 子どものストレス、ストレスマネジメント10

子どもと学校への適応(3) 子どものアセスメント、心理テスト11

障碍のある子どもの発達と教育(1) 障碍と教育、特別支援教育12

障碍のある子どもの発達と教育(2) 発達障碍の子どもの理解13

障碍のある子どもの発達と教育(3) 発達障碍の子どもへの対応14

まとめ 現代の子どもと発達、これまでの授業の振り返り15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業で解説した内容に基づいて試験を実施する。子どもの発達に関する知識を十分に身につ

けていることが求められる。

70 ％

平常点評価 授業で小レポートなどの課題を課し、それに基づいて評価を行う。30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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 その他 /  Others

yokada@fc.ritsumei.ac.jp
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授業 の概要 /  Course Outline

生涯学習の意義と現代的特徴

『生涯学習』の意義や考え方を理解し、人々の生涯に亘る学びを援助し、支援する活動について考察する。

あらゆる年齢層の教育、生涯学習体系の中の教育について学ぶ。生涯学習社会の今日的課題についても考察する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教育学全般の学習と教養を高める科目の履修が望まれる。 

定期試験を行うが、平常点を含む総合評価である。 

他は適宜指示 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

図書館、博物館、生涯学習センター、その他社会教育施設を有効に活用すること。

関連の資料等を十分活用すること。 

単位数 /  Credit 2

生涯学習論 (S)

担当者名 /  Instructor 崎野 隆

13332

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

○　生涯学習の意義を理解する。

○　社会教育を遂行する力量をつける。

○　生涯学習を鼓舞するリーダーシップ性を身につける。

○　文化の創造と発展を担う役割の自覚を高め、生涯学習遂行の力量をつける。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義はメモを取り、良く聞き、理解しようと努めること。テキストや生涯学習関係の書物を良く読み、生涯学習についての認識と知見を深めるよう

努力すること。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

教育学の根本問題  奥川、川村、崎野、竹熊、田中、村島 ／ミネルヴァ書房  ／４－６２３－０４７４９－０ ／

授業の骨子を記述している 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

生涯学習の意義 学ぶこと 1

生涯学習の課題 社会的課題と個人的課題 2

生涯学習における個人的課題 発達課題と欲求課題 3

生涯学習社会と自己実現 自己実現 4

生涯学習における社会的課題 社会的必要課題と要求課題 5

発達課題の解決を目指す生涯学習 ライフサイクルとライフステージ、人間の生き方、在り方 6

生涯学習の推進体制  生涯学習行政7

図書館における「情報」からの学習と施設 図書館での学び 8

 博物館における「もの」からの学習と社会教育施設 博物館での学び 9

 生涯学習とボランティア  社会教育の意義10

地域社会と生涯学習 公民館・生涯学習センターと社会教育主事11

生涯学習とまちづくり 地域／まちづくり12

 生涯学習の課題と展望Ⅰ（男女共同参画社会・高齢化

社会）

 男女共同参画社会・高齢化社会13

 生涯学習の課題と展望Ⅱ（情報化社会・グローバル社

会）

情報化社会・グローバル社会、情報モラル、多文化・多

言語共生社会 

14

生涯学習の課題と展望Ⅲ（生涯学習の方法・社会の要

請）

生涯学習の方法・社会の要請・環境問題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述試験を行う。80 ％

平常点評価 出席点、意見発表などを加味する。20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

他は適宜指示 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

適宜紹介

 その他 /  Others

計画的に学ぶこと 

E-mail:r-sakino@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生涯学習  讃岐幸治・住岡英毅編著 ／ミネルヴァ書房 ／４－６２３－０２２８８－９ ／基礎的な書

物として活用 

新しい時代の生涯学習  関口・小池・西岡・鈴木・堀著 ／有斐閣 ／４－６４１－１２１６４－８ ／ 近の状況の考

察材料

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

公立小学校で教える「外国語活動」、総合的な学習の時間の中であつかう英語活動、私立小学校や（特区指定や研究指定校の）公立小学校に

おける教科としての英語を指導するための必要な知識と技能を身につける。特にカリキュラム上の「外国語活動」やその他の英語の扱い方の位

置づけ、外国語習得と教授法の理論、英語基礎知識、実際の指導案の類型や望ましい指導法について概要を学ぶ。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特に該当する科目はない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書の指定された箇所は必ず読んでから授業にのぞむこと

子ども社会専攻小学校教員養成課程サポートセンターや文学部学校教育臨床研修室（研心館３階）にある資料や授業ビデオなどを積極的に参

照してみておくことがのぞましい

全国で開催される公開授業、研究会に参加してできるだけ多くの実践にふれておくとよい

単位数 /  Credit 2

小学校英語教育研究 (S)

担当者名 /  Instructor 田縁 眞弓

13134

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1.2011年完全実施の学習指導要領における「外国語活動」の位置づけとそれ以外の英語教育のねらいと内容を理解する。

2.小学校英語指導のために必要な正確な英語の音素の発音、クラスルームイングリッシュ、小学校英語活動・教育の中で扱う英語表現やダイア

ローグを学ぶ。

3.外国語習得、外国語教授法とその歴史的な変遷について基礎的な知識を得る。

4.コミュニケーション能力という概念、および英語を使ってコミュニケーション能力を育てる方法について学ぶ。

5.小学校英語指導のための望ましい指導案と実際の指導方法を知り、指導案が書けるようになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

できるだけ英語に親しんでおいてほしい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

この授業のねらいと進め方、学習指導要領における英語

活動の目的、カリキュラム上の他のタイプの英語教育

小学生用の英語リスニング力を知る、英語の音素練習

１  

1

日本の小学校英語教育導入の歴史的変遷、海外の初等

外国語教育、外国語習得のメカニズムと外国語教授法の

タイプ  

小学生の英語スピーキング力を知る、英語の音素練習

２ 

2

早期英語教育と国語力、バイリンガル育成と学校英語教

育との対比  

授業例１、クラスルームイングリッシュ練習１  3

国際理解教育と小学校英語との関連、実践例 授業例２、クラスルームイングリッシュ練習２4

『英語ノート』のカリキュラム内容と指導法　5年生  授業例３、クラスルームイングリッシュ練習３5

『英語ノート』のカリキュラム内容と指導法　６年生  授業例４、英語表現・ダイアローグ１6

中間テスト  英語表現、ダイアローグ２ 7

１時間の授業の組み立て方、フォニックスの指導、 歌、チャンツ、ゲームの効果的な使い方8

１単元の構成要素、タスクという概念 モジュール用のフレーズ練習の効果的な使い方9

読み聞かせと様々な絵本の活用、読み聞かせから文字

の認識と児童自身による読みへ  

10

教材（カード、pptスライド）・教具（CD、パソコン、スマート

ボード）の使い方

英語表現、ダイアローグ３  11

授業の善し悪しを評価する（授業分析シート）  英語表現、ダイアローグ４ 12

児童の学びを評価する（評価の観点、評価の方法、児童

へ返す評価）  

英語表現、ダイアローグ５ 13

終課題にとりくむ（１単元の授業案、教具、教材）14

終課題を作成する（１単元の授業案、教具、教材）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中に行う中間テスト（40％）、学期末の 終課題（40％）、日常のミニレポートや授業参加

（20％）を総合的に判断する  

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

小学校英語で身につくコミュニケーション能力 湯川笑子　ほか   ／三省堂 ／／

小学校学習指導要領「外国語活動」解説 ／文部科学省 ／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

小学校英語教育の進め方 金森強　ほか   ／成美堂 ／9784791971473／

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

公立小学校で教える「外国語活動」、総合的な学習の時間の中であつかう英語活動、私立小学校や（特区指定や研究指定校の）公立小学校に

おける教科としての英 語を指導するための必要な知識と技能を身につける。特に公立小学校での「外国語活動」の望ましい指導法が考案・実践

できるように演習を行う。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

小学校英語教育研究 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

小学校英語授業研究 (S)

担当者名 /  Instructor 田縁 眞弓

15801

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1.2011年完全実施の学習指導要領における「外国語活動」とそれ以外の英語教育のねらいと指導実践の方法を理解し、「外国語活動」の指導案

を書くことができる。

２. 「外国語活動」の模擬授業ができる。

３.小学校英語指導のために必要な、正確な英語の音素の発音、クラスルームイングリッシュ、小学校英語活動・教育の中で扱う英語表現やダイ

アローグを習得する。

４. 小学校英語授業を見て、その善し悪しが判断でき、改善案を作ることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

この授業のねらいと進め方、学習指導要領における英語

活動の目的、指導案例 自己紹介（名前、挨拶、出身、誕

生日）およびフォニックスジングルの指導の体験と英語練

習  

自己紹介　フォニックスジングル 1

自己紹介（既習のことに加えて、好きなこと、もの、趣味な

ど）の指導の単元構成、復習の仕方およびチャンツと歌

の活用について体験と英語練習

復習　チャンツ・歌2

数、形、色、朝食（昼食）のメニュー、文化比較や自己表

現と絡めてこのトピックと指導に必要な英語表現の練習、

教材の収集と加工  

教材　収集　加工 3

絵本の活用と実習、教材の作成と提示 絵本4

これまでにでてきた、指導方法の実習、指導に必要な英

語の練習、

指導方法5

1時間の指導の組み立て方、指導者と指導形態、マルチ

メディア教材およびICTの活用法 

ＩＣＴ 6

指導に必要な英語テスト、および、教案作成、模擬授業

準備  

英語テスト 7

サンプル授業視聴、模擬授業準備  8

実践 模擬授業　色やそれにからめたもの（動物、食べ

物，衣服他）の学習を含む授業模擬授業　朝食もしくは昼

食のメニューについての学習を含む授業  

9

実践 模擬授業　読みきかせの学習を含む授業模擬授業

　時刻やスケジュールの学習を含む授業  

10

実践 模擬授業　動作動詞（スポーツ、お手伝い、一日の

行動）の学習を含む授業模擬授業　数字や方向の学習を

含む授業

11

実践 模擬授業　動作動詞（スポーツ、お手伝い、一日の

行動）の学習を含む授業模擬授業　数字や方向の学習を

含む授業

12

実践 模擬授業　季節と季節の行事の学習を含む授業模

擬授業　文字の指導とフォニックスの学習を含む授業 

13

実践 模擬授業　テーマ未定模擬授業　テーマ未定  14

まとめと課題 ディスカッション  15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中に行う中間テスト（40％）、模擬授業の実践（40％）、日常のミニレポートや授業参加100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

小学校英語教育の進め方(改訂版） 岡秀夫・金森強  ／成美堂  ／4-7919-7141-8 ／

（20％）を総合的に判断する

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

我々の身体は、姿勢、しぐさ、動作などによって言語以上に雄弁にものを伝えることが可能である。こうした身体表現は、ことばならざることばで

あるところの非言語コミュニケーションと考えられ、コミュニケーションの重要な要素と考えられる。またその身体表現は、自然・社会・文化などと

深くかかわり様式化された身体表現つまり舞踊として踊られている。こうしたことをふまえて、この講義では、1．身体表現の概念と諸相　2．日本

と世界各国におけるさまざまな舞踊と自然・社会・文化とのかかわりを考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

芸術と社会にかかわる科目

文化人類学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介する参考文献を読み、自ら関係する文献を検索し、さらには実際の舞踊公演を鑑賞し、身体表現に関する知見を広め深化させる。

単位数 /  Credit 2

身体表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

13138

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

身体表現とは何か、さらに身体表現は自然・社会・文化と深くかかわっていることを学ぶことによって、受講者の「身体表現と社会・文化を見る視

点」を獲得することが期待される。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

無意識に行っている身体表現を意識化させ、その表現は、自然・社会・文化と深く結びついていることを考える。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 自己紹介、授業の到達目標、成績評価方法等1回

非言語コミュニケーションの概念 肉体、姿勢、しぐさ、空間、色彩、時間等2回

非言語コミュニケーションと社会・文化 日本、欧米等様々な社会・文化、非言語コミュニケー

ションの諸相

3回

非言語コミュニケーションの分類・役割及び30分間の確

認テスト

確認、修飾、代用、コミュニケーション管理、矛盾等4回

舞踊（様式化された身体表現）の概念・現代における舞

踊の意味

舞、踊り、舞踊、ダンスという言葉の意味、舞踊における

聖と俗等

5回

日本の伝統舞踊（１） 古典舞踊（雅楽、能楽、歌舞伎、日本舞踊等）と民俗舞

踊（神楽、田楽、風流等）のとらえかた

6回

日本の伝統舞踊（２） 表現の様式と技法、表現要素の複合化、序破急の形

式、道行の形式、舞踊動作の特性

7回

中間のまとめとグループワーク・レポート提出 非言語コミュニケーションに関する多面的な討論とプレ

ゼンテーション

8回

世界の舞踊（１） アフリカの舞踊と社会、舞踊特性と自然・社会・文化9回

世界の舞踊（２） アジアの舞踊と社会、舞踊特性と自然・社会・文化10回

世界の舞踊（３） 欧米の舞踊（特にフォークダンス、バレエ）と自然・社会・

文化

11回

現代の舞踊（４）と30分間の確認テスト実施 欧米の舞踊（特にモダンダンス、ポストモダンダンス、コ

ンテンポラリーダンス）と自然・社会・文化

12回

クロスオーバーする現代の舞踊 現代美術、パフォーマンス等における身体表現、オル

ターナティブスペース

13回

舞踊教育の思潮と動向、生涯学習時代における舞踊教

育

アメリカ、イギリス、日本における舞踊教育の流れ、生

涯学習時代における舞踊学習内容

14回

各ジャンルごとの舞踊の特性、聖と俗に関する舞踊、まと

め

身体表現と形式、舞踊の構造と機能、現代社会におけ

る舞踊の意味

15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験答案における論理的な記述や授業の理解度などを評価する。60 ％

平常点評価 2回の確認テスト実施と1回のレポート提出：どの程度主体的に学習し、自ら考察しようとしたの

かを判定する。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

舞踊学講義 舞踊教育研究会／大修館書店／4‐469‐26197‐1／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

非言語コミュニケーション マジェリー/F/ヴァ-ガス／新潮社／4-10-600334-1／

しぐさの世界 野村雅一／日本放送出版協会／4-14-001429-6／

異界へのメッセンジャー 姫野　翠／出帆新社／4－86103－016－1／

おどりの美学 郡司正勝／演劇出版社／4-900256-40-4／

渡来の祭り　渡来の芸能 前田憲二／岩波書店／4－00－024123－0／

舞踊と社会 遠藤保子／文理閣／4-89259-375-3／

手の日本人　足の西欧人 大築立志／徳間書店／4-19-554087-9／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

スクールソーシャルワークは、アメリカにおいてはソーシャルワークの草分け的分野のひとつとして長い歴史をもつものの、日本ではまだ 近知

られるようになり、制度化された分野です。

この講義では、スクールソーシャルワークの理解と応用、課題などについて研究します。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

2008年度から、スクールソーシャルワークが文科省により制度化されています。さまざまなメディアの報道に関心をもっておいてください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

スクールソーシャルワーク論 (S)

担当者名 /  Instructor 佐々木 千里

13310

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

子どもの 善の利益を追求する活動であるスクールソーシャルワークを理解したうえで、スクールソーシャルワーカーとして活動することを念頭

においての価値・知識・技術を学びます。また、教員などがスクールソーシャルワーカーを活用する場合やスクールソーシャルワーク的な視点を

身につけた教育活動のありようを学びます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業で取り上げる内容は多様ですが、それらの積み上げによって全体の理解が深まるという構成です。そのことを踏まえて受講してください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スクールソーシャルワーカー養成テキスト 日本学校ソーシャルワーク学会編   ／中央法規出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スクールソーシャルワークの概要  1

ソーシャルワークの視点の確認 子ども家庭福祉分野のソーシャルワーク  2

日本の学校の特性 初等教育、中等教育3

学校の役割 

  

発達上の特徴について（特別支援教育）4

学校の役割 児童虐待について5

「子どもと環境」 学校現場における子どものＳＯＳ6

スクールソーシャルワークのアセスメント　情報収集と分

析

 

アセスメントの対象7

スクールソーシャルワーカーの支援のあり方 スクールソーシャルワーカーの活動8

スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラー スクールカウンセラーの役割、スクールソーシャルワー

カーとの協働

９

スクールソーシャルワーカーの活用 スクールソーシャルワーカーと学校の協働１０

スクールソーシャルワーカーの活用 スクールソーシャルワーカーと教育委員会１１

ケース会議 校内ケース会議、関係機関連携ケース会議 １２

事例検討 １１３

事例検討 ２１４

スクールソーシャルワークの展望  これまでの成果と今後の課題

課題レポート提出

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業の 後に、その回の授業の内容に関係する「ふりかえりレポート」を書いて提出して

もらいます。テーマについては、その都度指示をします。なお、提出は当該回授業に出席した者

についてのみとし、授業内容の理解度に応じ、１～６点で評価します。また、課題レポートを１

本、 終授業日に提出することとします。課題レポートの詳細については、授業の中で指示しま

す。課題レポートは、５～１０点で評価します。

 

100 ％
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文部科学省ホームページ：スクールソーシャルワーカー実践活動事例集

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://jssssw.com/　日本学校ソーシャルワーク学会 

http://www.mext.go.jp/　文部科学省

http://www.jacsw.or.jp/　日本社会福祉士会

http://www.japsw.or.jp/　日本精神保健福祉士協会

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スクールソーシャルワークの可能性 山野則子・峯本耕治／ミネルヴァ書房  ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

生命科学と先端医療の急激な発達により，「生・老・病・死」の諸相は大きく変容しようとしている。本講座では，生命倫理の問題群の倫理的・法

的・社会的な問題を考える。

本年度はとくに先端医療の発達と「生命の終わり」をめぐる問題に焦点を当て，そこから考察を発展させる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

前期に開講されている同担当者による教養科目「生命科学と倫理」を受講していることが望ましい。

一定以上の出席が無い場合，評価対象としない 

授業中の私語、途中入退出は厳禁します 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

生命科学と生命倫理に関連する問題は，ドキュメンタリーや新聞などで日常的に話題になる。また，医療問題をとりあげた映画やＴＶドラマも多

い。複眼的な視点で活用し，自らの問題意識を深める機会にしてほしい。 

単位数 /  Credit 2

生命倫理学 (S)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

15999

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・生命倫理をめぐる現代的課題を認識する。

・一市民としてどのように問題を理解し対処すべきか，多角的・多元的に判断するための基盤を獲得する。

・「安楽な死」「尊厳ある死」の言説をめぐる問題についての認識を深め，分析し，考察するための観点を獲得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

生死の問題は，誰もが自分自身の歴史のなかで自分自身を織り込んで考えることのできるテーマである。問題から「自分」を棚上げせず，自身を

織り込んで考えることを大切にしつつ，そこにとどまることなく，生死をめぐる社会構造や法理・諸制度の変遷，死をめぐる言説の歴史について，

授業で紹介する資料をもとに，各自が自主的・積極的な学習を進めてほしい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス／授業の概要と説明１．

導入：映画『海を飛ぶ夢』が問いかけるもの（１）映画視聴２．

導入：映画『海を飛ぶ夢』が問いかけるもの（２）論点の抽

出

３．

死の「再定義」：「脳死」という基準の登場と背景（１）臓器

移植という問題

４．

死の「再定義」：「脳死」という基準の登場と背景（２）「植物

人間」がもたらす表象

５．

カレン・アン・クインラン事件（１）事件の概要と裁判の経

緯

６．

カレン・アン・クインラン事件（２）ヒポクラテスの誓いと医

学

７．

「安楽死・尊厳死」論の系譜（１）慈悲による死８．

「安楽死・尊厳死」論の系譜（２）ナチス・ドイツ下の「安楽

死」計画

９．

「安楽死・尊厳死」論の系譜（３）ナチス後の安楽死運動１０．

生命倫理学／デス・スタディの誕生と展開（１）自律原則と

「死ぬ権利」

１１．

生命倫理学／デス・スタディの誕生と展開（２）ホスピス・

ムーブメントとメメント・モリ

１２．

生命倫理学／デス・スタディの誕生と展開（３）スピリチュ

アリティ・ブームとデス・エデュケーション

１３．

隠された問い：経済をめぐる問題１４．

残された問い：承認をめぐる問題１５．

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業理解および授業参加度を評価する。 50 ％

平常点評価 出席の他，授業終了後に，コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。50 ％
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参考文献は以上のほか、授業中に適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめて出会う生命倫理 玉井真理子・大谷いづみ編／有斐閣／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

命は誰のものか 香川知晶／ディスカバリー21／／

死ぬ権利――カレン・クインラン事件と生命倫理

の転回

香川知晶／勁草書房／／

いのちの選択 小松美彦・田中智彦・市野川容孝編／岩波書店／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

近代に誕生した「子ども観」、「子ども時代」のあり方と学校教育制度の関係性、および自律・自由・共生という事柄に着目し、新たなかたちの人間

形成と学校のあり方を探る。その手続きとして、日本に暮らす外国人在留・定住者家族の体験を手掛かりに、社会・経済のグローバル化の下、

国家間の移動を余儀なくされる子どもたちの学校体験を考察する。そして、学校という現実の多元性、オルタナティブ教育の実情を世界の様々な

学校の事例に見ていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文献・映像資料を用い、小グループおよび全体での討論の場を適宜設けるので、配布文献には必ず目を通し、覚え書を準備して授業に参加

すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

世界の子どもと学校 (S)

担当者名 /  Instructor 高藤 三千代

13307

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「教育」「学校」「子ども時代」の自明性を疑い、その成り立ちの歴史・社会的背景を理解

　する。

・国家間の移動を余儀なくされている子どもたちが置かれている教育状況と、その政治・

　経済・社会的背景を理解する。

・以上から、既存の学校制度が抱える構造的問題とその教育観について理解を深め、新たなかたちの人間形　成と学校のあり方を摸索する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

概要  授業計画、進め方、成績評価方法等の説明  1

近代と子ども (1) 近代家族、学校制度、大人と子ども、労働と遊び  2

近代と子ども(2) 映画に見る近代と子ども～フランスの事例3

近代と子ども(3) 比較文化的視点からみた近代と子ども～江戸期の子ど

もの考察を踏まえて

4

グローバル化・労働・国際移住 移住の歴史とその政治・経済的背景、国民国家と国籍・

市民権 

5

グローバル化する社会と教育問題 (1) 就学と国籍、外国人学校  6

グローバル化する社会と教育問題 (2) 移住と母語と学校言語7

グローバル化する社会と教育問題 (3) 家族と教育、アイデンティティの葛藤8

近代学校制度の成り立ちと学校化社会 (1) 国民の形成、国語の普及、通過儀礼、資本主義経済9

近代学校制度の成り立ちと学校化社会 (2) 学級の発明、教育の標準化  10

学校という現実の多元性と人間形成 国民国家共同体と学校、実践共同体への参加と学習、

ハビトゥスの形成  

11

オルタナティブ教育 (1) 社会的拘束と創造性、ホーリスティックな視点と学びの

かたち

12

オルタナティブ教育 (2) 映像に見るオルタナティブ教育13

オルタナティブ教育 (3) 自由と自律と共生14

討論の講評とまとめ・学期末レポート作成上の注意事項

の説明 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容に関連するテーマを各自で自由に設定し論述（4000字程度)のこと。必ず文献を1点以

上参照すること。講義内容や授業内の討論を活かしているか、自身の考察を展開させている

か、論理的説得力をもって記述されているかをみる。

60 ％

平常点評価 （授業態度10%[討論への参加]+覚書30%[配布文献に関するコメント・意見・感想・質問等B5・1枚

程度]）

1. 覚書は遅れずに3回以上提出のこと。

2. 全講義の2／3以上出席すること。

＊1と2の要件を満たしていない場合、期末レポート提出資格はないものとする。 

40 ％
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その他授業にて適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子どもの誕生』 フィリップ・アリエス・著   ／みすず書房 ／／

『世界の子どもと学校：教育制度から日常の学

校風景まで』   

二宮皓・編著   ／学事出版  ／／

『オルタナティブ教育：国際比較に見る21世紀の

学校づくり』   

永田佳之・著   ／新評論  ／／

『世界のホリスティック教育』  吉田敦彦   ／日本評論社 ／／

『脱学校社会』   イヴァン・イリイチ／東京創元社 ／／

『内発的発展と教育』   江原裕美   ／新評論 ／／

『外国人の子どもの不就学：異文化に開かれた

教育とは』   

佐久間孝正・著／勁草書房 ／／

『ホリスティック教育入門 ホリスティック教育研究会編   ／柏樹社 ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

【本科目は、小学校教諭一種免許状課程の必修科目です】

およそ人が、人として、人と共に生きていく上で、何らかの法的規制に加えて、内的な規制としての道徳を欠くことはできない。本講座では、善悪

に傾く人間の両義性の認識、道徳が持つ「人間＝ジンカン」としての本質的特徴に着目して、道徳をめぐる今日的な問題を学校における課題と

の関連で考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

一定以上の出席が無い場合，評価対象としない 

授業中の私語、途中入退出は厳禁します

授業で適宜紹介する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

道徳教育論 (S)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

12579

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・道徳教育の概観を知る。

・子どもたちの実情を踏まえた上で「よく生きること」を希求する教育的意味を考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

小学校学習指導要領解説 道徳編 文部科学省／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス／授業の概要と説明１．

子どもたちが生きる世界（１）　２．

子どもたちが生きる世界（２）３．

「道徳」とは何か４．

道徳教育の歴史と学習指導要領５．

道徳性の発達理論６．

ケアの倫理と道徳教育７．

実践例の検討（１）８．

実践例の検討（２）９．

現代社会と道徳教育（１）　『青い眼・茶色い眼』の実践１０．

現代社会と道徳教育（２）　『青い眼・茶色い眼』の実践

（２）

１１．

現代社会と道徳教育（３）　『青い眼・茶色い眼』の波紋と

変容

１２．

「道徳」で何をどう教えるか～体験／実験／情報１３．

人間の両義性：二分法を超えて１４．

まとめ：問いとともに生きる１５．

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業理解および授業参加度を評価する。 50 ％

平常点評価 出席，授業中に課すコミュニケーション・ペーパーなど50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

【本科目は、小学校教諭一種免許状課程の必須科目です】

日本国憲法にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るために制定された教育基本法

に、「我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に

貢献することを願うものである。我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間

性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。」

「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わ

れなくてはならない。」

とあります。

本授業は、「望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員として　　　　　よりよい生活や人間関係を築

こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、自分の生き方についての考えを深め、自己を生かす能力を養う」ことを目標とする「特別活

動」を切り口にして、実践的見地から、学校教育活動のあり方について、自らの考えを生み出し、それを実践していく資質を自らのものにしていく

ためのものです。

授業の中で、「学級経営案」、学校行事実施計画、学習指導案等の作成、発表・話合い等、ワークショップを行います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代学校教育論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

可能であれば、右京区等近隣の学校のお願いして、休日参観に参観できる機会を設けたいと思っています。詳しくは、予定が決定した時点、授

単位数 /  Credit 2

特別活動・学級経営論 (S)

担当者名 /  Instructor 吉見 博史

10820

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

Ⅰ　「特別活動」という教科外学習の性質と領域・内容について整理し、学校生活においてどのような役割を果たすのかを理解する。

Ⅱ 「特別活動」の指導のあり方について、どのように取組が求められているのかを知り、教科学習や総合的な学習の時間との効果的な連携の

あり方などについて考えられるようにする。

Ⅲ　「特別活動」の実施計画や学級経営案、学習指導案などを作成することを通じて、教育現場で求められる技能や指導力を身につけていこうと

する姿勢を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業についてのオリエンテーション　　　　　　※　以下（　）

内はワークショップの内容

授業の内容構成、授業の進め方、到達目標と評価

　　　　（小学生時代を思い出しての交流）

第１回 

教育課程における特別活動の位置づけと役割 新学習指導要領における特別教育活動の目標と内容第２回 

ともに支え合う望ましい学級集団の育成　 　学級目標設定と、具現化のための学級活動　      （担

任学年を設定しての「学級経営案」の作成）

第３回 

一人一人を生かす学級づくり 家庭背景、学習障害等、支援を必要とする子ども、日

記、カルテ等、児童理解の方策、

第４回 

自ら考えともに学び合う学習集団の育成（低学年）　 教科等学習の中で、グループ活動、話合い活動

　　　　　　      　（教科学習の指導案の作成）

第５回 

 自ら考えともに学び合う学習集団の育成（中・高学年）　 教科等学習の中で、グループ活動、話合い活動　第６回 

道徳教育との関連　 特別活動を生かした道徳授業の構築について

　　　　　　　　　（道徳の学習指導案の作成）

第７回 

儀式的行事、文化的行事、健康安全・体育的行事等の計

画実施について

新しい生活への動機づけになる入学式、卒業式、一人

一人の可能性をひらく学芸会、運動会

第８回 

遠足・集団宿泊的行事の計画実施について 責任感連帯感を育てる遠足、社会見学、野外学習、修

学旅行　　（遠足の実施計画の作成）

第９回 

自主的、実践的な態度を育てる児童会活動等について 児童会活動、委員会活動、クラブ活動、部活の計画と運

営　

第10回 

家庭や地域との連携について　 学級だより、文集、授業参観等、保護者対応等

　　　　　　　　（人権啓発実施計画の作成）

第11回 

諸問題の解決について 生徒指導、いじめ問題、携帯に関する問題、いわゆる

「学級崩壊」について、

第12回 

地域と連携した体験学習等について　 放課後学び教室、土曜学習、ジュニア京都検定、みやこ

子ども土曜塾（体験学習実施計画の作成）

第13回 

授業のふりかえりとまとめ 「人間関係を結び、よりよい生活を気づく自主的、実践

的態度を育てる特別活動の役割」

第14回 

教師として求められる資質と能力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（まとめレポート）

「学級担任をしたら、どのような学級づくりをし、どのよう

な子どもを育てたいか」

第15回 
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・　授業を受けている間、日常的に関心を持って考え続けるため、継続して出席することを重視します。

・　出席は，原則として，毎回，授業時のレポートや感想で確認します。

　　３回以上で，黄信号，５回以上で，赤信号，評価に加味します。欠席時のレポートや感想の提出で考慮します。

・　授業の内容，課題については，Ｗｅｂコースツールに挙げています。

平成23年度より新学習指導要領による教育課程が全面実施されます。授業では、20年3月に告示された新学習指導要領と、20年8月に出さ

れた小学校学習指導要領解説特別活動編（特別活動のみ）にもとづいて行います。必要に応じて参考資料のプリント等を配布します。

特別活動は、各教科、道徳、外国語活動及び総合的な学習の時間などの指導との関連を図って行うため、教育課程の全体について理解し

ておく必要があります。

特別活動の実際を知るため、新しい学習指導要領を意識した実践事例の記された書籍を参考として上げました。

業の中でお知らせします。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo 　新しい学習指導要領

http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/index.html            各校の特別活動等の実際、ホームページで

http://www.doyo-juku.com/index.html　　　　　　　　　　 みやこ子ども土曜塾

http://www.doyo-juku.com/kentei.html   　　　　　　　　ジュニア日本文化検定

 その他 /  Others

hyr09081@fc.ritsumei.ac.jp

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

学校現場の教育活動の様子や児童の実態を理解するため、ぜひ、学校ボランティアを体験してください。

◆学校サポート事業ボランティア募集案内

ア．学級担任の補助、学校行事、部活等の補助　イ．各教科等のティーム・ティーチング補助　

ウ．コンピュータや理科実験などの実技の補助　エ．特別支援の必要な児童・生徒への支援

オ．障害のある児童・生徒の学習生活の支援　　カ．外国人児童・生徒の学校生活のおける相談、コミュニケーション支援、通訳　キ．放課後にお

ける子どもの学習相談・遊び　ク．図書の読み聞かせ、図書館の運営補助

http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000002748.html　

学校については…http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/index.html

◆放課後まなび教室学習サポーターの登録者募集

放課後まなび教室での自学自習のサポート

http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000067456.html

授業後のレポートや感想に朱書きして返却します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

小学校学習指導要領解説 文部科学省／東洋館出版／978-4-491-02379-3／￥128＋税

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

小学校学習指導要領 文部科学省／東京書籍／978-4-487-28695-9／￥227＋税 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・学級経営案や学校行事実施案、指導案等の作成物、グル

ープの話合いを通して考えたこと等のレポートの提出及び内容の評価をします。

・学校教育活動おける特別教育活動の意義、役割の理解とともに、児童理解を生かした学級経

営実践のための留意点の理解度を確認します。

100 ％

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代の学校教育では、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めた障害のある児童生徒に、適切な教育や指

導を通じて必要な支援を行っていく、特別支援教育の必要が国際的にも国内的にも高まってきている。個々の障害についての基本的知識の理

解を促すとともに、発達段階、生活状況などにも配慮した一人ひとりの子どもたちの特別なニーズを把握して、学習や生活上の困難を改善又は

克服するために必要な方法を,授業中で一人一人の考えを対話を通し検討していく。

また、「障がい者制度改革推進会議」の動向を踏まえながら討論・対話を通じて今後の「特別支援教育」の在り方についても論じる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門科目ー専門科目の中の障害児の教育、福祉、スポーツなどに関する講座。

単位数 /  Credit 2

特別支援教育論 (S)

担当者名 /  Instructor 朝野 浩

12281

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

・教職を志す者として障害についての 低限の知識と理解を目指す。

・特別支援教育の意義について、日本における障害児教育の歴史的変遷から現状と課題について理解する。

・特別支援教育、特に、障害種別によらない教育のあり方や発達障害について理解を深める。

・「ノーマライゼーション理念」の具現化に向けての今日的課題について考察する。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

障害のある子どもの教育をめぐる動向－特別支援教育と

は？

特別支援教育の理念と基本的な考え方、学校制度、福

祉・医療・労働等に関わる様々な制度などの概括. 「自

分と障害児教育との関わり」についてレポート①  

第1回

障害児の教育の発展の歴史（1）（原始時代～義務教育

制以前の近世まで）

障害児の教育の発展の歴史（2）（義務教育制以降：近代

以降）

近代盲・聾教育の始まり、明治以降の障害児の教育、

知的障害教育・肢体不自由教育・病弱教育の始まり  

第2回

障害児の教育の発展の歴史（3）（第2次世界大戦以降）

憲法、教育基本法、学校教育法の制定と障害児教育

学校教育法の制定と障害児教育、養護学校の義務制

施行後の教育  

第3回

障害児の教育の発展の歴史（4）（養護学校義務制移行

から特別支援教育へ）

養護学校、特殊学級の発展、軽度の障害のある児童生

徒の教育の充実、国際障害者年と障害者対策に関する

計画  

第4回

障害児の教育の制度（1）①就学指導 ②特別支援学校 

③特別支援学級　④通級指導教室

特別支援教育の対象となる幼児児童生徒、学校教育法

施行令、就学制度、発達障害支援法  

第5回

障害児の教育の制度（2）①通級制度 ②特別支援コー

ディネーター

通級による指導、教育課程の編成と配慮事項、発達障

害、  

第6回

小学校・中学校における特別支援教育ー改正学校教育

法

学習指導要領と教育課程の編成および配慮事項、法

令、障害児の教育の歴史および制度についてのまとめ

[確認小テスト]  

第7回

特別支援学校における特別支援教育 盲・聾・養護学校の学習指導要領の歴史、特別支援学

校の教育の概要、障害種別への対応・視覚・聴覚・知的

障害 

 

第8回

特別支援学校の教育課程の特色 教育課程編成の特色、自立活動、障害種別への対応：

肢体・病弱・重複障害、 放課後における特別支援教

育、教科書、

第9回

特別支援学校と地域との関わり交流及び共同学習 センター的機能とその役割、特別支援コーディネータの

役割、専門機関との連携と協働、授業におけるユニ

バーサルデザイン  

第10回

地域に根ざす特別支援教育 障害のある子供の余暇活動、地域生活、家庭と家族、

福祉施設、障害者自立支援法、障害児タイム・ケアー事

業、障害者の家族と特別支援教育  

第11回

地域ネットワークと特別支援教育 コミュニティ・スクール、ボランティア活動、広域特別支援

連携協議会、就労自立支援協議会、コミュニティにおけ

る双方向の援助、クラスター・オブ・スクール、  

第12回

国際的な特別支援教育の動向（1）特別なニーズ、サマラ

ンカ宣言、ノーマライゼーション

ＳＥＮ、「万人のための教育」宣言の理念、ユニバーサ

ル・デザイン、バリア・フリー社会、ノーマライゼーショ

ン、ユニバーサルデザインによる授業  

第13回
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・３回欠席すれば、成績評価は「Ｆ」（不可）とする（公欠理由を除く）。

・日常の授業への積極的態度を評価する。そのため出席を 重要視する。

・20分以上の遅刻は欠席とみなす。

・適宜コミュニケーションペーパーでもって講義についての感想を求め、疑問･質問に答える。 

・授業中での飲食、机上への食べ物放置、携帯電話、私語など厳重に注意を行う。

各講義毎に資料を配布するのでテキストとして使用する。 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所のＷｅｂサイトを検索して必要な情報を得て、確認をする。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

京都市における特別支援教育に関する公開講座や行事への参加の勧誘を行い、見聞を広める（適宜案内を提示する） 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

文部科学省特別支援教育課

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

知識的理解のみならず実践的、実証的態度を自ら養うためには、学外での特別支援教育に関する授業参観や講演会及び行事等を紹介するの

で、積極的に参加する意欲を持って欲しい。 

また、特別支援学校でのインターシップやボランティア活動への参加を奨励する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

特別支援学校学習指導要領 文部科学省／海文堂出版 ／／

同解説書 文部科学省 ／教育出版 ／／

発達障害白書 日本発達障害福祉連盟 ／日本文化科学社 ／／

輝けきょうの子どもたち 京都市立総合支援学校長会／ミネルヴァ書房／／

特別支援教育の基礎知識 橋本創一他 ／明治図書／／

国際的な特別支援教育の動向と日本の動向（2）インク

ルーシブ教育、バリアフリー社会、びわこミレニアム・フ

レームワーク、障害者制度改革推進会議等

国際障害者年、障害者の権利条約、びわこミレニアム・

フレームワーク、クラスター・オブ・スクール、障害者制

度改革推進会議、中央教育審議会特別支援教育特別

委員会等  

第14回

今後の特別支援教育の展望ー新しい学習指導要領に改

善点、新しい福祉施策の動向（障害者制度改革推進会

議等）及び、まとめ考課（「自分と特別支援教育との関わ

り」について小レポート）②  

まとめ・評価（自己採点）第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①全出席を基本とする。３回の欠席で成績評価は「Ｆ」となる。２０分以上の遅刻については欠

席扱いとする。

②特別支援教育と自分とのかかわりについてレポートを課す。授業で扱った内容を生かして論

理的説得力をもって記述されているかを見る。

③授業で扱った特別支援教育に関わる人権・教育制度・福祉施策・援助活動などついての理解

度の確認を、自己採点式の小テストを２度行う。 

④積極的な授業中での討論や対話での発言は評価の対象とする。 

⑤「私語」「飲食」「携帯電話」等、教職に準ずる授業として行うため、厳しく対処する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では，日本の明治期から現代までの各時期における市民教育の特質を概観するとともに，諸外国の事例としてアメリカ合衆国，イギリス，

アジア諸国を取り上げ，各国における市民教育の特質を概観し，現代社会における市民教育の特質や課題を探求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。 

出席及びコメントペーパーについては複数回，不定期を予定。 

授業内容に応じたレジュメを配布する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

問題意識を持って臨むこと。 

単位数 /  Credit 2

比較市民教育論 (S)

担当者名 /  Instructor 角田 将士、森田 真樹

16016

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

日本，アメリカ合衆国，イギリス，アジア諸国における市民教育の特質と課題を説明することができる。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講生同士のディスカッションなども行うので，まずは出席すること。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の目的と方法及び導入　（森田・角田） 1

日本における市民教育（１）－近代学校の成立－　（角

田）

2

日本における市民教育（２）－近代化の推進と教育勅語

体制－　（角田） 

3

日本における市民教育（３）－教育の軍国主義化－　（角

田） 

4

日本における市民教育（４）－戦後教育改革－　（角田） 5

日本における市民教育（５）－教育の保守化と高度経済

成長－　（角田）

6

日本における市民教育（６）－現代社会のなかの教育－

　（角田）

7

確認テスト（60分）及び解説（30分）　（角田） 8

諸外国における市民教育（１）－アメリカ合衆国の場合１

－　（森田） 

9

諸外国における市民教育（２）－アメリカ合衆国の場合２

－　（森田） 

10

諸外国における市民教育（３）－アメリカ合衆国の場合３

－　（森田） 

11

諸外国における市民教育（４）－イギリスの場合－　（森

田） 

12

諸外国における市民教育（５）－アジア諸国の場合－　

（森田） 

13

諸外国における市民教育（６）－21世紀の市民教育をめ

ぐる動向－　（森田） 

14

 確認テスト（60分）及び解説（30分）　（角田）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 各担当者の内容ごとに8回目（角田担当分）15回目（森田担当分）に実施する確認テストと出席

状況及びコメントペーパーへの取組みの状況によって評価する。

100 ％
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これ以外は，授業の中で適宜指示をする。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

E-mail:kakuda@ss.ritsumei.ac.jp(角田)

　　　  mmorita@ss.ritsumei.ac.jp(森田)

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本教育小史 山住正己  ／岩波書店／／

世界のシティズンシップ教育   嶺井明子編   ／東信堂／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：マンガというメディア／文化

「マンガを読む」というとき、われわれは必ずしもその「内容」だけを鑑賞しているわけではない。例えば雑誌連載で読むのか、それとも単行本で

読むのかで、同じ作品から受け取る印象が異なることがある。また、マンガを原作にしたアニメやドラマと比較しながら読むこともあるだろう。われ

われはいつ、どこで、どうやって、マンガに接しているのか。本講義では、「内容」分析ではこぼれ落ちてしまう、マンガの生産・受容の「形式」に着

目するメディア論的アプローチから戦後日本社会におけるマンガの布置を考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

メディア文化論、コミュニケーション理論、社会文化論

その他、講義の進行に合わせて適宜指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

マンガ文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 瓜生 吉則

16006

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

作者の「メッセージ」が読み取られるべきテクストとしてではなく、作者と読者との「あいだ」にあって両者をつなぐモノ＝メディアとしてマンガをとら

え、その「文化」としてのありようを言語化できるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『マンガ進化論』 中野晴行／ブルース・インターアクションズ／／

『マンガ学入門』 竹内オサム・夏目房之介編著／ミネルヴァ書房／／

『テヅカ　イズ　デッド　ひらかれたマンガ表現論

へ』

伊藤剛／NTT出版／／

『戦争はいかに「マンガ」を変えるか』 小田切博／NTT出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス：＜マンガ＞をどのように考えるのか？ マンガ、メディア、コミュニケーション1

冒険者・手塚治虫（表現論1） 手塚治虫、夏目房之介、マンガ＝記号説2

少女マンガの＜革命＞（表現論2） 24年組、内面の発見3

キャラとキャラクターとのあいだ（表現論3） 伊藤剛、キャラ／キャラクター4

「読む」マンガ／「見る」マンガ（表現論4） メディア論、読者論／読書論5

劇画、この劇的なるもの（メディア論＆読者論1） 劇画、青年、貸本6

少年週刊誌と読者の「成長」（メディア論＆読者論2） 劇画、青年、週刊誌7

「ぼくら」の夢舞台（メディア論＆読者論3） 同人誌、アマチュア、ぐら・こん8

そのマンガは誰のものか？（メディア論＆読者論4） 作者／語り手、受容理論9

“友情・努力・勝利”の方程式（商品論1） 少年ジャンプ、アンケート、雑誌連載10

たそがれ時に見つけたの？（商品論2） りぼん、乙女ちっくマンガ、雑誌付録11

模造有理（商品論3） 二次創作、コミックマーケット、著作権12

トランスナショナル・コミックス（商品論4） グローバル／ローカル、文化帝国主義／文化ナショナリ

ズム

13

21世紀のマンガ文化（情況論） マスカルチャー、サブカルチャー、ポピュラーカルチャー14

総括：＜マンガ＞はどのように考えられるのか？ マンガ、メディア、コミュニケーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で触れた論点をふまえたレポートを課す（4000字以上のレポートを予定）。60 ％

平常点評価 第5回と第9回頃に小レポート（2000字程度）を課す（詳細は別途提示する）。 終レポートを含

め、計3回のレポートをすべて提出した者のみ成績評価対象者とする。ちなみに、2010年度の

「マンガ文化論」単位取得率（単位取得者÷履修登録者）は48.1％であった。なお、いわゆる「出

席点」は存在しない。

40 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

現代社会において、メディアは政治・経済・社会・文化など我々の生活のあらゆる側面に影響を及ぼしている。このメディア社会を主体的に生きる

には、メディアをクリティカルに読み解き、社会におけるメディアの役割や特性を理解し、また自らメディアを制作する力、すなわちメディア・リテラ

シーが不可欠である。本講義においては、メディア・リテラシーの定義、目標、基本概念、理論、国内外におけるメディア・リテラシー教育の現状な

どを実践を通して学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。他専攻や他学部生でメディアの基礎知識がなくても十分に受講可能。

ただしテストや 終レポートがないからといって決して楽な授業ではないので、以下シラバスに記載してある授業内容や課題等をよく確認してか

ら登録すること。

自分で考える力を身につけたい学生の受講を歓迎する。

・　メディアログ（個人でつけるメディア日記）は第３回目の授業で、メディア分析レポートは第８回目の授業で提出する。分析方法等は授業で

紹介・実践する。

・　コミュニケーション・ペーパーは、授業の内容をよく理解した上で、メディア分析やその他の授業内課題を記述するものである。単なる出欠

確認ではなく、記述内容の出来によって０～５点で評価する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・日常生活において自分が使うメディアに常に注意を払い、本講義の目的を体して意識的にメディアを観察すること。

・メディア制作はグループで活動する時間を授業内にも設けるが、授業時間外に資料を集めたり取材や撮影を行わなければならないこともある。

単位数 /  Credit 2

メディアリテラシー論 (S)  §  メディア・リテラシー論I (G)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

13165

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・　メディア・リテラシーの定義、目標、基本概念、理論、国内外におけるメディア・リテラシー教育の現状など基本的な事柄を理解する。

・　メディア分析やメディア制作課題などのグループ活動、およびメディアログ等の課題によって、メディアをクリティカルに読み解き、メディアを制

作する力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義　（授業の進め方）、メディアとは何か メディア、メディア社会第１回目

メディア・リテラシーとは何か メディア・リテラシー第２回目

メディア・リテラシーの基本概念 リプレゼンテーション（representation)、イデオロギー、価

値観

第３回目

メディアとオーディエンス アクティブ・オーディエンス、エンコーディング・デコーディ

ング

第４回目

広告を考える（１）　テレビ・コマーシャル 映像言語、メディア言語、映像技法、音声技法第５回目

広告を考える（２）　消費社会 消費社会、ブランド化（Branding)第６回目

広告を考える（３）　子どもへのマーケティング ターゲット・オーディエンス第７回目

カルチュラル・スタディーズとメディア・リテラシー カルチュラル・スタディーズ、サブカルチャー第８回目

リプレゼンテーションとアイデンティティー（１）　ジェンダー ジェンダー第９回目

リプレゼンテーションとアイデンティティー（２）　民族と文

化

民族、エスニシティー、文化第１０回目

メディアと暴力 バイオレンス、モラル・パニック第１１回目

産業としてのメディア メディア・コングロマリット、民主主義とメディア第１２回目

世界におけるメディア・リテラシー教育の取り組み（１） / 

グループ・プレゼンテーション（１）

メディア・エデュケーション第１３回目

世界におけるメディア・リテラシー教育の取り組み（２） / 

グループ・プレゼンテーション（２）

カリキュラム、ネットワーキング第１４回目

グローバル時代のメディア / グループ・プレゼンテーショ

ン（３）

グローバル化、グローバルメディア、デジタルメディア第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①メディアログ（１０％）

②メディア分析レポート（１５％）

③コミュニケーション・ペーパー（４５％）

④グループ・メディア制作（３０％）

詳細は以下の「備考欄」を参照のこと。

100 ％
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・　グループ・メディア制作は、４、５人のグループでメディア（5分程度のビデオクリップや新聞記事など）を制作し、後半3回の授業で発表・ディ

スカッションを行う。評価は製作技術の高さではなく、この講義で学んだメディア・リテラシーの基本概念を理解し、自分たちのメッセージや制

作の意図が伝わるものになっているかどうかを基準とする。成績はグループ・ワークへの貢献度や課題の出来を加味して、個人ごとにつけ

る。グループは、他回生・他学部生がバランスよく混ざるようこちらで指定する。

・　受講者の人数等により、メディア制作課題の内容などに変更が出ることもあるかもしれないが、その際はすみやかに授業中に知らせる。

教科書は特に指定しない。必要に応じて授業中にレジュメや資料を配布する。

その他、適宜授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Media Awareness Network http://www.media-awareness.ca/english/index.cfm

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・　メディア分析やメディア制作など、受講者の積極的な参加が必要とされる授業である。全員でアイディアを出しあい、また互いの意見を尊重し

ながら協力してグループワークを行うことが要求されることを理解した上で受講登録すること。

・　ほぼ毎回行われるメディア・テクスト分析は日常点であるとともに、この講義の集大成であるメディア制作課題の練習・準備でもあるので、毎回

の出席と能動的な参加が必須である。初回に授業の進め方や課題、評価方法について詳細な説明をするとともにアンケートも行うので、第１回

目から必ず出席すること。

・　ＱＲコードシールを毎回持参すること。シールのないものは減点とする。

・　遅刻は他の受講者の迷惑になるだけではなくグループ活動などに支障をきたすので、厳しく対処する。レジュメや資料等は、授業開始から３０

分以降は一切配布しないので注意してほしい（病欠ややむを得ない事情を除く）。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　Study Guide　メディア・リテラシー[入門編] 鈴木みどり編／リベルタ出版／4947637595／

メディア・リテラシーへの招待 国立教育政策研究所編／東洋館出版社／4491019487／

メディア・リテラシーの現在と未来 鈴木みどり編／世界思想社／4790708969／

メディア・リテラシー教育：学びと現代文化 Ｄ．バッキンガム著、鈴木みどり監訳／世界思想社／4790712265／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

私たちはいろいろなものを抱えながら生活をしている。さまざまな葛藤、苦しみや困難は、私たちの人生に訪れないことはない。抱え込んでいる

それらを、私たちはどのように理解しどのように対応することができるだろうか。「心の世紀」「心のケア」という言葉が表すように、「心」や「心理」

への関心は高い。しかし、今後いっそう複雑化する社会状況の中で、人間を理解しサポートする際には、総合的・多面的に捉える視点が必要と

なるだろう。

本講義では、苦しみや困難を抱えながら生きることや、それらを生み出す社会的な装置に注目しながら、「人間」が「生きる」こと、それに対する援

助について考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

臨床社会学。また、社会学の基本的な科目を履修していると、講義内容に対する理解が深まるだろう。

指定しない。必要な資料は講義中に適宜配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ふだんから、新聞・小説・映画などに触れ、社会的なテーマや人間関係のあり方に興味関心を持つこと。また、講義中に浮上した疑問点や問題

点については、講義担当者への質問もよいが、併せて自ら調べることも進めていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

臨床人間学 (S)  §  ライフデザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 松島 京

15927

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

臨床的な援助課題を社会問題という視点から捉えなおすことができる。

臨床的な援助課題に対するアプローチの仕方について理解することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義スケジュールは目安である。現代的なテーマを持つ講義なので、時事問題を組み込んでいくこともある。その際はスケジュールが若干変動

する場合もある（大きく変動することはない。また事前に連絡をする）。

毎講義時にコミュニケーションペーパーを配布し、講義内容に対する意見や質問を受け付ける。次回講義開始時に回答をする。これは講義をイ

ンタラクティブに進行するためのものであり、評価に反映されるものではない。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入／臨床とはなにか 講義の到達目標、講義の進め方、成績評価方法／ベッ

ドサイドの視点、援助課題と社会問題

1

臨床人間学の視点（１） ライフコース、ライフデザイン2

臨床人間学の視点（２） 近代家族、親密性3

臨床人間学の視点（３） ジェンダー、セクシュアリティ4

臨床人間学的課題（１） 家庭内暴力（ドメスティック･バイオレンス、児童虐待、高

齢者虐待）

5

臨床人間学的課題（２） 戦災、災害、事故6

臨床人間学的課題（３） 病、死7

臨床人間学的課題（４） 性、アイデンティティ8

ケアと回復（１） 問題の社会化と回復、エンパワメント、アドボカシー9

ケアと回復（２） 「ケア」とは何か、careとcure、相互作用性10

ケアと回復（３） 語ることと聴くこと、物語の再構築、配慮と責任11

当事者・家族と援助者（１） ケアの非対称性、依存する／される、支配／被支配12

当事者・家族と援助者（２） 二次受傷、共感疲労、バーンアウト13

臨床人間学の可能性 共生、連帯、再生14

講義総括／あらためて臨床人間学とは あなたにとって臨床人間学とは／成績評価方法につい

ての 終確認 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述形式の試験を課す。講義内容について総合的に理解し自分なりの考えを持つことができて

いるか、論理的に記述しているか、を評価する。

70 ％

平常点評価 講義中に数回の小レポートを課す。講義内容の理解度に応じて評価する。いわゆる「出席点」

による加点は行わない。 

30 ％
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講義中に必要に応じて紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義中に必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　社会的に重要な役割を持ち始めたNPO・NGOについて学んでいきたい。福祉、環境、人権、まちづくり、IT等様々な分野の組織を中心に取りあ

げる。また、企業および行政組織と比較して、NPOのサービスの特徴を考察していく(例えば、NPOのリーダーの多くが①いわゆる「専門家ではな

い」地域の市民 ②既存の制度から「はみ出した」専門家、である)。さらに、 近はより事業性の高い｢社会的企業｣｢社会起業家｣にも注目が集

まっている。

　上記のテーマを学んでいくため、講義においてはビデオ等の視覚教材を毎回使用し、ゲスト・スピーカーを2回程度招くなどして 新の話題を取

り上げていく。また受講者の意見を求める等、なるべく双方向のコミュニケーションに努める。

　なお国際協力分野のNPO・NGOについては、本講義では取り扱わず、(秋葉が後期に担当する)「国際NPO・NGO論」で取り扱うこととなるので、

留意されたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

｢国際NPO・NGO論｣(後期：担当教員：秋葉武)

ガイダンスに出席して、｢面白そうだな｣と思ったら受講登録してみましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が講義中に随時紹介するNPOのホームページなどは閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

ＮＰＯ・ＮＧＯ論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15809

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

下記のことを理解し、社会の動向を自ら考察することを目標とする

・サードセクターとしてのＮＰＯ――政府および企業だけでは、なぜ社会がうまく機能しなくなっているのか

・NPOは閉塞感を深める日本社会のなかで、具体的にどのような役割を果たせるのか

・NPOという組織における働き方は、新しい働き方を社会に提起しているといわれる。職員、ボランティアを含めたＮＰＯの人材をみる

・NPOは呼称、活動分野が多様であることから、一見理解し辛いイメージがあるが、その点についても整理する

・世界景気の悪化がＮＰＯセクターにいかなる影響を及ぼしているかを理解する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NPO・NGOの概論①――阪神大震災時のボランティア活

動を事例として――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、行

政の限界

2

NPO・NGOの概論②――NGOでの職員の働き方を事例と

して――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、サー

ビスの特質

3

無給ボランティアから有給スタッフへ――阪神大震災時

のボランティア活動を事例として――

NPO・NGOの学術的概念、呼称の固有性、有償化のプ

ロセス

4

政府とNPOの関係――｢NPO大国｣アメリカのボランティア

活動を事例として――

アメリカのNPOの歴史、寄付行為、公共への市民参加5

政府とNPOの関係――アメリカのNPOの企業、政府との

パートナーシップを事例として――

｢大きな政府｣の世界的な退潮、市民の公共への参加を

促す社会制度

6

地球環境問題とNGO――地球温暖化防止に取り組む

NGOの役割から――

国益追求の限界、市民組織の役割7～8

市民の公共への参加を促す社会制度――1998年のNPO

法成立の背景から――

｢認証｣と｢認可｣の違い、法人格の意味9

NPOの制度化――NPOの介護保険制度への参入を事例

として――

在宅福祉NPOと介護保険、経営管理の重要性10

企業とNPOの比較――Linuxの成功から―― 情報化、IT化とNPO11

事業型NPOおよび社会指向型企業の誕生 ソーシャル・ベンチャー、社会企業家12～13

NPOの資源開発――パブリックリソースセンターの取り組

みから――

寄付マーケットの開拓、SRI(社会的責任投資)14

NPOの将来と展望 日本のNPOの果たす役割と今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述と穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主に、コミュニケーションペーパーの提出となります。授業内容に関して記入してください。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

他の受講生の受講権の侵害は辞めましょう。授業中の私語、大幅な遅刻、頻繁な途中入退室など

新聞でNPOの記事をチェックしてみましょう

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

NPOを取り巻く外部環境は急速に変化していますので、下記のHPなどをぜひチェックしてみて下さい。

日本NPOセンターHP　　　　　　　http://www.jnpoc.ne.jp/

パブリックリソースセンターHP　　http://www.public.or.jp/

内閣府ＮＰＯHP                 http://www.npo-homepage.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

せっかく受講されるので、ぜひ授業以外で勉強すると、新しい視野が開かれると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ＮＰＯ基礎講座〔新版〕 (2005) 山岡義典／ぎょうせい／／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

アジアの高齢者とこどもに焦点をおきながら、10年後、20年後のアジアの社会福祉の情勢を考えることがこの講座の一つの目的である。アジア

の高齢者やこどもまたは障がい者の人権保障がどのように守られるか、守られなければならないかについてさまざまな角度から分析したことが

らから、みんなで考察しながら、ディスカッションできれば幸いである。特に本年度はベトナムの社会福祉の状況について焦点をおきながら、アジ

ア、とりわけ東南アジアの福祉状況についてこれまでの筆者の研究成果をまとめたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

アジア各国間の政治や経済における国際関係、またそれぞれの国の社会構造や機能をあつかう社会学的な見方、および国際福祉の視点や分

析方法など知識をしっかりおさえながら講義にのぞんでほしい

Ａ＋を希望する学生は事前に申し出ること。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝをしてもらいます

本年度はベトナムに焦点をおいた社会福祉の動向について解説するために必ずこのテキストは講義の前に読んでおくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

アジアの福祉研究 (S)  §  アジアの福祉研究 (I)

担当者名 /  Instructor 桂 良太郎

13206

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

未来のアジアの情勢をしっかり人口統計学的な背景からみた場合の予測をもとに、高齢者やこども、とくに障がいをかかえたこどもたちの人権保

障がどのように世界的なパースペクティブ（視角）から構築されなければならないかについて検討することと、それによって今後のわが国の社会

福祉のあり方を考えることが本講座の目標である。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ベトとドクと日本の絆 藤本文朗他編著／新日本出版社／ISBN978-4-406-05409-6／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

アジアの社会福祉 萩原康生／日本出版放送協会／ISBN-4-５９６－３０６０６－７／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義をはじめるにあたってー講義のすすめかた、目標な

どについて-  

講義の目標         1

今なぜアジアの社会福祉なのか！？  アジア型社会福祉、欧米型社会福祉         2

貧困・不平等の福祉 貧困・不平等の福祉        3

こどもの福祉 こどもの福祉、児童問題、児童憲章       4

ジェンダーと福祉 ジェンダーと福祉 　　　　５

障がいと福祉 障がいとは何か、ディスエイブル 　　　　６

高齢者と福祉  高齢者と福祉   

高齢化、高齢社会、高齢者問題、介護と生きがい  

　　　　７

難民と福祉 難民問題　　　　８

社会的排除と福祉  社会的排除 　　　　９

エコロジーと福祉 持続的発展 サステナビリティー　　　１０

社会開発と福祉 社会開発　　　１１

国際機関･国際NGO活動と国際協力 グローバル社会、国際協力、ODA、国連 　　　１２

アジア各国の社会福祉・社会保障の制度政策　東アジア

（①中国②韓国） 

中国の社会福祉、韓国の社会福祉　　　１３

アジア各国の社会福祉・社会保障の制度政策　東南アジ

ア（①シンガポール②ベトナム③その他）

シンガポールの社会福祉、ベトナムの社会福祉　　　　１４

講義を終えるにあたって（A＋希望学生はプレゼンテー

ション） 

アジアの社会福祉、ソーシャルワーク　　　　１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 平常試験を数回実施する。万一欠席した場合は、別に課題を与え、その成果によって評価を行

う。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

他の参考図書については随時講義中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

事前に予約を入れること。

またはオフィースアワーを利用すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は主に社会福祉士を目指す学生のための専門科目である。社会福祉士が相談援助職として専門的な役割を果たすためには、医療関係

職種との連携を強め、多職種協働に基づくソーシャルワーク能力が必要である。このため、医学・医療、介護に関する基本的な知識を身につけ

ることが望まれる。

　本科目では、医学・医療、介護に関する 低限必要な知識の習得と、具体的な事例を通した医学的な側面からの理解の視点を習得することを

目標とする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

医学一般 (S)  §  医学一般 (SG)

担当者名 /  Instructor 三浦 ふたば

12602

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①相談援助職に必要な医学・医療、介護に関する一般的基礎知識を習得する。

②事例を通して、医学的側面からの理解の視点を学ぶ。

③社会福祉士に求められる、人体の構造と機能及び疾病の基礎知識を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

かなり広範囲の専門分野をピンポイントで講義することになるため、自己学習は欠かせない。テキストだけでなく、関係図書を読むことが必要。

社会福祉士という専門職が多職種連携、相談援助にあたる上で必要な 低限の医療知識を習得することを意識して臨むこと。援助対象者当事

者の著作も読んでほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・社会福祉士養成講座１「人体の構造と機能 社会福祉士養成講座編集委員会編集／中央法規出版株式会社／978-4-8058-3416-

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１，健康のとらえ方と国民健康づくり対策 健康の概念、プライマリーヘルスケア、人口の高齢化、

疾病構造の変化

1

２，人の成長・発達、老化 身体の成長・発達、精神の発達・成長、老化、老化徴候2

３，身体構造と心身の機能　① 身体部位の名称、脱水、血液成分、心臓の構造と循環3

４，身体構造と心身の機能　② 泌尿器の構造と疾患、呼吸器の構造と疾患、消化と吸

収、神経の構造と機能

4

５，疾病の概要と医療・介護　① 生活習慣病、メタボリックシンドローム、悪性腫瘍、緩和

ケア

5

６，疾病の概要と医療・介護　② 脳血管疾患、脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血、硬膜下

血腫、脳血管性疾患後遺症、高次脳機能障害

6

７，疾病の概要と医療・介護　③ 虚血性心疾患、心不全、高血圧、糖尿病、内分泌疾患7

８，疾病の構造と医療・介護　④ 呼吸器疾患、消化器疾患、消化と吸収、肝胆膵8

９，疾病の構造と医療・介護　⑤ 血液疾患、膠原病、腎不全、人工透析、腎炎、泌尿器、

排尿障害、神経因性膀胱、前立腺肥大

9

１０，疾病の構造と医療・介護　⑥ 骨折、骨粗鬆症、変形性骨関節疾患、関節リュウマチ、

転倒

10

１１，疾病の構造と医療・介護　⑦ 神経難病、介護保険の特定疾患11

１２，疾病の構造と医療・介護　⑧ 認知症、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、

ピック病、レビー小体型認知症

12

１３，精神障害と医療・介護 統合失調症、躁鬱病、気分障害、強迫性障害、摂食障

害、PTSD、措置入院、医療保護入院

13

１４，リハビリテーションの概要 リハビリテーション、ICF、廃用症候群、作業療法、理学

療法、言語療法

14

１５，医療をはじめとする多職種連携と相談援助職 多職種連携、ケアマネジメント、地域ケア、在宅ターミナ

ルケア、地域包括ケア

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述問題、択一問題（社会福祉士国家試験形式）80 ％

平常点評価 出席状況と授業に対する取り組み状況20 ％
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他、適宜授業の中で紹介する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省ホームページ：http://www.mhlw.go.jp/

財団法人　厚生統計協会：http://www.hws-kyokai.or.jp/

認知症介護予防介護研究センターいつどこネット：http://itsu-doko.net/

国立感染症研究所感染症情報センター：http://idsc.nih.go.jp/index-j.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

授業の中で伝達する

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

及び疾病」 9／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「社会福祉士精神福祉士受験ワークブック」 社会福祉士・精神福祉士受験ワークブック編集委員会編／中央法規／／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

映像や新聞記事などを活用しながら、保健医療福祉諸制度の改革のなかで患者・利用者の主体化を支援する専門職としての関わりを理解する

ための知識を養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

医療福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 知名 純子

12601

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．保健医療福祉を臨床的視点から問い直す

２．他の専門職との連携の意義を明確化する

３．保健医療福祉をシステムとしてみる

４．保健医療福祉の制度の変遷と改革動向を探る

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

e-mail: jct23071@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 

保健医療と法制度の歴史１ 健康日本２１

保健医療と法制度の歴史２ 年金制度

保健医療と法制度の歴史３ 医療保険制度

医療保険の法制度と現状・課題  診療報酬制度の概要

各専門職の役割と機能分担１ 医療ソーシャルワーカー 

各専門職の役割と機能分担２ 作業療法士、理学療法士、言語聴覚士

各専門職の役割と機能分担２ 保健師、看護師、助産師 

各専門職の機能と連携 保健医療福祉におけるコーディネート機能

精神障害と精神保健福祉 地域における保健医療福祉の現状と課題

まとめ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 50％

各回の内容を的確に理解し自分の言葉で説明できるか、及び課題の事例に対して実際に活用

できるか、についてコミュニケーション・ペーパー及び、授業中のミニ課題によって理解度を確認

し評価する（0～5点で評価する）。

50％

授業期間中に学習到達度を 終的に確認する検証テストを実施する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

精神保健学で学んだ内容をふまえて、精神保健活動の場としての地域、学校、職場の特性をふまえてそれぞれの場面における精神保健活動の

あり方を学習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

精神保健学の履修を終えていることを前提とする。

精神保健福祉士養成セミナー編集会編「精神保健福祉士養成セミナー第2巻精神保健学」（東京；へるす出版） 

石橋典子『呆けを「仕舞」として』中央法規

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

応用精神保健学 (S)  §  精神保健学II (S)

担当者名 /  Instructor 石橋 典子

20314

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

精神保健活動に関する諸理論をふまえて、具体的な精神保健活動のあり方を分析・討論・報告することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

人間にとっての精神とは1,2

精神保健とは3,4

精神を病むということ5,6

偏見のなかでつくられた病像7,8

精神障害者の充実した生活とは9,10

当事者と家族の社会参加11,12

障害と共に生きるということ13,14

まとめ 確認テスト15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本概論では、福祉専門職として必要な介護に関する諸概念および専門知識と援助の方法について学習する。具体的には、今日の介護問題の

背景と現状、介護保険制度を主とする社会施策の学習を通して、主として高齢者と家族を中心にその立場や状況を明らかにし、専門職の果たす

役割・責任を理解する。さらに、要介護者のニーズに沿ったサービスに必要な視点として健康、生活の概念を学習し、対象の理解、生活援助の

意味と認識を深める。問題解決技法としての介護過程、寝たきり、認知症、医療依存度の高い高齢者、終末期の対象者・家族に対する根拠に基

づいた援助の基本、対象者・家族の生命、身体、精神、生活上の安全と人権尊重の重要性を理解し、専門職者としての責務について自覚を深

める。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義では、専門知識や関連情報、援助技術の学習に留まることなく、人に関する幅広い視点、多様で相対的思考でマクロに学習する立場で

受講される事を希望します。また、社会福祉概論、社会福祉援助技術、ソーシャルワークなど主要な専門基礎科目を履修している２年次以降の

受講が望ましい。 

単位数 /  Credit 2

介護概論 (S)  §  介護概論 (SG)

担当者名 /  Instructor 沖野 良枝

10924

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

１．介護の概念や基本原則、介護の場や介護に関わる専門職の種類と連携など介護の概要を理解する。

２．今日の介護問題の背景と現状を理解することにより、介護対象者および家族の立場や状況に対する理

解と認識ができる。 

３．人にとっての健康、生活の意味、在り方を学ぶことにより、介護対象者・家族の生活援助の意義を認識できる。

４．介護問題解決の方法論、援助技術の原理を根拠に基づき理解できる。

５．寝たきり、認知症、終末期、医療的ケアへの依存など特定領域別の対象者・家族の状況理解、援助の特徴と基本的な関わりの方法がわか

る。

６．対象者・家族の人権尊重の重要性および安全確保のための倫理的、法的根拠が理解できる。

７．専門職としての理念、態度、在り方について理解でき、その責務を自覚する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１．介護の理解　１）介護の概念とその発展　  介護の概念、介護の原則、 介護の歴史 第１回目 

１．介護の理解　２）介護の現状と問題、その背景   

  

少子高齢社会、疾病構造の変化、平均寿命の延び、介

護問題、介護問題の背景

第２回目

２．介護対象者の理解　１）人・対象者にとっての生活　   人の生活、クオリティ・オブ・ライフ、生活の構造、家族、

地域  

第３回目

２．介護対象者の理解 　２）人・対象者にとっての健康   

  

健康の概念、健康観の変遷、健康の意味第４回目

３．介護制度としくみ　１）介護制度の歴史　

　　　　　　　　　　　２）介護の場（在宅、施設）　  

  

保健・医療・福祉政策、介護の場、施設、在宅 第５回目

３．介護制度としくみ　３）介護を担う人と役割　

　　　　　　　　　　　４）保健・医療・福祉の連携　   

介護者、介護者の役割、保健・医療・福祉、専門職、連

携   

第６回目

３．介護制度としくみ　５）介護保険制度の概要   

 

介護保険法、要介護認定、要介護度、要支援、在宅

サービス、施設サービス、介護予防 

第７回目

４．介護のスキル　１）介護（問題解決）過程 　２）ケアマ

ネジメントの方法　  

  

介護過程、問題解決技法、 ケアマネジメント、ケアプラ

ン、個別援助計画 

第８回目

４．介護のスキル　２）日常生活（ＡＤＬ、ＩＡＤＬ）援助   

  

ＡＤＬ、ＩＡＤＬ、援助の原則 第９回目

４．介護のスキル　３）介護技術の原則　①科学的根拠に

基づいた介護技術　②援助技術の手順

科学的根拠、援助技術、状態観察、コミュニケーション 第10回目

４．介護のスキル　４）主な領域と介護　 ①寝たきり高齢

者と介護　  

寝たきり高齢者、寝たきりの要因、寝たきり予防、介護

の方法、日常生活自立度　  

第11回目

４．介護のスキル　４）主な領域と介護　　②認知症高齢

者と介護

アルツハイマー病、脳血管性認知症、記憶障害、中核

症状、周辺症状　

第12回目

４．介護のスキル　４）主な領域と介護　　③医療継続、医

療処置を必要とする高齢者の介護　  

 地域ケア、在宅ケア、医行為、医療処置第13回目

４．介護のスキル　４）主な領域と介護　　④終末期にある

高齢者の理解   

終末期、尊厳死、安楽死、延命治療、延命治療の中

断、延命治療の手控え、人の死  

第14回目

５．介護における倫理　１）対象者・家族の人権擁護　２）

介護専門職の責務   

 

人権擁護、守秘義務、インフォームド・コンセント、専門

職の責務、倫理綱領  

第15回目
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書、講義のレジュメ、資料および紹介した著書、文献などによる予習・復習などの自己学習が必要です。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・社会福祉士養成講座13　高齢者福祉論 社会福祉士養成講座編集委員会＝編集       ／中央法規出版株式会社／978-4-

8058-3113-7 ／授業は、独自のレジュメに沿って出来るだけ広範な内容で進める予定

ですが、時間の関係で、授業では触れられないこともあります。そのため、国家試験に

備えて、標準的な知識として教科書で補足していただきたいです。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

介護の質に挑む人々 加藤仁       ／中央法規 ／／授業で学習する内容については、 新の考え方や研究

結果、社会状況、政策などの知識や情報を取り入れ、根拠に基づいた理解を得て頂く

事に努めます。そのために、適宜、適切な文献を資料として活用しますが、その出典と

なった文献には出来るだけ全体に目を通して頂きたいです。  

死は誰のものか 斉藤義彦     ／ミネルヴァ書房 ／／上記に同じ 

アルツハイマー病にならない 井原康夫    ／ 朝日新聞社／／上記に同じ

アメリカ　置き去りにされる高齢者福祉 斉藤義彦／ミネルヴァ書房／／上記に同じ

知っておきたい認知症の基本 川畑信也／集英社／／上記に同じ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記試験により介護問題の背景、関連する専門知識、対象の理解、援助の方法論などの基本

的理解、知識の修得状況を評価・判定します。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

急激な社会の変化にともない，多くの人びとに心身の病やストレスが蔓延している。こうした問題に対して，今こそ心のケアとしてのカウンセリン

グが注目されている。本講義では，カウンセリングが生まれるまでの歴史的経緯，心の病の捉え方ならびにカウンセリングに関する基本問題を

解説し，カウンセリングの主要理論である精神分析，交流分析，認知行動療法などを具体的な事例を交えて紹介する。また，傾聴技法の習得の

ため，紙上応答訓練や逐語録の検討などの方法を活用する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。自己理解を深め，人とのコミュニケーションのあり方を考えたい人の受講を望みます。 

特に教科書を使用しない。講義中にレジュメを配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義中に紹介した文献を読むこと。

単位数 /  Credit 2

カウンセリング論 (S)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

13170

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①カウンセリングが必要とされた歴史的経緯と心の病に関する理解を深める。

②初回面接から終結に至るまでのカウンセリングにおける基本的な問題を理解する。

③カウンセリングに用いられる代表的な理論を学ぶ。

④カウンセリングに用いられる実践的な技法を習得する。

⑤以上を通じて，自己理解を深めるとともに，対人関係におけるコミュニケーション能力を高める。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義を通じて，興味がわいた内容に関連する図書を積極的に読んでください。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

カウンセリングの理論 國分康孝／誠信書房／4-414-40308-1 C3011／

カウンセリングの実際問題 河合隼雄／誠信書房／4-414-40119-4 C3011 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

カウンセリングとは何か 心理療法・歴史的ルーツ・カウンセラーの適正第１回

心の病とは何か 心身症・臨床心理学の歴史・トラウマ第２回

カウンセリングの基本問題１ クライエントとの出会い・面接の構造化・落ち着きのない

子ども

第３回

心の深層の理解１：精神分析 フロイト・無意識・自由連想第４回

心の深層の理解２：ユング心理学 コンプレックス・言語連想検査・箱庭療法第５回

人間関係の心理学１：アドラー心理学 ライフスタイル・対人関係論・勇気づけ第６回

人間関係の心理学２：交流分析 構造分析・エゴグラム・交流パターン分析第７回

傾聴技法の習得：クライエント中心療法 ロジャーズ・自己一致・現象学第８回

反省してはいけない！：認知行動療法 学習理論・認知の歪み・論理療法第９回

心の奥底にある感情に触れてみる：ゲシュタルト療法 「今，ここ」での気づき・エンプティチェア・感情体験第10回

家族システムへの介入：家族療法 アダルトチルドレン・円環的因果論・水を飲み続ける少

女

第11回

心理アセスメントの方法 心理テスト・深層心理・フィードバック第12回

臨床心理学的支援の実際 不登校・アセスメント・否定的感情の吐き出し第13回

日本のカウンセリング技法 森田療法・内観療法・ロールレタリング第14回

カウンセリングの基本問題２ 面接中期の諸問題・終結・対話分析第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） カウンセリングにおける基本問題や主要理論に関する理解を問う。また，具体的なカウンセリン

グ場面を想定した問題も出題する。 

80 ％

平常点評価 出席点を成績の評価に加える。なお，欠席が３分の１を超える場合，単位を認定しない。20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし。

 その他 /  Others

sokamoto@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

カウンセリングを考える［上］ 河合隼雄／創元社／4-422-11166-3 C0011／

カウンセリングを考える［下］ 河合隼雄／創元社／4-422-11167-1 C0011／

教師カウンセラー・実践ハンドブック 上地安昭編著／金子書房／978-4-7608-2358-1／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

女性の社会進出、少子高齢化の進展など現代社会の変動に伴い、家族関係にも大きな変化がみられる。そこで、現代家族はどのような問題を

抱えているのか、具体的な事例を基に心理的、社会的側面から多角的な分析を加え、多様な援助のあり方について考えてみたい。とりわけ、育

児不安、児童虐待、DVなどに焦点をあてながら、子どもの養育、親子関係、夫と妻のパートナーシップについて理解を深める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

教科書は特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

家族関係論 (S)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

13173

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現代家族について基本的な理解を得る。

・家族問題についての理解を深め、対応策について考える。

・親子関係、夫婦関係について理解を深める。

・子育て支援・家族援助についての知識を得る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

家族問題及び家族支援についての理解を深めるために、下記にあげた参考文献だけでなく、講義中に紹介する文献も積極的に読んでください。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 導入講義 【キーワード】家族とは何か、社会の変貌と家族の変化1 

 現代家族の特徴（１） 【キーワード】核家族化 、性別役割分業 、少子化 、子

どもの価値の変化

2

 現代家族の特徴（２） 【キーワード】恋愛観・結婚観の変化、晩婚化、未婚化、

新専業主婦論争

3

 育児困難・育児不安の増大 【キーワード】孤立育児、母性愛 、愛着障害 、３歳児神

話の影響 

4

　育児支援の課題 【キーワード】少子良育戦略、完璧志向、集団保育への

期待

5 

　子育てにおける父親の役割 【キーワード】父親の育児参加、育児休業取得率  6 

　児童虐待の理解と援助  【キーワード】貧困問題、親の養育体験・子育ての技術

不足 、家族内葛藤  

7

 子どもを虐待する家族への援助 【キーワード】親業訓練、安全の家、ネットワーク 8

 思春期、青年期の親子関係（１） 【キーワード】「良い子」の生きにくさ、不登校、非行と親

子関係

9 

 思春期、青年期の親子関係（２） 【キーワード】親の子離れ、親からの自立   10 

 家庭崩壊、機能不全家族の増加と子どもへの影響 【キーワード】家族機能、家族の再生、家族療法11 

 ドメスティック・バイオレンスにみる夫婦関係 【キーワード】暴力発生のメカニズム、被害者支援、加害

者支援、子どもの安全 

12 

カナダにおける家庭福祉・家族支援の現状と課題 【キーワード】アドボカシー、子どもの権利擁護 、子ども

のしつけの見直し

13  

 世界の動向  【キーワード】保育保障、経済的支援、父親の育児参加14 

 総括講義 【キーワード】これからの家族のあり方、家族福祉の課

題  

15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 通常の試験を実施する。70 ％

平常点評価 レポートを中間で提出してもらい評価に加える。また、コミュニケーションカードによる授業の感

想や意見も求めるが評価には加えない。 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

メールによる質問等を受け付けます。

修学館の個人研究室でも対応します。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子育て支援の現在』   垣内国光，桜谷真理子／ミネルヴァ書房／4-623-03643-XC3336 ／

『母性愛神話の罠』   大日向雅美 ／日本評論社／4-５３５－５６１５６－７ ／

『個人化する家族』  目黒依子／勁草書房 ／4-３２６－６５０７４ー５／

『「家族」と「幸福」の戦後史』 三浦展 ／講談社現代新書／06－149482－1　ＣＯ２３６／

『 21世紀家族へ』  落合恵美子／有斐閣選書／4-６４１－２８０９１－６／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SA)  §  現代と福祉 (SA)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

11211

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SB)  §  現代と福祉 (SB)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

11212

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SC)  §  現代と福祉 (SC)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

11213

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

社会福祉のパラダイム転換を経て、福祉サービスを「購入」するために、質の良いサービスの供給や苦情解決、契約能力の確保など、従来とは

異なるサービス利用の下支えが必要となった。そのための仕組みを理解することが、本講座の目的である。

社会福祉におけるエンパワメント、成年後見における自己決定権、自己責任と公的責任つまりはサービス利用と公的介入など、ソーシャルワー

クの思想を背景に学習を進める必要がある。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

権利擁護と成年後見 (S)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

10665

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ソーシャルワークの担い手として身につける必要のある、成年後見制度、権利擁護制度、憲法や民法等の法制度と担い手などについて理解す

る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新規の社会福祉士受験資格科目

masato.noda@Gmail.com

でのメールでアポイントをとってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

権利擁護と成年後見制度　第２版 社会福祉士養成講座編集委員会／中央法規出版／978-4-8058-3266-0／必ず所持

福祉小六法 ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ソーシャルワークにおける法の意味１

ソーシャルワークにおける主要な法２

後見１　未成年後見３

後見２　成年後見制度４

後見３　成年後見の応用５

後見４　後見の責務６

日常生活自立支援事業７

成年後見制度利用支援８

権利擁護機関１　司法９

権利擁護機関２　行政と社会福祉協議会10

社会福祉士の権利擁護活動　11

権利擁護専門職12

成年後見と権利擁護の応用１13

成年後見と権利擁護の応用２14

公的責任と自己責任15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 70 ％

平常点評価 コミュニケーション状況と、小課題30 ％

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　近代の歴史では「貧困はなくなった」と言われた時期が何度もあった。「豊かな社会」が謳歌された。それにもかかわらず、今日年収200万円未

満の労働者は1000万人を超えている。完全失業率は連続して5％を超え、若者の失業率9％近くにのぼる。子どもから高齢者まで、貧困問題は

深刻だ。

一方、生活保護を受けられない人が餓死した事件、自殺した事件が起こった。そのような中で生活保護制度を法の精神に立ち返って運用を求め

る国民の運動も起こった。

いったい、生活保護制度はどんな制度であるのか、どう変わってきたのか、国民生活を護る制度と体制はどうあるべきか、学び、考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

日本国憲法、社会保障論、社会福祉法制

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

公的扶助論 (S)  §  公的扶助論 (SG)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

12049

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①現代の貧困と格差の事実を把握し、貧困と格差が生まれる原因を学ぶ。

②貧困問題、低所得問題に対応する諸制度とその中での公的扶助制度の意義を理解する。

③生活保護制度の内容、相談援助活動の実際、運用の課題を学ぶ。

④公的扶助の歴史を学び今後のあり方を考える。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１．現代の貧困(1) 　「貧困」のイメージ、失業、ワーキングプア、ホームレ

ス、非正規雇用、自己責任

１

２．現代の貧困(2) 　貧困、低所得、 低賃金、生活問題、社会問題、見え

る貧困、見えない貧困、

２

３．現代の貧困(3) 　絶対的貧困、相対的貧困、貧困化、新しい貧困、低所

得層、格差

３

４．日本の生活保護制度(1) 　日本国憲法、社会保障、社会扶助、公的扶助、生活

保護法、健康で文化的な 低限度の生活、　国家責

任、国民の権利

４

５．日本の生活保護制度(2) 　 低生活、自立助長、無差別平等、一般扶助主義、

保護の原則、生活保護財政

５

６．日本の生活保護制度(3) 　 低生活費、生活保護基準、加算、保護の種類、保

護の程度

６

７．日本の所得保障制度、生活関連制度、低所得層への

対応(1)

　年金保険、手当、雇用保険、傷病手当金、生活福祉

資金、リバースモーゲージ

７

８．日本の所得保障制度、生活関連制度、低所得層への

対応(2)

　保護の補足率、労働者保護、ホームレス、８

９．生活保護制度と相談援助活動(1) 　保護の機関、保護施設、福祉事務所、社会福祉主

事、民生児童委員

９

10．生活保護制度と相談援助活動(2) 　保護申請、相談、ミーンズテスト、保護の開始、保護の

変更、保護の廃止、自立

10

11．生活保護制度と相談援助活動(3) 　ケースワーク、相談援助、自立支援プログラム11

12．公的扶助の歴史（イギリス） 　本源的蓄積、浮浪貧民、救貧法、労役場、懲治院、ス

ピーナムランド、ベヴァリッジ報告、

12

13．公的扶助の歴史（日本） 　恤救規則、救護法、旧生活保護法、新生活保護法、

社会保障制度審議会、社会福祉事業法、社　会福祉六

法

13

14．不服申立て制度と訴訟 　朝日訴訟、堀木訴訟、林訴訟、中嶋訴訟、老齢加算

廃止訴訟

14

15．生活保護制度の動向 　 低生活費、加算、有期保護、財源委譲問題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 公的扶助制度と運用および歴史についての基本的理解と知識を確かめる。

貧困問題、貧困研究についての基本的理解と知識を確かめる。

公的扶助制度の現状と課題について到達した認識を確かめる。

80 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は、日頃から新聞、専門誌、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどによって、今日の低所得・貧困・格差の拡大、その背景にある雇用、年金、税・保険料などの国

民負担、について関心を深め、授業に望んでください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「現代の貧困」とナショナル・ミニマム 金澤誠一／高菅出版／9784901793391 ／

保護のてびき　平成２３年度版 生活保護制度研究会／第一法規出版／／2011年7月頃の発売です

平常点評価 時間内でのﾐﾆﾚﾎﾟｰﾄ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰを随時求めます。20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

発展途上国における多くの社会問題に取り組む、国際協力活動を行うNGOを中心に取り組んで取り上げる。その関連で、国際機関(国連、世界

銀行等)、政府のODAについても一部で取り扱う。途上国における貧困や、民族紛争、テロ、環境破壊は、世界全体を不安定な状態に陥れてい

る。そうしたなか市民によって結成されたNGO(非政府組織)の役割に注目が集まっている。本講義では「NGOの時代」といわれる21世紀のなかで

組織の活動、課題を検証していく。講義は毎回ビデオを使用し、また2回ほどゲストスピーカーを招聘する。それによって、アップデイトな事象につ

いてより具体的な理解を深めてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ＮＰＯ・ＮＧＯ論(担当：秋葉武) 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が授業内で紹介するNPOのHPなどは随時、閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

国際NPO・NGO論 (S)  §  国際ボランティア論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15931

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・国際協力において、なぜ政府だけでは役割を果たせないのか

・ＮＧＯが具体的にどのような役割を果たしているのか

・国際協力ＮＧＯにおいてなぜマネジメントが重要になり「ビジネス化」が言われるようになったか

・国際協力においてどのような人材が求められ、その特徴は何か

上記のことについて、理解することを目標とする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ガイダンスに出た上で、納得した上で受講登録をして下さい。せっかく受講するのですから、受講するだけでなく、自主的に勉強してテーマを深め

ていくと面白いと思います。

なお、下記の行為をする受講生は「F」評価となる可能性があるので、留意してください。①他の受講生の受講権の侵害‥授業中の私語、大幅な

遅刻、頻繁な途中入退室など　②マナーの欠如(携帯電話の時計以外の目的での使用など)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NGOの台頭とその社会的背景 NGOの機動性、国境なき医師団、地雷廃絶キャンペー

ン、アフリカ

2～3

日本のNGOの活動分野と協力形態 適正技術、児童支援NGO、シャンティ国際ボランティア

会、東南アジア

4～5

NGOの活動分野と協力形態 持続可能な発展、環境NGO、アマゾン6～7

NGOと国内の国際化 コミュニティにおける他組織との連携、多文化共生、多

文化共生センター

8

NGOの新たな戦略　――マイクロクレジット―― ビジネスモデル、エンパワーメント、貧困と女性、グラミ

ン銀行

９～10

NGOの新たな戦略　――フェアトレード―― 世界貿易の不均衡、ピープルツリー、フェアトレードラベ

ル

11

NGOを取り巻く環境①―政府とのパートナーシップをめ

ぐって―

創造的緊張、協働、下請け化の危機12

NGOを取り巻く環境②―国連とのパートナーシップをめ

ぐって――

国連の危機、アメリカとの相克、協働の進展13

NGOを取り巻く環境③――グローバリゼーションによる社

会構造の変化――

グローバル化、社会的排除、絶対的貧困14

国際協力NGOの今後 NGOの課題と今後の展望について15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述および穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主にコミュニケーションペーパーを通してです。講義内容に関して、コメントを求めます。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.janic.org/  国際協力ＮＧＯセンター　

http://www.mofa.go.jp/mofaj/　外務省

http://unic.or.jp/index.php　国連広報センター

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ハンドブックNGO――市民の地球的規模の問題

への取り組み――(1998)

馬橋憲男、斎藤千宏編／明石書店／／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

各国の子育ての状況を比較することをとおして、先進諸国の福祉制度の特徴を明らかにします。

公的機関が中心となって問題解決するのが福祉国家であるとするならば、家族、企業、公的機関、NPO 等が互いに協力し合いながら問題解決

するのが福祉社会であると考えられます。とはいえ、国によってこの協力関係のあり方は様々です。

講義の中で、各国の福祉のあり方は様々であるということを知り、なぜそれらの方法が採用されたのか考えましょう。そしてそれぞれの方法ごと

に、何が解決され、何が新たな問題として生じているのかを考えましょう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

原則として、期末試験に基づいて成績評価を行います。

日常点を加味することもありますが、日常点はあくまでも補足資料として使います。

特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞、雑誌、映画など様々な機会をとおして、各国の福祉のあり方はさまざまであるということを知り、その社会的背景に注意を向けて

みて下さい。

単位数 /  Credit 2

国際福祉社会論 (S)  §  国際福祉社会論 (I)

担当者名 /  Instructor 太田 美帆

13196

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

各国でさまざまな方法で行われている福祉追求のあり方を学び、それらを体系的に理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義の内容と日常生活を関連づけて考えてみて下さい。

また、講義中に理解できなかったことは、早めに解決するようにして下さい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ポスト工業経済の社会的基礎：市場・福祉国家・

家族の政治経済学 

G.エスピン-アンデルセン／桜井書店／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入：福祉とは？ 社会的リスク管理第１回目

日本の子育て 家族、就労、性別役割分業第２回目

スウェーデンの子育て（１） 家族、税制度第３回目

スウェーデンの子育て（２） 保育制度第４回目

スウェーデンの子育て（３） 給付制度、短時間勤務 第５回目

スウェーデンの子育て（４） 家庭内分業の現状第６回目

スウェーデンの家族政策を支えるもの 働き方、労働市場政策 第７回目

フランスとドイツの子育て 家族、働き方、家族政策第8-9回目

アメリカの子育て 家族、働き方、家族政策第10回目

社会的リスクの管理方法 福祉レジーム第11回目

福祉国家の基本モデルとサービス産業のジレンマ 工業社会、脱工業社会第12回目

福祉国家の三類型 自由主義レジーム、保守主義レジーム、社会民主主義

レジーム

第13-14回目

まとめ：リスクと社会制度 経済と福祉と家族のつながり第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本的な問題や概念について理解し、自分の言葉で論じることができている

かを評価する。  

90 ％

平常点評価 小テストおよび出席状況によって評価する。10 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適宜、紹介します。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

福祉資本主義の三つの世界：比較福祉国家の

理論と動態

G.エスピン-アンデルセン／ミネルヴァ書房／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

世界経済のグローバル化、そして社会の深刻な少子高齢化が進む今日、既存の先進福祉国家は大きな転換期を迎えている。本講義ではその

ような現代福祉国家の現状と変化を国際比較の観点から捉え、その今後について展望する。手順としては、まず70年代以降の先進資本主義国

家の変容について把握した上で、この変容にあわせて福祉国家体制が、そして福祉国家論がどのように変化してきたのか検討する。次に福祉

国家レジーム論について簡単に触れた上で、各レジームを代表する国々の社会福祉・社会保障政策の特徴と近年の変化について把握する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

使用しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の講義後、ノートを整理し、講義内容を復習しておくこと。

単位数 /  Credit 2

国際福祉政策論 (S)  §  国際福祉政策論 (I)

担当者名 /  Instructor 福地 潮人

13343

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①福祉国家論の基本的な視座について理解し、説明できる。

②福祉国家の各類型のもつ特徴について述べることができる。

③各国の福祉政策の特徴と近年の変化について理解し、説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義はパワーポイントと配布資料による解説を中心に進める。受講生は必ずノートをとること。定期試験もノートからの出題が大部分となる。覚え

るべき用語も多いので、毎回の受講後の復習は必ず行い、わからない点があれば積極的に質問してほしい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション～福祉国家と福祉政策～ 福祉国家、夜警国家、福祉政策、所得分配第１回

グローバル化の中の福祉国家 グローバル化、ケインズ主義的国民福祉国家、シュン

ペーター主義的ワークフェア体制

第２回

福祉国家の変容と福祉国家論の変遷① 「福祉国家の黄金時代」、収斂説、｢収斂の終焉」、権力

資源論

第３回

福祉国家の変容と福祉国家論の変遷② 新自由主義、サッチャリズムとレーガノミックス、ハイエ

ク、水滴理論、アトミズム

第４回

福祉国家の変容と福祉国家論の変遷③ 福祉国家類型論、福祉国家発展段階説第５回

福祉国家レジーム論の概要① エスピン・アンデルセン、レジーム、脱商品化、脱家族主

義化、階層化

第６回

福祉国家レジーム論の概要② 社会民主主義レジーム、保守主義レジーム、自由主義

レジーム

第７回

各レジームの変化 「第三の道」、ポルダー・モデル、社会的投資戦略第８回

各国の事例～社会民主主義レジームの国～スウェーデ

ン①概要

「国民の家」、所得格差、再分配効果、年金と医療、高

齢者福祉の特徴

第９回

各国の事例～社会民主主義レジームの国～スウェーデ

ン②ノーマライゼーションの理念と実際

ノーマライゼーション、障害者福祉政策、ＬＳＳ、障害者

オムブヅマン

第10回

各国の事例～社会民主主義レジームの国～スウェーデ

ン③自己選択と自己決定

障害者雇用、サムハル、社会的協同組合、地方自治体

と障害者団体の役割

第11回

各国の事例～保守主義レジームの国～オランダ①概要 列柱社会、ネオ・コーポラティズム、非営利組織の役

割、男性稼得者モデル

第12回

各国の事例～保守主義レジームの国～オランダ②ポル

ダー・モデル

オランダ病、ワッセナー合意、ワークシェアリング、コン

ビネーション・シナリオ

第13回

各国の事例～保守主義レジームの国～オランダ③ワー

ク・ライフ・バランスの実際

ワーク・ライフ・バランス、各企業の取り組み、労働組合

における対応

第14回

各国の事例～自由主義レジームの国～アメリカ デュアリズム、年金と医療制度の特徴第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 全講義回数の3分の１以上（5回以上）欠席した場合、受験を認めない。また、受講態度等に著

しい問題が見られた場合、その後の受講および定期試験の受験を認めない場合がある。

100 ％
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講義中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

Ｅメールによる連絡。なお、連絡先については講義中に指示する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

健康と医療に関する動向と政策について国際比較の観点から検討する。社会格差や不平等の拡大は、健康や医療においても問題を突きつけて

おり、その現状とそれに対応する先進諸国および新興国の政策について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

講義は教科書をベースに、随時参考書を用いながら進めるので、毎回持参すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書をベースに進めるので、事前に目を通しておくこと。また、日頃から新聞などに目を通して、日本だけでなく海外の社会保障や福祉、社会

情勢などに関する感性を磨いておくこと。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

国際保健医療政策研究 (S)  §  国際保健医療政策研究 (I)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

15841

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）健康や医療、それに関わる制度についての基本的概念を説明できる。

（2）健康や医療にかかわる論点を理解し、政策対応の現状について説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

オフィスアワー

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

健康と医療の公平に挑む　国際的展開と英米の

比較政策分析

松田亮三編著／勁草書房／／2009年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

世界の医療制度改革 OECD編著／明石書店／／2005年

アジアの社会保障 広井良典・駒村康平編／東京大学出版会／／2003年

医療制度改革の国際比較（講座　医療経済・政

策学第6巻）

田中滋・二木立編／勁草書房／／2007年

医療財源論：ヨーロッパの選択 エリアス・モシアロスほか編著／光生館／／2004年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

国際保健医療政策研究では何を学ぶのか 講義の概要、社会格差、貧困、健康格差、医療格差1

政策課題としての健康格差 不健康、平均余命、死亡率、健康の不公平2

健康格差の解釈論 指標、解釈、量的把握3

健康格差対策の論理モデル 健康の社会規定要因、健康格差の社会規定要因4

政策課題としての医療格差 医療供給の公平、医療アクセス、医療利用、必要5-6

医療政策におけるアクセス公平の追及 医療財政、医療供給7

医療改革における公平 効率性、格差、基準8

前半までの復習9

アメリカにおける医療格差と対策 無保険者問題、保険加入、医療費負担、アクセス障壁10-11

イギリスにおける医療格差と対策 NHS、行政組織、監査体制、財政12-13

アメリカ・イギリスにおける健康格差対策 対象、目標、手段、成果14-15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に照らして評価する。80 ％

平常点評価 8回目の講義（予定）で、理解度の確認のため小テストを行う。20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others

事前にメールで連絡をすることが望ましい。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講ではコミュニティケアに関する基礎的な理解を以下の3点から求める。①コミュニティケアの系譜および概念の整理・検討を、イギリスなどに

おける国際動向および日本における実態と課題に照らして検討する。②社会福祉の構造的把握からコミュニティケアを考察する。特に、障害者

福祉における地域福祉実践の構造的理解を基礎にして、コミュニティケアを福祉援助の技術論的アプローチとともに、地域社会での生活を支え

る福祉、構成員すべての人間的発達を保障する視点から考察する。③ノーマライゼーションの視点からコミュニティレベルのケアの体系化（計画

化）を提起する。福祉・医療・教育の各領域及びその協同、さらにはすべての構成員の社会参加と自己実現を基礎にして、総合的かつ横断的な

施策と計画の必要性をノーマライゼーションの視点から提起する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

地域福祉論、児童福祉論、老人福祉論、障害者福祉論、国際福祉社会論（それぞれ、少なくとも同時履修が望ましい）。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生が居住する地域社会の福祉問題について、日常的な関心を持って講義に望んでもらいたい。

単位数 /  Credit 2

コミュニティケア論 (S)  §  社会福祉援助技術論III (SG)  §  社会福祉援助技術論III (S)  §  コミュ

ニティケア論 (SG)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

10738

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．コミュニティケアに関する基礎知識の習得と系統的理解

２．コミュニティにおける福祉課題に対する問題意識の形成

３．コミュニティケアの関連領域を踏まえての総合的理解 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに　―講義を始めるにあたって―  

１．コミュニティケアとは　（１）概念の検討と整理  

コミュニティ、アソシエーション、ケア、施設ケアと在宅ケ

ア

第1回

１．コミュニティケアとは　（２）イギリスの政策動向と系譜

①  

シーボーム報告、グリフィス報告、コミュニティケア法第2回

１．コミュニティケアとは　（２）イギリスの政策動向と系譜

②

ケアマネジメント、新自由主義政策第3回

１．コミュニティケアとは　（２）イギリスの政策動向と系譜

③

福祉ミックス、ニューレイバー、シュアスタート第4回

１．コミュニティケアとは　（３）国際社会における展開 ノーマライゼーション、社会的排除、インクルージョン、

CBR 

第5回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（１）政策展

開と実際①

高度経済成長期、コミュニティ政策、住民主体の原則、

地域社会の構造変動

第6回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（１）政策展

開と実際②

ゴールドプラン、地方分権、福祉のまちづくり第7回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（１）政策展

開と実際③

社会福祉基礎構造改革、介護保険制度第8回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（１）政策展

開と実際④

ケアマネジメント、支援費制度、障害者自立支援法第9回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（２）構造的

把握の意味 

三元構造論、生活の社会化論 第10回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（３）地域福

祉計画

社会福祉法、地域福祉計画、社会福祉協議会第11回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（４）高齢者

福祉と計画

高齢者の孤独死と自殺、老老介護、ケアプラン第12回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（５）障害者

福祉と計画

ノーマライゼーション、バリアフリー、コンフリクト 第13回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（６）児童福

祉と計画

児童虐待、少子化対策、子どもの権利第14回

３．コミュニティケアの展望と課題　―あらためてコミュニ

ティケアを考える、まとめにかえて―

住民参加、共同と連帯、発達保障第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容に関する基礎知識の習得と論理的思考。60 ％
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特に指定しない。

その他、講義中に適宜指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各自治体（地域福祉計画等の資料）および厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）。その他、講義中に適宜指示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会福祉に関する専門的な内容を多く含むため、社会福祉関連の科目を同時履修または既修であることが望ましい。講義への出席を通じて自

分の頭で考え問題意識を高め、基礎的な事項への理解を深めてほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害のある子ども・家族とコミュニティケア 黒田学、渡邉武編 ／クリエイツかもがわ／978-4863420366 ／

イギリスのコミュニティケアと介護者―介護者支

援の国際的展開

三富紀敬／ミネルヴァ書房／978-4623052196／

平常点評価 講義内容に対する問題意識の形成と積極的受講。３分の２以上の授業に出席し、レポート（コ

ミュニケーションペーパー）を提出した者のみ成績評価の対象とする。

40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　本授業では，児童期および青年期における発達的特徴について講述するとともに，そうした発達的特徴を生み出す諸要因について論じる。大

まかには，認知発達的側面と対人関係的・感情的側面の両面から，発達的特徴について考察するとともに，統合的な観点としての人格発達につ

いても触れる。児童期における発達にかかわっては，特に学校教育との関係ならびに社会的関係に焦点を当てる。また，青年期における発達に

かかわっては，自立と依存という二つのモメントに揺れる心性に焦点を当てるとともに，特に現代的な青年心理の特徴についても考察を行いた

い。あわせて，発達障害に触れるとともに，児童期・青年期における発達上の諸困難に関しても論じることとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

乳幼児心理学 S

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

小レポートを2～3回程度実施する予定である。授業内容を踏まえた上で，関連文献を読み込むことが必要なので，授業内容をよく復習するととも

に，授業で紹介した文献を適宜読み込んでレポートに臨むことが求められる。

単位数 /  Credit 2

児童・青年心理学 (S)  §  児童青年の心理 (S)  §  児童青年の心理 (SG)  §  児童・青年心理学 

(SG)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

15838

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①児童期・青年期の生活や発達的特徴に関心を深めるとともに，それらを捉える視点を獲得すること。　

②児童期ならびに青年期を中心とする心理発達上の諸特徴についての資料の読み取りや分析に習熟すること。

③児童期・青年期の発達に影響する諸条件についても基本的な知識を得るとともに，発達を捉えるための理論について知ること。

④これら３点を基礎に，児童期・青年期を中心とした発達上の諸問題について一定の考察ができるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

WebCTに、授業用レジュメや資料を掲載するので、参考にして欲しい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「授業の概要と進め方について」及び「児童期・青年期と

は何か：発達の時期区分と生涯発達上の位置づけ」

生涯発達，発達段階，歴史の中の児童・青年第1回

小学生の生活と発達 社会と学校，生活世界第2回

小学校１年生－２年生 小学生の生活と発達第3回

小学校３年生－４年生 知的好奇心，9,10歳の節，クラブ活動，動機づけの変化第4回

小学校５年生－６年生 思春期への移行，自己意識，総合的な学習，科学的思

考

第5回

思春期とは何か 性的成熟，アドレッセント・スパート，思春期危機，ジェン

ダー

第6回

青年期の発達的特徴 自己理解，アイデンティティ第7回

子どもらしさを捉える① 文化的過程，発達段階，現実の子ども第8回

子どもらしさを捉える② 生活リズム，実践性，子どもの権利第9回

児童・青年における認識と感情① 思考の発達，ピアジェ，9,10歳の発達の節，社会認識，

形式的操作

第10回

児童・青年における認識と感情② 共感性，視点取得，自尊感情，怒りと感情制御第11回

家族の中の児童青年 家族関係，親と子，依存と自立第12回

就職と労働 職業選択，キャリア発達，産業構造第13回

現代における青年の生活と人格発達 依存，自立，個性，生活時間，生活空間，文化第14回

児童・青年を理解する方法 行動観察，質問紙，面接，状況の理解，関係の中での

理解，権利主体

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業において学んだ知識の獲得状況を評価するとともに、そうした知識を踏まえて児童期・青

年期の問題について考察する能力を評価する。

60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーや小レポートにより、講義に対する理解度や関与度を評価する。40 ％
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上記以外にも，各授業時に参考となる書籍等については紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新 かたりあう青年心理学 心理科学研究会 (編)／青木書店／978-4250990090／問題意識を広げるために

児童心理学試論 心理科学研究会「児童心理学試論」編集委員会／三和書房／978-4783300298 ／問

題意識を広げるために

小学生の生活とこころの発達 心理科学研究会／福村出版／978-4-571-23045-5／問題意識を広げるために

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

児童福祉は、 近では「子ども家庭福祉」とも呼ばれ、社会福祉分野の重要な一領域である。特に子どもの権利を視野に入れ、子どもの福祉に

関するさまざまな制度や施策を理解すると同時に、その実現のためのソーシャルワークをも理解することが必要である。そこで、子どもの権利に

ついて学んだ上で、児童福祉の展開に関して学び、中でも特に児童虐待や非行など、援助が困難な領域の基本を学ぶ場とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

児童福祉論 (S)  §  児童福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

11285

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会福祉士の基本分野のひとつであり、児童に関する専門職としての基本を学ぶものである。児童虐待防止法の第1条にあるように、子どもの

命とその人生、そして次世代までを視野にいれた援助を学ぶ科目である。本来通年でも不足するボリュームを半期で学ぶため、相当厳しい内容

となり、例年相当数がＦとなる。教養レベルではないのでこころして受講されたい。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会福祉発達史から、具体の援助技術方法論まで言及するので、そのような領域の基本書を一度目を通しておくことをすすめる。 

 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

児童や家庭に対する支援と子ども家庭福祉制 芝野・高橋・松原／ミネルヴァ書房／9784623053995／必ず必要である。

福祉小六法 ／／／必ず必要である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

子どもの権利と社会的子育て 許斐・望月・野田・桐野／信山社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子ども家庭福祉の原理と子どもの権利の系譜１

子どもの権利の系譜２

子どもの権利条約３

日本の子どもの課題４

子ども家庭福祉の施策５

子ども家庭福祉の実施体制６

分野別の課題（子育て支援・保育）７

分野別の課題（健全育成）８

分野別の課題（自立支援）９

分野別の課題（児童虐待）10

分野別の課題（非行）11

子ども家庭福祉の専門職12

子ども家庭ソーシャルワーク13

子ども家庭福祉の課題14

子ども家庭福祉の今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 通常の試験として実施する。70 ％

平常点評価 コミュニケーションカードを求める。

また課題レポートの提出を求めるが、

講義中に指示し、回収日を指定するので、

特に気をつけておくこと。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/index.html

（厚労省子ども子育て支援）

 その他 /  Others

Emailにて

masato.noda@Gmail.com

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

司法福祉は、司法を通じて福祉課題を解決しようという営みであり、政策から臨床技術を含む。

従来は少年非行問題を中心に研究が進んできたが、今日では福祉全般における法的手続きの課題が大きくなり、家族への介入や権利擁護な

どの分野でも必要とされるようになっている。

本講ではその流れを受けて、非行にとどまらない分野での取り組みに言及する。

留意点として、司法福祉は法学的知識や心理学的知識が求められるものの、あくまで福祉分野の科目であることを認識して受講されたい

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

原則毎回コミュニケーションカードの記入を求める。

少年法・児童福祉法・児童虐待防止法・民法などいくつかの法令を参照するので、できれば小六法などを準備すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート課題としても取り上げる予定であるので、2011年中の司法福祉に関する社会的事象（事件や制度制定など・特に少年法や児童虐待に関

連するものなど）に関心を向けてください。

単位数 /  Credit 2

司法福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

10739

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

司法福祉の分野を理解することと同時に、福祉課題解決のために司法が関与する余地の意義について学習する。非行・虐待・財産保全などに

関して、司法活用の余地がある福祉課題であるという側面と、各事例がもつ福祉的側面を理解する。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講期間中は、社会で生じる司法福祉上の課題に関心を持って、収集につとめてください

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

更生保護制度 ／中央法規出版／978-4-8058-3267-7／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

犯罪白書 法務省／／／

司法統計年報 高裁／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

司法福祉の概念と定義1

司法福祉の発見と発展2

司法手続の概要とシステム(家事)3

司法に関わる福祉課題（夫婦・親子）4

司法に関わる福祉課題（人事訴訟）5

司法に関わる福祉課題（刑事裁判制度１）6

司法に関わる福祉課題（刑事裁判制度２）7

少年保護制度と少年法8

少年法と児童福祉法9

非行へのまなざし10

非行を見分けること11

非行を施設で克服すること12

非行を在宅で克服すること 更生保護制度13

被害者を支えること 医療観察法14

司法福祉の今後の課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 70 ％

平常点評価 講義中に要求する課題と小レポート30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

masato.noda@Gmail.com 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

家庭裁判月報 高裁家庭局／／／

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

社会福祉活動（ソーシャルワーク）とその社会福祉領域での相談援助活動の基盤および専門職（相談援助職）について以下の内容で学ぶ。国民

の生活問題および社会福祉活動の対象である社会福祉課題の現実、公的社会福祉制度と社会福祉活動との必要性を学ぶ。社会福祉活動・相

談援助活動の現実の展開の基本を学ぶ。社会福祉活動・相談援助活動の原理（概念、理念、構造）を、歴史的形成過程、生活問題を解決・緩和

する国民のイニシアティブ、国家による制度の関係の角度から学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会保障論、社会福祉六法に関する各福祉論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術論 (S)  §  社会福祉援助技術論I (S)  §  社会福祉援助技術論I (SG)  §  社会

福祉援助技術論 (SG)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

12582

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・社会福祉活動の対象となる国民生活問題を理解する。

・社会福祉活動の原理と概念および範囲を理解する。

・社会福祉活動の基礎的知識と理論を理解する。

・社会福祉専門職制度と社会福祉従事者の歴史、現状、理念を学ぶ。

・社会福祉士の役割(総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む)と意義について理解する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1  ①授業の概要と導入　②社会福祉活動・相談援助を

理解するための導入事例(1) 

生活の困りごと、生活問題、ニーズ、労働と生活、社会

問題 

1

2  社会福祉活動・相談援助を理解するための導入事例

(2) 

社会福祉資源 、社会福祉制度、社会福祉活動、相談援

助

2

3  社会福祉制度、社会福祉活動の構造(1)  生活問題、ニーズ、社会福祉制度、社会福祉の主体、

社会福祉活動、相談援助

3

4  社会福祉制度、社会福祉活動の構造(2)  地域活動、社会資源(相談機関、社会福祉施設)、人材

(社会福祉労働者・ボランティア)  

4

5  社会福祉活動を必要とする問題状況とその対応およ

び資源(1) 

生活問題の発生、危機、生活の再設計  5

6  社会福祉活動を必要とする問題状況とその対応およ

び資源(2)  

児童の社会的養護、高齢者、障害者、在宅ケア、施設

ケア

6

7  社会福祉活動を必要とする問題状況とその対応およ

び資源(3)

ネットワーク、地域、ボランティア、ターミナルケア7

8  社会福祉活動の考え方と構成要素(1) 社会福祉活動の類型、社会福祉活動・相談援助の諸機

能、基本的人権、契約と権利、ノーマライゼーション、社

会的包摂、自立 

8

9  社会福祉活動の考え方と構成要素(2) ゼネリックとスペシフィック、ジェネラリスト、共通基盤、

価値と倫理

9

10  社会福祉活動の歴史と理論(1) 本源的蓄積、救貧法、産業革命、貧困、慈善事業、ソー

シャルワーク、ＣＯＳ、セツルメント

10

11  社会福祉活動の歴史と理論(2) ミルフォード会議、統合化、世界恐慌、ニューディール、

社会保障、診断主義、機能主義、折衷主義、ベヴァリッ

ジ報告、福祉国家 、ノーマライゼーション

11

12  日本の社会福祉活動(1) 第二次大戦、ＧＨＱ、日本国憲法、基本的人権、社会福

祉事業法、社会福祉論争、社会福祉主事、５法ワー

カー、専門職

12

13  日本の社会福祉活動(2) 1970年中旬～ 福祉見直し、在宅福祉、多元化、ケアマネジメント、チー

ムアプローチ、社会福祉基礎構造改革、契約制度、権

利擁護、社会的排除、反貧困運動

13

14  相談援助専門職と社会福祉労働(1) 専門職制度、社会福祉士制度、分業と協業14

15  相談援助専門職と社会福祉労働(2) 専門職と価値・倫理、社会福祉労働過程、主体形成、制

度形成

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.
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特に定めません。

社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座⑥相談援助の基盤と専門職第２版』中央法規 2010年

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・現在、社会で生じている「福祉問題」について注目し、日常的に考察してください。

・関心をもったテーマについて、文献・資料を集め、研究素材としてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

定期試験（筆記） 筆記試験による80 ％

平常点評価 随時の提出物、コミュニケーションペーパによる。20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

社会福祉は今は私たちの生活にとって必要不可欠な社会資源となっています。福祉の仕事に就く人に取ってだけではなく、生活者にとっての社

会福祉の意義と成り立ちについて歴史的かつ現実的に考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ビデオを多用しながら、社会福祉の多様な現場とその奥の深さを考えます。また講義では考えるテーマを出して受講者に思考訓練を行ってもら

います。

単位数 /  Credit 2

社会福祉概論 (S)  §  社会福祉論 (S)  §  社会福祉原論 (SG)

担当者名 /  Instructor 石倉 康次

11358

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会の中での社会福祉の位置と役割について過去・現在・未来の歴的・現代的視点から捉える視点の獲得をめざします。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

欠席がないことを要請します。続けて出席することで理解が深まるように、授業を組み立てています。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現場がつくる新しい社会福祉  総合社会福祉研究所 ／かもがわ出版／／石倉も執筆しています

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入：本講義でのねらいや受講の心得について説明した

あと、社会福祉の意味を概説する

１

共同社会のなかでの福祉的営みの必須性を考える ボノボ、共同社会２

資本主義的生産の浸透による家族と地域社会における

自生的な共同関係の衰退

合掌造り、複合家族、直系家族、核家族 、地域社会３

共同関係の衰退と貧困化から社会福祉形成の歴史的前

提を考える

資本主義、労働力の商品化、国・地方自治体、民間非

営利組織

４

義務教育で権利としての社会保障・社会福祉について何

を学びましたか？

出産手当、育児手当、医療保障、老後保障、障害者福

祉、スウェーデンの中学生がまなぶ「公民科」教科書

５

社会福祉問題の現代的広がり～児童・青少年問題の今

～ 

児童相談所、家庭裁判所調査官 ６

認知症の人と向き合う 痴呆、認知症、デイケア７

当事者が語る若年認知症の世界 若年認知症、スティグマ、残存能力、ケアパートナー８

社会福祉援助が必要となる場面での自己と他者関係 ミード、Iとme、社会統制、自我意識の獲得９

地域福祉と権利擁護の課題 消費者被害、一人暮らし、悪質商法、地域福祉権利擁

護事業、成年後見

１０

貧困・格差拡大と社会福祉 格差社会、非正規雇用、子どもの貧困、障害者の貧

困、移民労働者

１１

社会福祉の三元構造と市場化 対象、運動、政策主体 １２

社会福祉従事者と社会福祉法人、社会福祉協議会、地

方自治体、国の役割と責任

社会福祉従事者、資格制度、社会福祉法人１３

当事者組織と社会福祉運動と社会福祉研究運動 社会運動、当事者運動１４

まとめと講義内容についての質問を受け付け必要な補足

説明を行う

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の理解度を問う期末試験によって評価します。70 ％

平常点評価 講義に出席して教室で出すテーマをどれくらい考えて、コミュニケーションペーパーを提出してく

れたかで評価します。 

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

講義の場やメールで連絡をとってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

  社会福祉調査は、潜在的な生活問題、生活実態を把握することから具体的な支援内容を検討し、さらに社会福祉課題、政策課題を明らかにす

る意味を持つ。

  本講では社会福祉調査に関する基礎的な理解を以下の3点から求める。

  ①社会福祉（社会問題）にとっての社会調査の系譜および意義の整理・検討

  ②社会福祉の構造的把握から見た生活実態把握の重要性の検討

  ③社会調査実施に向けた手続きや具体的な方法の習得

である。

  これらを検討・習得する上で、海外を含め様々な社会福祉調査の実際例をあげながら解説する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　社会調査論など調査・統計関連科目、地域福祉論、コミュニティケア論、国際福祉社会論（それぞれ、少なくとも同時履修が望ましい）。

教科書は特に指定しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生が居住する地域社会の生活問題と福祉調査に対して、日常的な関心を持って講義に望んでもらいたい。

単位数 /  Credit 2

社会福祉調査論 (S)  §  福祉調査・統計論 (S)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

10824

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　１．社会福祉（社会問題）にとっての社会調査の系譜および意義を理解すること

　２．社会福祉の構造的把握から見た生活実態把握の重要性を理解すること

　３．社会調査実施に向けた手続きや具体的な方法を習得すること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会福祉士課程の科目であり専門的な内容を多く含むため、社会福祉関連の科目を同時履修または既修であることが望ましい。講義への出席

を通じて自分の頭で考え問題意識を高め、基礎的な事項への理解を深めてほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに　―講義を始めるにあたって―

１．社会福祉調査とは　（１）生活実態把握の意味

三元構造論第１回

１．社会福祉調査とは　（２）概念と系譜の整理① 生活の社会化、地域の福祉力第２回

１．社会福祉調査とは　（３）概念と系譜の整理② イギリス、社会踏査第３回

１．社会福祉調査とは　（４）調査の方法 調査の種類、調査の目的・対象・方法第４回

２．調査の実際と特徴　（１）量的調査の実際① 少子高齢社会、住宅団地第５回

２．調査の実際と特徴　（２）量的調査の実際② 福祉課題の顕在化、暮らしの実態第６回

２．調査の実際と特徴　（３）量的調査の実際③ 学齢障害児、子育て支援第７回

２．調査の実際と特徴　（４）質的調査の実際① 事例調査、ベトナム第８回

２．調査の実際と特徴　（５）質的調査の実際② 学齢障害児、比較福祉第９回

２．調査の実際と特徴　（６）質的調査の実際③ 就学前の課題、早期介入第１０回

３．調査の設計、手順と方法　（１）仮説と検証 問題意識、調査設計第１１回

３．調査の設計、手順と方法　（２）資料収集と分析 基礎資料収集、調査の倫理第１２回

３．調査の設計、手順と方法　（３）量的調査 データの集計、報告書の作成第１３回

３．調査の設計、手順と方法　（４）質的調査 面接法、データの整理と分析第１４回

４．社会福祉調査と社会福祉計画～自治体の事例的検

討

地域福祉計画、地域福祉組織化第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容に関する基礎知識の習得と論理的思考。60 ％

平常点評価 講義内容に対する問題意識の形成と積極的受講。３分の２以上の授業に出席し、レポート（コ

ミュニケーションペーパー）を提出した者のみ成績評価の対象とする。

40 ％
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その他、講義中に適宜指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各自治体（地域福祉計画等の資料）および厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）。その他、講義中に適宜指示する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

障害のある子ども・家族とコミュニティケア 黒田学、渡邉武編／クリエイツかもがわ／978-4863420366／

ベトナムの障害者と発達保障 黒田学／文理閣／978-4892595103 ／

社会調査の基礎 宮本和彦他／弘文堂／978-4335610752／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現在、私たちにとって「社会保障・社会福祉制度」は、必要不可欠な生活の条件となっています。この講義では、社会保障・社会福祉制度の生

成・発展の歴史を辿ることで、社会保障・社会福祉の理念、本質、機能について学ぶとともに、２１世紀における福祉国家再生のための社会保

障・社会福祉のあり方について学びます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

検証テストは、授業の進度によって実施時期を変更する場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会福祉法制 (S)

担当者名 /  Instructor 密田 逸郎

13178

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

今日、社会保障・社会福祉は、テレビ・新聞等に取り上げられない日がないほどポピュラーになっているものの、一方では、学問としてとらえると、

難しいと敬遠されているのが現状です。そこで講義では、社会保障・社会福祉の体系や理念を学び、少しでも身近なものと感じ興味を持っていた

だこうと思っています。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

世の中の動きに関心を持ってください。新聞を読むことをお勧めします。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新しい社会保障の設計 芝田英昭著／文理閣／４－８９２５９－５２１－７ ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「社会保障・社会福祉の理念の変遷とその意義①」 所得保障、対人社会サービス、社会保障法（アメリカ、

ニュージーランド） 

1

「社会保障・社会福祉の理念の変遷とその意義②」 ILO、ベヴァリッジ・リポート、憲法第２５条、社会保障制

度審議会

2

「社会保障のあゆみとダイナミックス―イギリス及びドイツ

における歴史」

救貧法、本源的蓄積、ブース、ラウントリー、飴と鞭の政

策、ビスマルク

3

「社会保障・社会福祉の基本原理と限界」 生活障害、生活危険、生活不能、生活の社会化、労働

の価値、社会保険方式、消費税

4

「生活保護①」 貧困問題、セーフティネット、社会的排除5

「生活保護②」 格差社会、ベーシックインカム6

第１回検証テスト 検証テストの時期は、あくまで予定なので変更の可能性

があります。 

7

「公的年金①」 国民年金、厚生年金保険、共済年金、国民年金制度の

成立、国民皆年金

8

「公的年金②」 年金記録管理問題、社会保険方式、消費税9

「社会福祉法の成立、社会福祉基礎構造改革」 措置制度の解体、利用料概念、営利企業参入、新自由

主義 

10

「介護保険法と障害者自立支援法」 福祉の市場化、福祉サービスの「商品化」、介護保険と

障害者自立支援法の将来的統合

11

「保健・医療制度」 国民皆保険、医療の質と水準、医療の市場化、混合診

療、後期高齢者医療制度

12

「消費税の本質と福祉目的税化」 売上税、輸出戻し税13

第２回検証テスト 検証テストの時期は、あくまで予定なので変更の可能性

があります。

14

「新しい社会保障・社会福祉の姿」 社会保障基金、社会保障事務所、社会保障税15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を評価します。70 ％

平常点評価 前半、後半に１回ずつ計２回の検証テストを行います。配点は１回を１５点とします。また、毎回

コミュニュケーションペーパーの提出を求めます。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省：http:/www.mhlw.go.jp

 その他 /  Others

講義中の私語、飲食、携帯電話の使用は厳禁です。受講生としての 低限のマナーを守ってください。

参考書 /  Reference Books

itsuro@mbox.kyoto-inet.or.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会保障の基本原理と将来像 芝田英昭編著／法律文化社／４－５８９－０２７２４－０／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

障害のある人たちの教育（就学前教育・高等教育を含む）と福祉（雇用、生活など）の現状と課題について論じる。

本講義では、障害者の実態や施策・制度全体について、各種統計、報告書、実践記録、映像などを検討して障害者全体の動向を学べるようにす

る。また、障害者分野における教育と福祉の関連や連携に関する諸問題についても理解を深める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

とくになし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

障害者教育・福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 峰島 厚、森下 勇

11935

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

障害児者の福祉制度は、理念や内容で教育とは大きく異なっている。とくに福祉制度は、この間に大きく転換し混乱さえ生じており複雑である。こ

の授業では、詳細まで立ち入ることはできないが、教育との基本的相違、福祉制度転換の基本的内容、福祉制度等の利用に関する基本を押さ

えられるようにしたい。

なおこの授業の担当分担は、４－6回（予定）を森下勇が担当し、その他は峰島厚が担当する。また８－１１回（予定）については盲学校・ろう学校

の教員によるゲストスピーカーを予定している。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

とくになし。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者 峰島厚／全障研出版部／８８１３４－２７４－６／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

障害児教育・福祉の現状（１）：実態・運動 発達保障の考え方。ノーマライゼーション。インクルー

ジョン。

第1回

障害児教育・福祉の現状（２）：政策・制度　① 憲法第２５条と第２６条。学校教育法と障害者自立支援

法。

第2回

障害児教育・福祉の現状（３）：政策・制度　② 障害の定義・概念の国際的動向と日本。第3回

知的障害者・肢体不自由者・病弱者の教育・福祉の現状

（１）

就学前教育。就学指導。学校選択。第4回

知的障害者・肢体不自由者・病弱者の教育・福祉の現状

（２）

教科教育。自立活動。交流教育。第5回

知的障害者・肢体不自由者・病弱者の教育・福祉の現状

（３）

自立から自律へ。思春期の課題（障害の自己認識）。生

活支援、教育支援。

第6回

知的障害者・肢体不自由者・病弱者の教育・福祉の現状

（４）

職業指導。障害者雇用制度。労働と障害、発達。第7回

視覚障害児・者の理解（１） 早期発見・対応。早期教育。第8回

視覚障害児・者の理解（２） 弱視児の教育。点字指導。第9回

聴覚障害者の教育・福祉（１） 早期発見・対応。早期教育。第10回

聴覚障害者の教育・福祉（２） 言語指導。教科教育。９歳の壁。第11回

障害児教育・福祉の課題（１） 地域に根差した福祉・教育。障害者自立支援法の基本

的仕組み（放課後保障を含む）。

第12回

障害児教育・福祉の課題（２） インクルーシブな社会。日常生活の不利。障害者自立

支援法のサービス利用手続きの基本。

第13回

障害児教育・福祉の課題（３） 環境の整備。障害児の特別なニーズ。障害児者の施

設・事業体系の基本。

第14回

まとめ・評価 新の障害者福祉制度改革動向。第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 80 ％

平常点評価 20 ％
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とくになし。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

人は日々コミュニケーションを重ねることで、人間関係を築き・広げ・豊かに創りだしている。また、コミュニケーションを通して、人として成長してゆ

く。

本講義では障害者、特に聴覚障害者とコミュニケーションの諸問題を中心にとりあげる。コミュニケーションの入り口である、情報の伝達、情報の

共有から阻害されてしまう聴覚障害者にとってコミュニケーションの課題はすべての生活の根元的 な課題として表出しており、聴覚障害者にとっ

てコミュニケーション保障は基本駅人権の保障といえる。聴覚障害に対する理解の不十分さやコミュニ ケーション手段等の相違からコミュニケー

ションの壁をつくられやすく、人と人との係わり合いや社会参加に大きな制約を受けてしまう。情報保障の課題は聴覚 障害者の社会生活全般に

関わる。このことの解決なしには聴覚障害者の暮らしは発展しない。聴覚障害・手話・聴覚障害者のコミュニケーション環境の実態・課題等を中

心に講義をすすめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　障害者福祉論　コミュニケーション論　社会福祉援助技術論　などの科目を学習しておくことが望ましい

　

単位数 /  Credit 2

障害者とコミュニケーション (S)  §  障害者とコミュニケーション (SG)

担当者名 /  Instructor 近藤 幸一

12563

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

●聴覚障害について説明できる

●聴覚障害者の生活と情報・コミュニケーションについて述べることができる

●ろう運動（当事者運動）の意味を理解し聴覚障害者の権利保障について意見を述べることができる

●コミュニケーション支援の実際を学び支援者としての姿勢がもてる

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

聴覚障害とコミュニケーションの諸相そしてヒューマン

サービス労働

情報から閉ざされて　学校や職場で　日常のくらしの中

で　あらゆる場面で

第1回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（１）： 聴覚障

害・言語コミュニケーション障害

聴覚機能　聴覚障害の種類、原因、程度　検査　言語

獲得期と障害　重複障害

第2回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（２）：障害の

早期発見と聴覚補償

聴覚スクリーニング検査、療育、小児難聴のリハビリ

テーション　補聴器　人工内耳　　

第3回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（３）：コミュニ

ケーションの機能と障害

言語的・非言語的コミュニケーション　情報の伝達　共同

化　関係性の障害

第4回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（１）聴覚障害

者とバリアフリー

障害の概念　物理的障壁、心理的障壁、文化・情緒面

での障壁、制度的障壁　　

第5回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（２）聴覚障害

者の生活とコミュニケーション

高齢聴覚障害者　中途失聴・難聴者　盲ろう者　生活

ニーズ　コミュニケーション手段

第6回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（３）聴覚障害

当事者から学ぶ

ゲストスピーカー　障害受容とアイデンティティの確立　

グループ討議　

第7回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（４）手話コ

ミュニケーション

ろうコミュニティ　手話の生成と発展　日本手話と日本の

手話　新しい手話　手話の意義　　

第8回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（５）福祉制度

とろう運動の歴史（その１）

全日本ろうあ連盟結成　差別撤廃運動　３・３声明　手

話の普及　手話通訳　

第9回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（６）福祉制度

とろう運動の歴史（その２）

手話サークル　手話通訳士資格制度　聴覚障害者情報

提供施設　ろう重複障害者施設　

第10回

聴覚障害者とコミュニケーション保障の課題（１）生活圏で

の情報・コミュニケーション課題 

「生活圏における聴覚障害者の情報・コミュニケーション

の実態」の調査結果の発表

第11回
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11回講義までに、自らの生活圏域でのコミュニケーションバリアフリー調査結果。または、講師が紹介する聴覚障害者関連施設等でのボラン

ティア体験を通した自らのコミュニケーション体験についての考察のレポートを提出すること

毎回の授業時に資料等を配布する

関係団体等の資料、調査報告書など講義を通して紹介します

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.jfd.or.jp/

http://www.zentsuken.net/

http://www.zennancho.or.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ゲスト当事者講師による講義とそれに基づくグループ討議など取り入れるので参加すること。

講義中に聴覚障害者関連の社会資源を紹介するので積極的なボランティア体験をを行ってほしい。その状況やコミュニケーションの意味や役割

について実践的に学ぶこと

興味関心のある事項について、関連文献等の相談は遠慮なく

kondo@kyoto-chogen.or.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

聴覚・言語障害者とコミュニケーション 共著／中央法規出版／／講義の主な内容はこのテキストに負うところが多い

聴覚障害児・者支援の基本と居実践 奥野英子　編著／中央法規出版／／聴覚障害者支援の観点から広く社会資源も紹介

されている

新しい聴覚障害者像を求めて 共著／（財）全日本ろうあ連盟／／ろう運動の理解

手話通訳学入門 林　智樹／クリエツかもがわ／／手話通訳制度の理解

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（２）：コミュニ

ケーション保障の動向（１）

契約福祉　申請主義、情報の非対称性　介護保険サー

ビスの利用　当事者ヘルパー　当事者相談

第12回

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（３）：コミュニ

ケーション保障の動向（２）

先端技術を使った情報保障の課題　大学での情報保障

の課題

第13回

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（４）：コミュニ

ケーション支援事業の概要と課題 日本における手話通訳保障の歴史、手話通訳制度、手

話通訳者の役割　要約筆記制度　地域生活支援

第14回

まとめ　 京都における聴覚障害者コミュニケーション支援の現状

と課題

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったいくつかのテーマから、受講者の関心に基づいて一つのテーマを選びそれについ

ての考えをとうもの。

テーマにたいする理解と自らの見解が説得的に述べられているかをみる

50 ％

平常点評価 毎回の授業終了時に、コミュニケーションレポートを求める。

受講態度の優れた者への加点はあり得る

中間レポート発表評価を行う

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ「すべての障害のある人にスポーツを」

障害のある人とスポーツについて、今日まで講師の実践を通し体験してきたことを中心に、講義と「障害のある人々のスポーツ活動」等に関する

ビデオ画像を通して、障害のある人々のスポーツ活動の実際を知り、社会参加の現状を理解し、障害のある人のスポーツ活動における、 より良

きパートナーとして、「障害のある人に何が出来るかではなく、どうしたら出来るか」を考えられる力を育んで欲しいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

＊論述1問とします。

＊確認テストを重視します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞なのでの障害のある人のスポーツに関する番組や記事を見て、メディアひいては、社会の理解度を認識する。

単位数 /  Credit 2

障害者とスポーツ (S)

担当者名 /  Instructor 水谷 裕

15849

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

＊障害のある人々の概念や問題を幅広く理解できる。

＊障害のある人々のスポーツに関する概念や問題を幅広く理解できる。

＊障害のある人々のスポーツをとおして社会のあり方を考えられる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講について

　＊授業は前の席にて受講すること。

　＊出席カード配布後の事由なき遅刻は認めない。

　＊講師は言語障害があるので、注意して聞くこと。

＊話の中にある意図を理解すること。

研究について

　＊障害のある人々の基礎的な知識を得た上で、スポーツ活動の現状やあり方を広い視野から見ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入、小レポート「障害のある人とスポー

ツ」について、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人とｽﾎﾟｰﾂに関する知識、体験等1

小レポートについて、講義「わが国における障害のある人

の実態と福祉の概要」、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人の人数･傾向,戦後の歴史等2

講義「障害について」、ﾋﾞﾃﾞｵ 障害の原因･症状等3

講義「障害を考える」、ﾋﾞﾃﾞｵ 障害の意味･とらえ方等4

講義「障害の受傷時期による相違」、小レポート｢水谷を

初めて見た時どう思ったか｣、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人の葛藤･受容･心理等5

講義「障害のある人との関わるための留意点」、ﾋﾞﾃﾞｵ  障害のある人に対する言葉づかい･態度･考え方等 6

講義「障害のある人とスポーツ」、ﾋﾞﾃﾞｵ ｽﾎﾟｰﾂ観･残存能力･訓練との相違等 7

講義「障害のある人に何故スポーツ？」、ﾋﾞﾃﾞｵ 運動は動物存在の基礎条件等8

講義「障害者スポーツの歴史」、ﾋﾞﾃﾞｵ 時代的背景等9

講義「障害者スポーツの組織」、ﾋﾞﾃﾞｵ 施設･団体等10

講義「障害のある人のスポーツ権」、ﾋﾞﾃﾞｵ 背景にある<みんなのｽﾎﾟｰﾂ運動>等11

講義「障害のある人がスポーツをする意義」、ﾋﾞﾃﾞｵ スポーツの身体的･精神的・社会的等の効果 12

講義「障害のある人のスポーツを行うにあたって」、ﾋﾞﾃﾞｵ 阻害要因･視点等13

講義「障害のある人や家族の願いと今後の課題」、ﾋﾞﾃﾞｵ 人間的平等･発達保障等,指導者･環境･現状把握等14

確認テスト(60分)とまとめ(30分)等15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 特に言葉の言い回しなど、障害のある人を理解できているかを基本に、出題された課題につい

て論点が押さえられているかどうかを問います。

授業回数15回中、 低3分の1以上の出席を必要とし、満たない場合は不可とします。 

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

＊日本障害者スポーツ協会ＷＷＷページ

＊京都障害者スポーツ振興会ＷＷＷページ

＊京都市障害者スポーツセンターＷＷＷページ

＊京都障害者スポーツ指導者協議会ＷＷＷページ

＊その他、障害者スポーツ関係団体ＷＷＷページ多数あり 

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者スポーツ 日本リハビリテーション医学会スポーツ委員会編／医学書院 ／／障害のある人々の

スポーツに関する紹介本です。  

障害者とスポーツ 芝田徳造／文理閣／／本学名誉教授の著書で、京都での実践を通して書かれた本で

す。 

身体障害者のスポーツ指導の手引き  (財)日本障害者スポーツ協会編／株式会社ぎょうせい ／／身体に障害のある人に対

するスポーツ指導に関する本です。

障害者スポーツ指導教本 (財)日本障害者スポーツ協会編  ／株式会社ぎょうせい ／／初級・中級障害者スポー

ツ指導者養成にかかる教本です。

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、大きく変わる制度改革のもとで、それらに貫かれるべき、障害者福祉の理念をはじめ、障害者福祉の歴史、障害者の実態、障害者

福祉法制の体系と内容の基本を学ぶこととする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし

とくになし 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

とくになし

単位数 /  Credit 2

障害者福祉論 (S)  §  障害者福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 峰島 厚

12527

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

21世紀の初頭に、日本の障害者福祉制度は措置から契約へと抜本的な転換を成し遂げた。この転換は、「同一年齢の他の国民と同等な生活を

障害者に権利として保障する」というノーマライゼーションの原理を尊重したものであろうか。今、この転換への反省がされつつある。この授業で

は、障害者福祉に関する基本的な制度理念の発生の背景を理解し、今日の争点となる障害者福祉制度改革の問題点を見る視点を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

障害者福祉に関する日々の現実を複眼的に見る力を養う。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者自立支援法と実践の創造 峰島厚／全国障害者問題研究会出版部出版部／８８１３４－２７４－６／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

Ⅰ．現代の課題を考える 障害者自立支援法の廃止をめぐって。障害観・発達観

をめぐって。

１

Ⅱ．障害者福祉の基本理念（１） 人権、リハビリテーション、完全参加と平等、ノーマライ

ゼーション

２

Ⅱ．障害者福祉の基本理念（２） 発達保障３

Ⅲ．障害の定義・概念（１） 国際的な動向と日本における制度上の定義４

Ⅲ．障害の定義・概念（２） 日本における制限列挙主義の問題点５

Ⅳ．障害者問題の歴史（１） 原始社会、古代社会、封建社会６

Ⅳ．障害者問題の歴史（２） 市民社会、現代へ７

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（１）

１９６０年代の「福祉国家をめざして」と１９７０年代の「福

祉見直し」

８

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（２）

措置から利用契約制度への転換９

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（３）

障害者自立支援法の基本的性格１０

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（１） 日中活動・暮らし・地域生活の三つの世界と現行制度体

系

１１

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（２） 日中活動系サービス、就労・雇用保障１２

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（３） 居住系サービス１３

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（４） 地域生活、所得保障、障害児の放課後１４

Ⅶ．まとめ 障害者自立支援法の廃止後について１５

注）なお障害当事者をゲストスピーカーに招くものをでき

たらどこかに入れたい。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基礎知識、論述80 ％

平常点評価 １－２回の小レポート20 ％
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とくになし

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

とくになし

 その他 /  Others

とくになし

0620mine@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者自立支援法の基本と活用 峰島厚、白沢仁、多田薫／全国障害者問題研究会出版部出版部／８８１３４－３５４－

８／

転換期の障害者福祉 峰島厚／全国障害者問題研究会出版部／８８１３４－０１１－５／
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授業 の概要 /  Course Outline

　一般教養として学んでおくべき心理学の概要を紹介し、今後の専門の基礎の一つになるよう、基本を押さえた内容になります。また、心理学と

は、人間、すなはち自分を知る学問でもあるので、「三人称的」に終始せず、「一人称的」理解を目指し、体験的内容を取り入れます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　あらゆる科目が大なり小なり関連し、役に立つので、科目特定は特にない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

心理学 (S)  §  心理学 (SG)  §  心理学I (S)  §  心理学I (SG)

担当者名 /  Instructor 内藤 みちよ

10299

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　心理学への理解や関心が深まることを通じ、自分や他者への理解や関心が深まる事。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　毎回授業では、大学生としての積極的な参加を求めます。単なる情報の受信でなく、自発的で柔軟性ある思考と、participant　observation　の

姿勢で臨み、自分自身を見つめ直すきっかけにして下さい。

　対象人数が多いので、大量の質問にオンデマンドに応対しきれないかもしれませんが、できるだけ、授業に反映させたり、授業前後で時間

が許せば、応えたいと思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション：心理学とは何か？ 心理学の歴史と現在、方法１

人間の心理学的理解① 感覚・知覚と生理学的基礎２

人間の心理学的理解② 記憶と忘却３

人間の心理学的理解③ 欲求・動機づけ・感情４

人間の心理学的理解④ 条件付けと学習５

人間の心理学的理解⑤ 知能・思考６

人間の心理学的理解⑥ 人格・性格７

人間の心理学的理解⑦ 社会的行動８

人間の成長・発達① 乳幼児期・児童期・思春期９

人間の成長・発達② 青年期・成人期・老年期１０

心理的援助の方法① 適応とは？障がいの心理学的理解１１

心理的援助の方法② 心理アセスメントと心理検査１２

心理的援助の方法③ さまざまな心理療法１３

心理的援助の方法④ コミュニティ心理学的理解と危機介入１４

まとめ 心理学とは何か？何を学んだか？１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 実施しない0 ％

レポート試験 50 ％

平常点評価 出席率たけでなく、毎回、コミュニケーションカードを回収し、学習した内容や参加度を確認す

る。私語などのめいわく行為は減点対象とする。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、テキストを使用して心理検査の基礎を学ぶ。心理検査の歴史と発展、その意義、数量的データの捉え方について具体的に学習す

る。その上で心理検査の実際について、主に教育・福祉分野において活用されるものを取り上げ、それぞれの検査の意味と手法について学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

心理学、臨床心理学、発達心理学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

前半は数量データの解釈の基本的事項について学ぶ。基礎的な事項であるが、初学者は自学自習が必要である。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

心理検査法 (S)

担当者名 /  Instructor 目黒 朋

13195

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・心理検査の歴史・基礎となる考え方について理解できる

・心理検査の数量的データの示す意味について考察できる

・心理検査の意義や特性をふまえ、社会における活用法について考察することができる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

レポート試験として実施する。日常点評価は小レポート及び毎回のコメントカードの提出状況及び記述内容。出席が規定回数に満たないものは

評価の対象としない。

データ処理の基礎について学習するので、ルート機能のついた電卓を用意すること。

いわゆる『心理ゲーム』的なものは扱わないのでそのつもりで受講してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

心理検査法入門ー正確な診断と評価のため

にー

渡部　洋／福村出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション・心理学の歴史 心理測定法　メンタルテスト第一回

心理検査における数量データのとらえ方 標準偏差　回帰分析　分布　相関係数第2～5回

心理検査の実際Ⅰー知能検査法① ビネー　キャッテル　第6回

心理検査の実際Ⅰー知能検査法② ウェクスラー　WAIS　WISC第7回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法① 新版K式発達検査法第8回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法② 発達診断　発達相談第9回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法③ 検査の実際　事例検討第１０回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法① 質問紙法　第１１回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法② 作業検査法第１２回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法③ 投影法第１３回

心理検査の実際Ⅳ－心理検査の活用の実際 事例　福祉　教育第１４回

まとめー心理検査者の倫理と検査の活用第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 55 ％

平常点評価 日常のコメントカードの提出、授業時間内に行う小レポート

参加型の授業であるため、出席を重視する。 低３回以上の出席を持って評価対象とする。

45 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

複雑多様化する現代社会を背景に，学校では不登校，いじめ，非行や神経症などの問題への対応に教師は苦慮し，青年期においてはひきこも

り，リストカット，フリーターやネットカフェ難民といった問題が深刻化している。本講義では，児童期から青年期に至る過程で起きるさまざまな問

題を具体的事実から捉え，その背景や要因を分析・検討する。講義では，事例研究やビデオ視聴をはじめ，実際にクライエントが書いた文章も

取り上げ，問題をかかえる人の内面理解を深めつつ，支援のあり方を解説する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

前期に開講される「カウンセリング論」を受講していることが望ましい。

特に使用しない。講義中にレジュメを配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義中に紹介した文献を読むこと。

単位数 /  Credit 2

心理臨床論 (S)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

15894

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①不登校，ひきこもり，非行などの問題を学ぶなかで，自己の価値観を問い直す。

②思春期の心の病理の理解を通して，青年期の心の病の支援のあり方を考える。

③「人の心を受けとめる」とはどういうことかを体験的に習得する。

④以上を通じて，今の自分の生き方とこれからの人間関係を考える契機とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義を通して，興味がわいた内容に関連する図書を積極的に読んでください。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

魂の殺人 アリス・ミラー／新曜社／4-7885-0173-2 C1037 ／

少年をいかに罰するか 宮崎哲弥・藤井誠二／講談社／978-4-06-281143-9 ／

現代のエスプリ　ロールレタリング 松岡洋一・小林剛編集／至文堂／978-4-7843-5482-5 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

思春期の心の病理 抑圧・浜崎あゆみ・「いい子の病」 第１回

不登校の心理臨床 学校恐怖症・初期対応・長期的支援のあり方第２回

いじめの心理臨床１ 現代の「いじめ」・四層構造・いじめ自殺第３回

いじめの心理臨床２ いじめる子の心理・いじめ指導・不満感情の表出 第４回

非行臨床１ 「強い子」とは・非行少年の理解・ロールレタリング第５回

非行臨床２ 少年犯罪の推移・薬物への対応・本音の吐き出し第６回

思春期の心の病理１：ひきこもり 「引き」こもり・家族支援・家庭内暴力の対応第７回

思春期の心の病理２：摂食障害 思春期から青年期女子の心理・母子関係・寂しさとスト

レス 

第８回

思春期の心の病理３：青年期境界例 見捨てられ不安・悪性の依存・尾崎豊第９回

思春期の心の病理４：自傷行為 リストカット・行動化・限界設定 第10回

思春期の心の病理５：「うつ」と神経症 うつ病患者の増加・強迫神経症・クライエントに寄り添う

こと 

第11回

児童虐待とトラウマ グリム童話・虐待の４つの形態・虐待する親の心理第12回

犯罪臨床 加害者意識・裁判員裁判・被害者の視点を取り入れた

教育

第13回

青年期の心の葛藤の支援 内観療法・ロールレタリング・反省と吐き出し 第14回

子どもの心の受けとめるには ひきこもり・宮本亜門・支援者としての生き方第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 心の問題や社会病理についての理解を試す問題を出題する。80 ％

平常点評価 平常点を成績の評価に加える。なお，欠席が３分の１を超える場合，単位を認定しない。20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし。

 その他 /  Others

sokamoto@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

児童虐待の心理治療 黒川昭登／朱鷺書房／4-88602-548-X C0011／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

スクールソーシャルワークは、アメリカにおいてはソーシャルワークの草分け的分野のひとつとして長い歴史をもつものの、日本ではまだ 近知

られるようになり、制度化された分野です。

この講義では、スクールソーシャルワークの理解と応用、課題などについて研究します。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

2008年度から、スクールソーシャルワークが文科省により制度化されています。さまざまなメディアの報道に関心をもっておいてください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

スクールソーシャルワーク論 (S)

担当者名 /  Instructor 佐々木 千里

13310

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

子どもの 善の利益を追求する活動であるスクールソーシャルワークを理解したうえで、スクールソーシャルワーカーとして活動することを念頭

においての価値・知識・技術を学びます。また、教員などがスクールソーシャルワーカーを活用する場合やスクールソーシャルワーク的な視点を

身につけた教育活動のありようを学びます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業で取り上げる内容は多様ですが、それらの積み上げによって全体の理解が深まるという構成です。そのことを踏まえて受講してください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スクールソーシャルワーカー養成テキスト 日本学校ソーシャルワーク学会編   ／中央法規出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スクールソーシャルワークの概要  1

ソーシャルワークの視点の確認 子ども家庭福祉分野のソーシャルワーク  2

日本の学校の特性 初等教育、中等教育3

学校の役割 

  

発達上の特徴について（特別支援教育）4

学校の役割 児童虐待について5

「子どもと環境」 学校現場における子どものＳＯＳ6

スクールソーシャルワークのアセスメント　情報収集と分

析

 

アセスメントの対象7

スクールソーシャルワーカーの支援のあり方 スクールソーシャルワーカーの活動8

スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラー スクールカウンセラーの役割、スクールソーシャルワー

カーとの協働

９

スクールソーシャルワーカーの活用 スクールソーシャルワーカーと学校の協働１０

スクールソーシャルワーカーの活用 スクールソーシャルワーカーと教育委員会１１

ケース会議 校内ケース会議、関係機関連携ケース会議 １２

事例検討 １１３

事例検討 ２１４

スクールソーシャルワークの展望  これまでの成果と今後の課題

課題レポート提出

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業の 後に、その回の授業の内容に関係する「ふりかえりレポート」を書いて提出して

もらいます。テーマについては、その都度指示をします。なお、提出は当該回授業に出席した者

についてのみとし、授業内容の理解度に応じ、１～６点で評価します。また、課題レポートを１

本、 終授業日に提出することとします。課題レポートの詳細については、授業の中で指示しま

す。課題レポートは、５～１０点で評価します。

 

100 ％
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文部科学省ホームページ：スクールソーシャルワーカー実践活動事例集

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://jssssw.com/　日本学校ソーシャルワーク学会 

http://www.mext.go.jp/　文部科学省

http://www.jacsw.or.jp/　日本社会福祉士会

http://www.japsw.or.jp/　日本精神保健福祉士協会

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スクールソーシャルワークの可能性 山野則子・峯本耕治／ミネルヴァ書房  ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「こころ」の働きやｽﾄﾚｽ、精神疾患、精神保健、精神医療など『精神医学』の基礎論を学習します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

ﾃｷｽﾄは用いません。必要時に、ﾚｼﾞｭﾒなどを配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

①ﾃﾚﾋﾞや新聞の精神医療・精神保健など「精神医学」に関する報道などにも、ご関心が持てれば更に良いと思います。

②授業内では症例もご提示します。秘密の保持には十分、ご配慮ください。 

単位数 /  Credit 2

精神医学 (S)  §  精神医学I (S)

担当者名 /  Instructor 辻 正之

10298

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「精神医学の基礎となる知識を習得し、概念を理解して、それらを説明できる」水準への到達を目標に致しましょう。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

白紙の状態で受講して頂いて構いません。授業内で集中的に学習を致しましょう。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ストレスとうつ 徳永雄一郎／西日本新聞社／／第5,8,14回の授業内容の理解を深めたいときの参考

書的新書です。

事例で学ぶSST 高柴哲次郎／日総研出版／／第3,4,10回の授業内容の理解を深めたいときの参考書

です。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（科目のｶﾞｲﾀﾞﾝｽ） ｼﾗﾊﾞｽ、「こころ」の働き、ｽﾄﾚｽ、精神疾患、診断分類、

ﾁｰﾑ医療

①4/11

精神科診断(1)　 初の診察・面接 主訴、精神的現在症、問診、聴くこと②4/18

精神科診断(2)　精神症状 知覚、思考、感情、意欲・行動、表情、自我③4/25

統合失調症 妄想、幻覚、解体した会話/行動、感情の平板化、4A症

状

④5/2

気分障害 躁うつ病、躁病、うつ病、内因性、心因性⑤5/9

神経症　ICD-10の疾病分類 葛藤、不安、ICD-10⑥5/16

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害　思春期の精神障害 同一性、思春期心性、不登校、対人恐怖、摂食障害⑦5/23

老年期の精神障害 老化、対象喪失、認知症、老年期うつ病⑧5/30

特別講師「講義」：崔秀賢 岩倉病院長 精神医療・精神科病院の歴史、開放医療、「病院」と「地

域」

⑨6/6

精神保健ｽﾀｯﾌに求められる技能　ご意見の交換/ご質問

へのお答え

精神症状、効果的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、BPRS⑩6/13

特別講師「講義」：大谷和世 岩倉病院副看護部長 精神科看護、「こころ」と「身体」、医療現場の実際⑪6/20

精神療法 精神療法的態度、精神療法的技法、治療ﾒｶﾆｽﾞﾑ、治療

的変化、治療構造

⑫6/27

精神科薬物療法　「腕試しﾃｽﾄ」の事前説明 向精神薬、ﾌﾟﾗｾﾎﾞ、作用要因、「転移」と「逆転移」⑬7/4

「ｽﾄﾚｽｹｱ病棟」と職場のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ ｽﾄﾚｽｹｱ病棟、うつ病、ﾁｰﾑ医療⑭7/11

45分間の腕試しﾃｽﾄ+45分間の講義（事後説明・解説、科

目のまとめ）

ｼﾗﾊﾞｽのﾚﾋﾞｭｰ、「到達目標」と「自己評価」⑮7/18（海の日）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①授業時間内に書いて頂く簡単なﾚﾎﾟｰﾄに対する評価に加えて、受講状況による加点を行ない

ます→全評価中の65%に充当します。

②第15回授業（7/18 海の日）で45分間の「腕試しﾃｽﾄ」を行ないます→全評価中の35%に充当し

ます。

100 ％
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上記の3冊は気軽に読める書籍です。

授業のご理解にだけではなく、ご自身の健康維持にも役立つかもしれません。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

岩倉病院　http://www.toumonkai.net/

不知火病院　http://shiranui-byoin.or.jp

日本精神神経学会　http://www.jspn.or.jp

日本うつ病学会　http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/

日本統合失調症学会　http://square.umin.ac.jp/jssr05/index.html

日本不安障害学会　http://www.jpsad.jp/

日本精神分析的精神医学会　http://www.jaapp.jp

日本森田療法学会　http://www.jps-morita.jp/index.html

日本語臨床ﾌｫｰﾗﾑ　http://pfk.saloon.jp/

福岡BPRS評価ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ協会　http://www.dia-net.ne.jp/~bprs/home.htm 

京都市こころの健康増進ｾﾝﾀｰ　http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/kokenzou/

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

禅的森田療法 宇佐晋一／三聖病院／／森田療法を原法に忠実に継承して来られている臨床医の貴

重な「ｴｯｾｲ」と「日記指導実例」です。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 精神障害という病気になった人が、自身の病気と向き合いながら社会生活において人間らしく生活していくことを援助するかが精神科リハビリ

テーションです。

　精神科リハビリテーション学は精神保健医療福祉全般にかかわる領域であることから、病気の経過、機能回復の訓練、さらに、精神科リハビリ

テーションの経緯、多職種連携のなかで精神保健福祉士としてどう取り組むのかという視点を得ることを目的とします。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

精神科リハビリテーション学 (S)  §  精神リハビリテーション学II (S)

担当者名 /  Instructor 森井 俊次

11026

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

精神保健福祉士として障害者の視点に立って、精神科リハビリテーションにどう取り組むかの視座を育てる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

☆欠席等で入手できなかった配布資料は自己責任で入手すること。

☆精神障害者に関する論議すべき事例が生じた時は講義計画を変更することがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・精神保健福祉養成講座「精神科リハビリテー

ション学」

日本精神保健福祉士養成校協会   ／中央法規／978-4-8058-3153-3 ／2,700円（税

別） 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

障害者リハビリテーションの概念  リハビリテーションの概念、歴史  1

障害者リハビリテーションの理念と意義  ＷＨＯの理念、身体的リハビリテーションと精神的リハビ

リテーション

2

障害者リハビリテーションの基本原則  ＡＤＬからＱＯＬへ、ノーマライゼーション、国際機能分類3

障害者リハビリテーションの理念と意義  ＷＨＯの理念、基本原則と技法4

精神科リハビリテーションの構成①  精神科リハビリテーションの対象、専門職種との連携、5

精神科リハビリテーションの構成②  精神保健福祉士の役割、精神科リハビリテーションの施

設、関連領域 

6

精神科リハビリテーションのプロセス  リハビリテーション計画、アプローチの方法 7

医療機関におけるリハビリテーション①  作業療法、レクルエーション療法、集団精神療法、行動

療法、  

8

医療機関におけるリハビリテーション②  認知行動療法と社会生活技能訓練、家族教育プログラ

ム、 

9

医療機関におけるリハビリテーション③  デイケア、ナイトケア、精神科退院時指導、退院前訪

問、訪問看護・指導  

10

医療機関におけるリハビリテーション④  退院・地域移行支援  11

精神保健福祉士が行うリハビリテーション  医学的リハビリテーションと社会的リハビリテーション 12

精神科リハビリテーションの総合化  地域リハビリテーション、職業リハビリテーション  13

精神保健福祉施策の展開  わが国の現状と課題、諸外国の現状と課題  14

「検証テスト（確認テスト）」と「解説」 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況と受講態度（発言内容を含）および確認テスト・授業中に実施する数回のレポート問題

などを総合。  

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神保健福祉士としての基礎的な知識といえる精神障害者の視点に立って人権とは何かとそれを権利擁護する精神保健福祉士の役割につい

て、その現状と課題を取り上げる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

精神障害者の人権とくらし (S)  §  精神保健福祉論II (S)

担当者名 /  Instructor 森井 俊次

13187

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

精神保健福祉士として、精神障害者の人権をどう保障するか。そのためには客観的な視点がどう必要かを理解し、精神保健福祉士としての共通

認識基盤の確立を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

☆欠席等で入手できなかった配布資料は自己責任で入手すること。

☆精神障害者に関する論議すべき事例が生じた時は講義計画を変更することがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・精神保健福祉養成講座第4巻「精神保健福

祉論」

日本精神保健福祉士養成校協会   ／中央法規／978-4-8058-3154   ／定価２，８３５

円（税込み） 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神保健福祉法にみる人権保障の歴史 任意入院、医療保護入院、措置入院、応急入院1

障害者の人権保障  世界人権宣言、国際障害者年、障害者感の変遷  2

精神障害者の人権保障  精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの

改善のための諸原則  

3

わが国における障害者の人権保障の枠組み  障害者基本法、障害者プラン  4

精神医療における権利擁護①  インフォームド・コンセント、病院内の審査体制  5

精神医療における権利擁護②  精神医療審査会、実地指導・実地審査  6

権利擁護と市民運動  精神医療オンブズマン  7

人権侵害の現状  宇都宮病院事件、大和川病院事件などを通して8

権利擁護の取り組み  欠格条項、成年後見制度、アドボカシー  9

偏見・差別・スティグマ  権利擁護の担い手としてのＰＳＷ 10

精神保健福祉援助活動①  精神科病院での相談援助  11

精神保健福祉援助活動②  地域（保健所等）での相談援助  

ＡＣＴ（包括的地域生活支援）について

12

精神保健福祉援助活動③  災害時の相談援助  13

精神保健福祉士の役割・課題  ＰＳＷのアイデンティテイ  14

「検証テスト（確認テスト）」と「解説」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況と受講態度（発言内容を含）および確認テスト・授業中に実施する数回のレポート問題

などを総合。  

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神障害の障害とはなにか．精神障害者がなぜリハビリテーションの対象であるのか．精神障害者を対象とするリハビリテーションにおける精神

保健福祉士の役割はどこにあるのかをにつき授業を進める．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

精神障害リハビリテーション論 (S)  §  精神リハビリテーション学I (S)

担当者名 /  Instructor 山本 耕平

13166

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①精神障害の基礎的な理解が可能となること

②リハビリテーションが占める位置を明確に理解すること

③精神保健福祉の実践意義の理解に努めること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

参考文献について学習することを求める．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神保健福祉白書〈2010年版〉流動化する障害

福祉施策 

精神保健福祉白書編集員会／中央法規出版／978-4805832349／

精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本 大熊一夫／岩波書店／978-4000236850／

トリエステ精神保健サービスガイド―精神病院

のない社会へ向かって

トリエステ精神保健局／現代企画室／978-4773806021／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神障害リハビリテーションとの出会い，取り組み 保健所，地域実践，施設づくり，退院促進1

精神障害リハビリテーションと麦の郷 生活共同体，協同組織，地域アイデンティティ2

精神科リハビリテーションの思想や理念① ＩＬ運動，ＡＤＬからＱＯＬへの転換，当事者参加、3

精神科リハビリテーションの思想と理念② エンパワメント，反スティグマ4

精神科病院は必要か 我が国の精神科病院，イタリアの精神科病院，5

1990年代以降の精神科リハビリテーション政策① 1987年法，1988年二施設設置運営要綱，在宅福祉法定

化，障害者基本法

6

1990年代以降の精神科リハビリテーション政策① 障害者地域生活支援事業，大和川暴行事件，精神保

健福祉法

7

障害者自立支援法の限界 地域生活制限，障害特性の軽視，ケアマネジメント8

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー①

EBP（Evidence-Based Practices），心理社会的介入プロ

グラム，ツールキット 

9

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー①

ACT10

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー②

FPE･家族心理教育11

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー③

援助付き雇用ツールキット12

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー④

IMR･疾病管理とリカバリー13

グループ・ディスカッション① グループ・ディスカッション①14

グループ・ディスカッション②　試験 グループ・ディスカッションに基づくレポート作成15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価は，14回，15回に実施するグループ・ディスカッションに基づく各自作成のレポートと日常的

な授業取組状況の基づく．

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

自由こそ治療だ―イタリア精神病院解体のレ

ポート

ジル　シュミット／社会評論社／978-4784501816／

精神障害をもつ人が地域でくらしていくために―

介護保険統合論と、求められる社会的支援

山本耕平／かもがわ書店／978-4876998401／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「こころの時代」といわれて久しいが、現代社会は複雑な社会背景から、いじめ・虐待・自殺などさまざまな問題が発生している。特に自殺者は

1998年以後13年連続で3万人を越えている中、自殺者の多くがうつ病などの精神疾患が原因と言われている。

　多くの現代人は常に様々なストレスを感じており、こころの健康を害しやすくなっている。

現代社会での生活とストレスは常に近くに接しており、ストレス社会と言われる所以でもある。

　精神保健には、幼少期から老年期までの人生のライフサイクルにおいて、家庭、学校、地域、職場などの生活・環境の視点からの理解が必要

不可欠であり、ただ単に病気の予防、再発防止、自立的生活の維持だけでなく、広く国民全体の精神保健の保持、増進の必要性について知識

が必要となってくる。

　本教科では精神保健の基礎知識を通じて、ライフサイクルにおける精神保健の問題や課題についての取り組みについて学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

精神保健学 (S)  §  精神保健学I (S)

担当者名 /  Instructor 森井 俊次

10823

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本教科では精神保健の基礎知識を通じて、ライフサイクルを通じての精神保健の問題や課題についての取り組みを学び、精神保健福祉士とし

ての概要を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

☆欠席等で入手できなかった配布資料は自己責任で入手すること。

☆精神障害者に関する論議すべき事例が生じた時は講義計画を変更することがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・精神保健福祉養成講座第２巻「精神保健学」 日本精神保健福祉士養成校協会   ／中央法規／３１５２／定価2,835円（税込み） 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神保健の概要 ＷＨＯ憲章の定義、保健学の範囲1

精神保健の意義と課題 わが国の現状と課題 、保健・医療体制の特徴と課題2

ライフサイクルにおける精神保健① 胎児期・乳幼児期における精神保健 3

ライフサイクルにおける精神保健② 学童期・思春期における精神保健4

ライフサイクルにおける精神保健③ 青年期・成人期における精神保健5

ライフサイクルにおける精神保健④ 老年期における精神保健6

精神障害者対策 歴史と障害者自立支援法・課題7

アルコール関連問題対策  アルコール関連問題とは・健康日本２１  8

薬物乱用防止対策  薬物乱用の現状・特徴・対策   9

地域精神保健対策   危機介入・アウトリーチ10

家庭における精神保健   少子高齢化・児童虐待・ＤＶ11

学校における精神保健 不登校・いじめ・学校精神保健の課題  12

職場のメンタルヘルス  職場のメンタルヘルス・４つのケア13

諸外国における精神保健   イギリス・イタリア・オーストラリア・アメリカの精神保健施

策 

14

「検証テスト（確認テスト）」と「解説」 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況と受講態度（発言内容を含）および確認テスト・授業中に実施する数回のレポート問題

などを総合。  

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神障害者を対象とした直接援助技術（ケースワーク、グループワーク）について学び、援助技術を習得することを目的とする。講義では、直接

援助技術の実践に必要な理論を学び、演習によってこれを体験することで、社会福祉援助活動について総合的に理解する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

精神保健福祉援助技術各論 (S)  §  精神保健福祉援助技術各論I (S)

担当者名 /  Instructor 知名 純子

12631

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ 直接援助技術の理論、技法、展開について説明できる

・ 習得した知識を実践に応用できる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション  ケースワークとグループワークについて

ソーシャルワークの周辺理論①  交流分析

ソーシャルワークの周辺理論②  

  

防衛機制 

精神障害者を対象としたケースワーク①  

   

面接の意味と目的

精神障害者を対象としたケースワーク②   

  

面接技法 

 精神障害者を対象としたケースワーク③   

 

記録の内容 

 精神障害者を対象としたケースワークの展開①  

   

インテーク、アセスメント

精神障害者を対象としたケースワークの展開②   

   

プランニング、モニタリング、評価

精神障害者を対象としたグループワーク①   

  

歴史、目的 

精神障害者を対象としたグループワーク②   

  

メンバーの選択、グループワークの準備

精神障害者を対象としたグループワーク③   

  

グループワークの始め方、規範の形成 

グループへの介入、評価、終結   

   

個人・環境への介入、グループの葛藤

まとめ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループワークへの取り組み姿勢と各回終了時に提出してもらう小テストで評価します。

終講義日試験、試験に代わるレポート等はありません。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

e-mail: jct23071@ss.ritsumei.co.jp



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神障害者の生活支援を行うにあたって基本となる個別援助技術、集団援助技術を踏まえたうえで、コミュニティワークの実践の質をより深める

ために必要な間接援助技術やその他関連援助技術のあり方について学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉、精神保健福祉科目を履修しているか、その知識があることを前提とする。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

精神保健福祉コミュニティワーク (S)  §  精神保健福祉援助技術各論II (S)

担当者名 /  Instructor 知名 純子

15906

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ 間接援助技術の理論、技法、展開について説明できる

・ 習得した知識を実践に応用できる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

e-mail: jct23071@ss.ritsumei.co.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション コミュニティとは

コミュニティワークとは 時代に応じた概念の変化

精神障害者を対象とした地域援助技術 地域の身近な資源

間接援助技術の内容と機能 ソーシャル・プランニング

関連専門援助技術について１ 心理療法・面接技法 

関連専門援助技術について２ 家族療法・家族支援

地域福祉の枠組み 地域福祉をめぐる考え方の違い 

コミュニティワークの理論①コミュニティ・ディベロップメン

ト  

イネーブリング、セツルメントとパターナリズム、ラジカ

ル・ワーカー  

コミュニティワークの理論②ポリティカル・エンパワメント  多元的世界観、マイノリティの参加と社会の安定

コミュニティワークの理論③プランニング  新しいプランニング理論

コミュニティワークの理論④プログラム・ディベロップメント

  

インターグループワーク、多元主義と資源配分

コミュニティワークの理論⑤コミュニティ・リエゾン  ボランタリズム、当事者参加促進策 

まとめ 今後のコミュニティワークの展開

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中のワークへの取り組み姿勢、及び各回の内容を的確に理解し自分の言葉で説明できる

か、課題の事例に対して実際に活用できるか、についてコミュニケーション・ペーパー及び、授

業中のミニ課題によって確認する。 

終講義日試験やテストに代わるレポート等はありません。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本教科では、精神保健福祉士に求められる精神障害者観について講義する。精神障害者の人権を保障する担い手となる精神保健福祉士に求

められる障害者観、実践観、さらに我が国の現状と課題について取り上げる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

精神保健福祉の現状と課題 (S)  §  精神保健福祉論III (S)

担当者名 /  Instructor 森井 俊次

15846

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

精神保健福祉士として精神障害者の人権をどう保障するのか。その為に必要な障害者観を理解し、政策や実践課題に関心を持つ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

☆欠席等で入手できなかった配布資料は自己責任で入手すること。

☆精神障害者に関する論議すべき事例が生じた時は講義計画を変更することがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神障害をもつ人が地域でくらしていくためにー

介護保険統合論と、求められる社会的支援

山本耕平／かもがわ出版／4-87699-840-x／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神障害者観 スティグマ・パターナリズム1

精神障害者の治療の流れ 隔離収容施策2

ＰＳＷと精神障害者の地域生活支援① 危機・連携3

ＰＳＷと精神障害者の地域生活支援② ＡＣＴ（包括的地域生活支援）の実際と課題4

パートナーとしてのＰＳＷ パートナー・フレンドシップライン5

精神障害者と精神科医療① 精神科救急の現状と課題6

精神障害者と精神科医療② 受診アクセス・法３４条7

精神障害者と精神科医療③ 社会的入院・当事者ニーズ8

精神障害者と暮らしの場① 家族・グループホーム・ケアホーム9

精神障害者と暮らしの場① 当事者研究10

精神障害者と暮らしの場② リカバリーとＷＲＡＰ11

精神障害者といこいの場 なかま・自治・自律12

精神障害者と就労 就労支援・ジョブコーチ・適応から参加13

触法精神障害者と回復支援 心神喪失者等医療観察法14

「検証テスト（確認テスト）」と「解説」 精神保健福祉の政策的課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況と受講態度（発言内容を含）および確認テスト・授業中に実施する数回のレポート問題

などを総合。  

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神保健福祉論は、精神保健福祉の原論として位置づけられる科目である。したがって、精神障害者のおかれてきた状況を社会的歴史的に正

しく理解し、その過程で練り上げられてきた援助専門職の思想、価値実践を学ぶことを目的とする。さらに、現状の精神保健福祉の課題について

考える視座を獲得するために、制度政策と現場実践と運動の関係性の理解を深めることを目的とする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

障害者福祉論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

精神保健福祉論 (S)  §  精神保健福祉論I (S)

担当者名 /  Instructor 塩満 卓

12673

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①精神障害者福祉の政策背景を歴史的に探る力を獲得する

②精神科ソーシャルワークの原則を理解する力を獲得する

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神保健福祉論 日本精神保健福祉士養成校協会編／中央法規／978-4-8058-3154-0／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神障害者福祉の歩み１　精神病者監護法の概要 相馬事件　精神病者監護法　私宅監置1

精神障害者福祉の歩み２　精神病院法の概要 呉秀三　精神病者一斉調査　精神病院法2

精神障害者福祉の歩み３　15年戦争と精神病者の生活

実態

社会防衛思想　優性思想　ロボトミー　入院患者餓死3

戦前の精神保健福祉政策に関するまとめの講義と到達

度テスト

4

精神障害者福祉の歩み４　精神衛生法の概要と精神病

院ブーム

医療金融公庫　精神科特例　経済的措置入院5

精神障害者福祉の歩み５　精神衛生法一部改正の概要 ライシャワー事件　保健所精神衛生業務　通報制度の

拡大

6

精神障害者福祉の歩み６　入院中心主義から地域中心

主義への萌芽

全家連設立　PSW協会発足　クラーク勧告　共同作業7

精神障害者福祉の歩み７　「Y問題」の概要と背景の考察 精神障害者とソーシャルワーク　札幌宣言　人権思想 

福祉見直し論

8

精神障害者福祉の歩み８　精神病院不祥事件の概要と

背景の考察

栗岡病院事件　安田病院事件　日本精神神経学会声

明文

9

精神障害者福祉の歩み９　精神保健法の概要 宇都宮病院事件　ICJとICHPの調査　入院患者の人権10

戦後精神保健法までの精神保健福祉政策に関するまと

めの講義と到達度テスト

11

精神障害者福祉の歩み10　精神保健福祉法及び精神保

健福祉士法の概要

精神保健法一部改正　手帳制度　福祉の専門職化　福

祉の計画化

12

精神障害者福祉の歩み11　障害者自立支援法の内包す

る問題と運動

政策形成過程　応益負担　違憲訴訟13

ゲストスピーカーによる講義　PSWの地域精神保健福祉

活動の実際

精神障害当事者との協働　権利擁護　市民との共同14

精神保健法から現在までの精神保健福祉政策に関する

まとめの講義と到達度テスト

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況　25％

リアクション・ペーパー　25％

到達度テスト　50％

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

心病める人たち 石川信義／岩波新書／400430122X ／

ルポ・精神病棟 大熊一夫／朝日文庫／4022602449 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義の目的は、社会福祉実践（ソーシャルワーク）に必要な専門性の礎を築くことである。講義内容は、ソーシャルワークの基本的な考え方や

視点、実践に必要な理論や専門技術などについてである。ソーシャルワークは、個人から地域、政策までさまざまなレベルで展開されているが、

本講義ではソーシャルワークの全体像を視野に入れつつ、個人、家族、グループへの支援に焦点をあてて学習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉士課程の指定科目を可能なかぎり履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業は、教科書を読んだことを前提に進めるので、毎回、教科書の指定箇所を読んでくること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本社会福祉士会　http://www.jacsw.or.jp/

単位数 /  Credit 2

ソーシャルワーク論 (S)  §  社会福祉援助技術論II (S)  §  社会福祉援助技術論II (SG)  §  ソー

シャルワーク論 (SG)

担当者名 /  Instructor 岡田 まり

11523

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ソーシャルワークの専門性と役割について説明できる。

・ソーシャルワーク実践のプロセスと方法について述べることができる。

・ソーシャルワーカーが常に遵守しなければならないことを述べることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中には講義だけでなく演習を行うこともあるので主体的な参加が重要である。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『新・社会福祉士養成講座７　相談援助の理論と

方法I』

社会福祉士養成講座編集委員会編／中央法規／978-4-8058-3107-6／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ソーシャルワークとは 定義、目的、目標、方法、構成要素第1回

ソーシャルワークの分野・領域 実践領域、対象とする社会問題第2回

相談援助の構造と機能① 視点、基本的な考え方、第3回

相談援助の構造と機能② 役割・機能第4回

援助関係 原則、機能・役割、自己覚知第5回

援助の展開課程① インテーク、アセスメント、計画、計画の実施、モニタリン

グ、評価、開発

事例

第6回

援助の展開課程② インテーク、アセスメント、計画、計画の実施、モニタリン

グ、評価、開発

第7回

アウトリーチ、契約 アウトリーチ、契約第8回

アセスメント 援助関係、面接、情報第9回

介入 方法、理論、レパートリー第10回

モニタリング、評価 モニタリング、再アセスメント、効果測定、サービス開発第11回

面接 面接の形態、コミュニケーション・スキル第12回

記録 記録の目的、種類、方法第13回

交渉、スーパービジョン 交渉、エンパワメント、スーパービジョンの種類と方法第14回

確認テスト（60分）と解説（30分）第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業内容について理解し、自分の言葉で説明できるか、また、それらの知識を応用することが

できるか、小レポートおよびテストによって評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

メール：m-okada@ss.ritsumei.ac.jp

個人研究室：修学館307&356号室(直通電話466-3371）

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

地域福祉とは何か。この一見単純な問いかけに一言で答える事はそれほど容易ではない。老人福祉法や児童福祉法などといった根拠法をもつ

分野別福祉とは違ってその領域・対象確定が難しいこと、分野・領域というよりむしろ関連領域とのネットワークやシステム化、組織化といった方

法論に特徴をもつこと、ボランティアなど制度を補完し、あるいは先導する市民の自主的活動により深くコミットすること、さらにはその活動を通し

て市民の福祉に対する価値観や態度、ひいては法制度など社会システムの変容すら課題とすること、などという地域福祉の特質がその理解をこ

とさらに難しくしている要因かもしれない。そして、「地域福祉の推進」を柱にして社会福祉法が新たな地域福祉理解を提起していることもその理

解をより複雑にしている。この講義で現実の地域福祉プログラムの臨床研究を通して「地域福祉とは何か」に迫ってみようと思う。 

 

 

    

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

児童、老人、障害の各分野別福祉論並びに社会福祉概論、社会福祉援助技術論等は事前に履修しておくことが望ましい。この講義は、具体的

な地域福祉と地域福祉活動の臨床研究を中心に展開するが、全体を通して「地域福祉とは何か」を問う講義となる予定である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

地域福祉活動やボランティア活動についての体験があれば、講義内容の理解が容易であると思われる。実際に活動に参加・体験してみたり、友

人知人の体験談や活動実施機関・団体等のレポートなどにも目を通しておくこととを薦める。ゲストスピーカーも予定し、毎回簡単な感想／意見

(コミュニケーションペーパー)を求め、可能な限り教員学生の双方向の授業実現に努めたい。毎回の出席が学びの達成に直結するよう進めてい

く。

単位数 /  Credit 2

地域福祉論 (S)  §  地域福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

12497

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１.高齢・児童・障害等各分野別福祉との比較検討による地域福祉理解を図ると共に、地域福祉の固有の構造と領域、方法,歴史について理解を

深める。

２.福祉を通して地域社会への興味・関心を深める。

※原則として、変更されることはありません。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション－地域福祉論スケッチ－   

 

歴史　社会問題　地域社会　社会福祉  1 

地域福祉とコミュニティ ー論文「地域福祉とネットワーク」

－  

コミュニティ　少子高齢化　ネットワーク  2

新しい地域福祉プログラム－論文「福祉とコミュニティ」 

－  

コミュニティ　少子高齢化　ご近所  3

新しい地域福祉活動プログラム 2－ネオ町内会－  町内会･自治会　ソーシャルキャピタル  4

地域福祉と当事者支援①－子育て支援①－  子育て支援　子育てサークル　当事者  5

地域福祉と当事者支援②－子育て支援②－   子育て支援　子育てサークル　当事者  6

地域福祉と当事者支援③－障害児と地域福祉①－  障害児　放課後保障　ボランティア  7

地域福祉と当事者支援④－障害児と地域福祉②－  障害児　放課後保障　ボランティア  8

地域福祉と当事者支援⑤－男性介護者支援①－  男女共同参画　ジェンダー　介護　社会資源  9

地域福祉と当事者支援⑥－男性介護者支援②－  男女共同参画　ジェンダー　介護　社会資源  10

地域福祉の方法①－コミュニティワーク－  ソーシャルワーク　コミュニティワーク　間接援助技術  11

地域福祉の方法②－地域福祉(活動)計画－   地域福祉(活動)計画　市民参画　ワークショップ  12

地域福祉の方法③－地域福祉の機関と担い手－  

  

社会福祉協議会　民生委員　社会福祉施設　ＮＰＯ13

地域福祉の方法④－ボランティアリズムと地域福祉－  ボランティアセンター　ボランティアコーディネーター　Ｎ

ＰＯ  

14

地域福祉とは何か－地域福祉の歴史的発展を踏まえて

－  

 

地域福祉　分野別福祉　住民主体　関係性　当事者性

　社会運動  

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容に即した地域福祉理解について評価する.  50 ％
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本講義は、2回生以上の配当科目ではあるが、各分野別福祉論(児童、障害、老人、など)や援助技術論を受講後の3回生以降の方が望まし

いし、その方が講義理解を容易にすると思われる。各分野別福祉との比較検討の中で地域福祉固有の構造や領域、方法について具体的に

講義していく予定。

教科書としては特に指定はないが、講義中にその都度適宜紹介する。また、社会福祉士の国家試験の受験を予定しているものは、本講義で

は特にその受験対策は行なわないために、該当テキストによって自学自習すること。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

全国社会福祉協議会　http://www.shakyo.or.jp/

厚生労働省　http://www-bm.mhlw.go.jp/index.html

内閣府　http://www.cao.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書としては特に指定はないが、講義中にその都度適宜紹介する。また、社会福祉士の国家試験の受験を予定しているものは、本講義では

特にその対策は行なわないために、該当の受験テキスト等によって自学自習すること。 

tsudome＠ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

男性介護者白書 津止正敏他          ／かもがわ出版／978‐４‐0117‐5／

ボランティアの臨床社会学 津止正敏他          ／クリエイツかもがわ／978-4-86342-022-9／

平常点評価 講義時のコミュニケーションペーパーなどを活用して、出席状況、理解度を評価する。また随時

小レポートによって提出状況や内容理解も評価する.

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 人々の健康には、病原体や寒冷という自然の影響だけでなく、消費や生産のあり方、所得、など多面的な事柄が関わっている。社会によって

人々の健康は左右されるという側面を重視しながら、地域における健康課題とそれへの対策を検討していく基本的観点の修得をめざす。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

地域社会論，地域福祉論，現代人とヘルスケア，衛生学などとあわせて受講することで理解が深まるだろう。

・課題や成績評価など重要事項は、授業だけでなくコースツールでも告知するので、やむをえない理由で欠席した場合も、コースツールは点

検していることを前提とする。

・授業スケジュール一部修正（11月10日）

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

それぞれに関心のある健康問題（たとえば，がん，糖尿病，自殺，交通外傷，薬物依存など）を決めて、各テーマに添って掘り下げて考えること。

授業において、リーディング・リストを配布するので、読んで理解し、活用すること。

単位数 /  Credit 2

地域保健論 (S)

担当者名 /  Instructor 松田 亮三

15840

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この科目を修了した学生は、次のことができるよう期待されている。

１．人々の健康状態を把握し、記述する方法とその限界について説明できる。

２．人々の健康状態に影響を及ぼす要因について、具定例をあげながら説明できる。

３．人々の健康状態の改善をめざす取り組みを,理論的に、また具体例を示しながら議論できる。

４．人々の健康を保持あるいは増進するために、医療・福祉や住環境など社会制度が持つ意味を説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス 地域保健へのいざない 地域，人口，健康，公衆衛生，地域保健，健康づくり１回

地域における健康問題の具体的検討1　子どもの健康問

題

 死亡統計，乳児死亡，事故評価２回

地域における健康問題の具体的検討２　健康 保健行動，喫煙，喫煙対策，分煙3回

地域における健康問題の具体的検討３　精神保健，疾病

負担，精神保健の難しさ

感染,伝播，予防接種４回

健康のとらえ方 健康の定義，積極的健康観，動的な健康観，健康の次

元

５回

地域保健の戦略形成論 地域保健戦略、健康課題と要因分析、予防戦略、健康

資源の動員

６回

地域の健康評価 疫学，死亡率，罹患率，有病率, 主観的健康感，地域保

健アセスメント，リスク評価

７－８回

健康のリスクと疾病モデル 疾病モデル，健康リスク，要因分析，リスク評価、保健

行動、健康の決定要因，健康の社会要因

９－１０回

予防・健康増進戦略形成論 予防の３段階（1次予防，２次予防，３次予防），全人口

(ポピュレーション）戦略，高リスク戦略，健康増進（ヘル

ス･プロモーション）

１１－１２回

健康格差とその対策 健康格差、社会政策１３回

地域健康資源動員論 地域の健康資源，行政計画，保健組織，医療制度１４回

総合　地域保健の戦略形成論再検討 地域保健戦略、健康課題と要因分析、予防戦略、健康

資源の動員

１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標を基準に評価する。80 ％

平常点評価 １）授業内で提示あるいは実施する課題の実施状況を評価の基本とする。成績に加味する課

題は受講者の状況などによって 終的に決定するが、小レポート・課題シートの遂行・プレゼン

テーションなど、多様な方法がありうる。課題を出す場合は、授業内だけでなく、コースツールで

も告知するので、やむを得ない理由で欠席した場合も、コースツールを毎回点検すること。

２）単なる出席は評価対象とならない。またコミュニケーション・ペーパーの提出についても、そ

れだけでは評価対象としない。

３）質疑応答・グループワークなど授業内活動において特段の貢献があった場合は20％の枠内

で追加的に評価する。

20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

（行政）

厚生労働省(http://www.nih.go.jp/eiken/index.html)

健康日本２１　http://www.kenkounippon21.gr.jp/

（研究機関）

国立健康・栄養研究所(http://www.nih.go.jp/eiken/index.html)

国立保健医療科学院(http://www.niph.go.jp/)

電子図書館からは、『保健医療科学』（かつての『公衆衛生研究』）が読める

http://www.niph.go.jp/toshokan/denshi-toshokan.htm

厚生労働科学研究のデータベースもある

http://www.niph.go.jp/wadai/mhlw/index.htm

（ポータルサイト）

健康ネット　http://www.health-net.or.jp/　（健康に関連したＮＧＯ）

その他、多数あり。授業中に紹介する。

 その他 /  Others

教員ウエブサイト http://bit.ly/ihpowiki

教員ツイッター   @ihpo

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

本授業では総論を理解して，各人が健康課題に取り組み考えることが求められるので，予防や健康づくりを考えたい課題を具体的に想定して授

業を受けることが望ましい。この授業では、学生の積極的な参加を期待しており、受講者数によるが授業でも討論・グループワーク・発表などを

積極的に組織する。そのような心構えをして授業に臨んでほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

シンプル衛生・公衆衛生学 鈴木庄亮・久道茂／／／地域保健の概要の把握について

健康づくりと社会環境   松田亮三他 ／法律文化社／／主に健康づくりについて 

国民衛生の動向   ／財団法人　厚生統計協会 ／／公衆衛生の動向など全体的な理解について 

健康と医療の公平に挑む　国際的展開と英米の

比較政策分析 

松田亮三編／勁草書房 ／／健康格差や医療格差について

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

現代の学校教育では、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めた障害のある児童生徒に、適切な教育や指

導を通じて必要な支援を行っていく、特別支援教育の必要が国際的にも国内的にも高まってきている。個々の障害についての基本的知識の理

解を促すとともに、発達段階、生活状況などにも配慮した一人ひとりの子どもたちの特別なニーズを把握して、学習や生活上の困難を改善又は

克服するために必要な方法を,授業中で一人一人の考えを対話を通し検討していく。

また、「障がい者制度改革推進会議」の動向を踏まえながら討論・対話を通じて今後の「特別支援教育」の在り方についても論じる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

専門科目ー専門科目の中の障害児の教育、福祉、スポーツなどに関する講座。

単位数 /  Credit 2

特別支援教育論 (S)

担当者名 /  Instructor 朝野 浩

12281

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

・教職を志す者として障害についての 低限の知識と理解を目指す。

・特別支援教育の意義について、日本における障害児教育の歴史的変遷から現状と課題について理解する。

・特別支援教育、特に、障害種別によらない教育のあり方や発達障害について理解を深める。

・「ノーマライゼーション理念」の具現化に向けての今日的課題について考察する。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

障害のある子どもの教育をめぐる動向－特別支援教育と

は？

特別支援教育の理念と基本的な考え方、学校制度、福

祉・医療・労働等に関わる様々な制度などの概括. 「自

分と障害児教育との関わり」についてレポート①  

第1回

障害児の教育の発展の歴史（1）（原始時代～義務教育

制以前の近世まで）

障害児の教育の発展の歴史（2）（義務教育制以降：近代

以降）

近代盲・聾教育の始まり、明治以降の障害児の教育、

知的障害教育・肢体不自由教育・病弱教育の始まり  

第2回

障害児の教育の発展の歴史（3）（第2次世界大戦以降）

憲法、教育基本法、学校教育法の制定と障害児教育

学校教育法の制定と障害児教育、養護学校の義務制

施行後の教育  

第3回

障害児の教育の発展の歴史（4）（養護学校義務制移行

から特別支援教育へ）

養護学校、特殊学級の発展、軽度の障害のある児童生

徒の教育の充実、国際障害者年と障害者対策に関する

計画  

第4回

障害児の教育の制度（1）①就学指導 ②特別支援学校 

③特別支援学級　④通級指導教室

特別支援教育の対象となる幼児児童生徒、学校教育法

施行令、就学制度、発達障害支援法  

第5回

障害児の教育の制度（2）①通級制度 ②特別支援コー

ディネーター

通級による指導、教育課程の編成と配慮事項、発達障

害、  

第6回

小学校・中学校における特別支援教育ー改正学校教育

法

学習指導要領と教育課程の編成および配慮事項、法

令、障害児の教育の歴史および制度についてのまとめ

[確認小テスト]  

第7回

特別支援学校における特別支援教育 盲・聾・養護学校の学習指導要領の歴史、特別支援学

校の教育の概要、障害種別への対応・視覚・聴覚・知的

障害 

 

第8回

特別支援学校の教育課程の特色 教育課程編成の特色、自立活動、障害種別への対応：

肢体・病弱・重複障害、 放課後における特別支援教

育、教科書、

第9回

特別支援学校と地域との関わり交流及び共同学習 センター的機能とその役割、特別支援コーディネータの

役割、専門機関との連携と協働、授業におけるユニ

バーサルデザイン  

第10回

地域に根ざす特別支援教育 障害のある子供の余暇活動、地域生活、家庭と家族、

福祉施設、障害者自立支援法、障害児タイム・ケアー事

業、障害者の家族と特別支援教育  

第11回

地域ネットワークと特別支援教育 コミュニティ・スクール、ボランティア活動、広域特別支援

連携協議会、就労自立支援協議会、コミュニティにおけ

る双方向の援助、クラスター・オブ・スクール、  

第12回

国際的な特別支援教育の動向（1）特別なニーズ、サマラ

ンカ宣言、ノーマライゼーション

ＳＥＮ、「万人のための教育」宣言の理念、ユニバーサ

ル・デザイン、バリア・フリー社会、ノーマライゼーショ

ン、ユニバーサルデザインによる授業  

第13回
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・３回欠席すれば、成績評価は「Ｆ」（不可）とする（公欠理由を除く）。

・日常の授業への積極的態度を評価する。そのため出席を 重要視する。

・20分以上の遅刻は欠席とみなす。

・適宜コミュニケーションペーパーでもって講義についての感想を求め、疑問･質問に答える。 

・授業中での飲食、机上への食べ物放置、携帯電話、私語など厳重に注意を行う。

各講義毎に資料を配布するのでテキストとして使用する。 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所のＷｅｂサイトを検索して必要な情報を得て、確認をする。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

京都市における特別支援教育に関する公開講座や行事への参加の勧誘を行い、見聞を広める（適宜案内を提示する） 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

文部科学省特別支援教育課

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

知識的理解のみならず実践的、実証的態度を自ら養うためには、学外での特別支援教育に関する授業参観や講演会及び行事等を紹介するの

で、積極的に参加する意欲を持って欲しい。 

また、特別支援学校でのインターシップやボランティア活動への参加を奨励する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

特別支援学校学習指導要領 文部科学省／海文堂出版 ／／

同解説書 文部科学省 ／教育出版 ／／

発達障害白書 日本発達障害福祉連盟 ／日本文化科学社 ／／

輝けきょうの子どもたち 京都市立総合支援学校長会／ミネルヴァ書房／／

特別支援教育の基礎知識 橋本創一他 ／明治図書／／

国際的な特別支援教育の動向と日本の動向（2）インク

ルーシブ教育、バリアフリー社会、びわこミレニアム・フ

レームワーク、障害者制度改革推進会議等

国際障害者年、障害者の権利条約、びわこミレニアム・

フレームワーク、クラスター・オブ・スクール、障害者制

度改革推進会議、中央教育審議会特別支援教育特別

委員会等  

第14回

今後の特別支援教育の展望ー新しい学習指導要領に改

善点、新しい福祉施策の動向（障害者制度改革推進会

議等）及び、まとめ考課（「自分と特別支援教育との関わ

り」について小レポート）②  

まとめ・評価（自己採点）第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①全出席を基本とする。３回の欠席で成績評価は「Ｆ」となる。２０分以上の遅刻については欠

席扱いとする。

②特別支援教育と自分とのかかわりについてレポートを課す。授業で扱った内容を生かして論

理的説得力をもって記述されているかを見る。

③授業で扱った特別支援教育に関わる人権・教育制度・福祉施策・援助活動などついての理解

度の確認を、自己採点式の小テストを２度行う。 

④積極的な授業中での討論や対話での発言は評価の対象とする。 

⑤「私語」「飲食」「携帯電話」等、教職に準ずる授業として行うため、厳しく対処する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、胎生期から児童期までの人間発達について概説するとともに、子どもを取り巻く社会の問題、保育や教育における課題についても

論じる。また、障害のある子どもの発達的特徴および保育・療育の課題についても考察する

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

乳幼児心理学 (S)

担当者名 /  Instructor 目黒 朋

15825

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①子どもへの関心を高め、乳幼児期の発達を捉える視点を明確にする。

② 保育園や幼稚園における子どもたちの生活について学ぶ。

③ 障害のある子どもたちの生活や発達について学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子ども観の変遷、「発達」の捉え方、生涯発達における乳

幼児期のもつ意味  

発達段階、人権としての発達、生涯発達心理学 

胎生期の発達 受精、卵体期、胎芽期、胎児期、胎児の知覚世界、胎

生期の発達保障 

第２回

乳児期前半の発達と保育  

 

赤ちゃんの不思議、新生児微笑、生活リズム第３回

乳児期後半の発達と保育  ８か月不安、定位行動、はいはい、喃語第４回

１歳児の発達と保育  

 

自我の誕生、直立二足歩行、道具の操作、音声言語、

しつけ

第５回

２歳児の発達と保育 対概念、象徴機能、みたて・つもり遊び  第６回

 ３歳児の発達と保育  イッチョマエの３歳、ごっこ遊び、３歳児の心の揺れ 第７回

 ４歳児の発達と保育 ～シナガラ～スル、心の理論、４歳児のプライド 第８回

 ５歳児の発達と保育 自我から自己へ、中間世界の成立、自己信頼感、集団

あそび

第９回

   

障害のある子どもの発達と保育（１）

自閉症、ダウン症、発達遅滞、乳幼児健診 第１０回

 第１１回  

障害のある子どもの発達と保育（２） 

 

第１１回

障害のある子どもの発達と保育（３）  発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥･多動性障害（ＡＤ

ＨＤ）、アスペルガー症候群 

第１２回

障害のある子どもの発達と保育（４）第１３回

児童期の発達と教育 小学校、ギャングエイジ、学童保育、接続問題 第１４回

まとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験により講義内容の理解度を問う80 ％

平常点評価 講義時間内に実施するミニレポート およびコミュニケーションペーパーの提出と記述内容20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

　対人コミュニケーションには言語的なものと、非言語的なものがあります。そして人は圧倒的に多く言語的コミュニケーションを使います。そこで

はしばしば上手、下手の意識が生まれます。その結果つい、「コミュニケーションは苦手・・・」などという説明を自分に貼り付けてしまいます。

　一方、得意だと思っている人は、自分のコミュニケーション技術を振り返ってみる機会はありません。上手くやれていると思っているものを、見つ

め直す必要を感じないからです。

　その結果、若くして身についた技術のまま、二十代、三十代を過ごしてしまいます。これが要注意点であることに議論は不要でしょう。

　また、得意な人も苦手な人も、非言語的コミュニケーションに関しては、自覚することが少ないものです。自分の態度が他者の目にどのように

映っているのか。気にはなるけれども、明らかにされる機会はそうありません。ここにも焦点を当てます。

　対人コミュニケーションには「スキル（技術）」と「コンテンツ（内容）」の二つの課題が存在します。当然のことですが人は、コンテンツ（伝える内

容）とプロセス構築力（伝達手段技術）の両者がうまく備わってはじめて、関係の場に自信を持って立てるのです。

　この授業では、大学の講義としては馴染みの少ない、毎回の実習形式でこれらの課題に各自挑戦してもらいます。したがって教室はコミュニ

ケーションの「ジム」だととらえてください。練習しない人や言い訳にすがりつきたい人には意味を持ちません。

　対人関係が苦手な人は少しの勇気と共に、得意だと思っている人は、持ち味だけで一生過ごせるわけがないことを内省しながら受講を決めて

下さい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

人間コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 団 士郎

15883

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　まず、対人コミュニケーションにおける自身の特徴を自覚する事から始まります。そしてそこで発見される課題に各自が取り組みます。エクササ

イズは毎回提示されますが、どう取り組むかは受講生に委ねられます。教室は知的情報取得の場ではなく、コミュニケーションスキルの練習場で

す。到達目標はそれぞれのコミュニケーション能力の一歩前進ということになります。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　授業の進め方　第一回の実習　ミニレ

ポート（記述・提出）  

１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

４

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

５

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

６

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

７

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

８

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

９

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１０

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１４

人間コミュニケーション論（実習）の到達目標　講義「戦略

と結果」

１５
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

三分の二以上（１０回）出席できそうにない者は登録しないでください。毎週フィードバックシートの提出を課しますが、授業の後半に、それだけ出

しに来るような対応には即刻、評価除外します。やむを得ない欠席、遅刻に関しては、フィードバックシートに事情を明記してください。近年の欠

席は四，五，六回生に著しく偏っています。出席が無理なら、登録しないでください。

　ここ数年、男子学生の登録と出席が増えています。開講初期、圧倒的に女子学生が多かったことを思うと、男子学生の健全化も感じます。受講

してみて初めて分かる驚きを体験してください。

danufufu@osk.3web.ne.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

対人援助学マガジン 編集・団士郎　著者多数／web雑誌／／対人援助学会hpのダウンロードフリー雑誌

家族の練習問題１，２，３ 団士郎／アソブロック／／ロングセラーのマンガ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 50 ％

平常点評価 毎回、ミニレポート提出50 ％

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「人間らしい発達とは何か」という問いをメインテーマとしながら，人間の生涯にわたる発達のプロセスを発達の時期ごとに概観する。その際、人

格の発達に焦点を当てるが，それと同時に，認識や感情といった発達の諸相についても、可能な範囲で触れることとしたい。

それに加えて，人間発達に関わる近年の理論的発展についても触れる予定である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

上記以外にも，参考となる文献は，随時授業で紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

小レポートを2～3回程度実施する予定である。小レポートに臨むに当たっては，授業内容をよく理解していることが重要であり，授業で扱った内

容を復習しておくことが求められる。それとともに，レポートでは文献を読み解く力を求めるので，授業時に紹介した文献を読み込むことが必要で

ある。

単位数 /  Credit 2

人間発達論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

13315

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①人間の発達に関して，基本的な知識を得ること。

②人間発達に関わる知識を，福祉や教育の観点と結びつけて理解を深めること　

③これらを基礎に，発達上の諸問題について一定の考察ができるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生涯発達のダイナミズム：知の多様性 生き方の

可塑性

鈴木忠／東京大学出版会／9784130133012／講義の一部で言及する

朝倉心理学講座３発達心理学 南徹弘(編)／朝倉書店／9784254526639／講義の一部で言及する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「授業の進め方についての説明」および「発達とは何か」 機能連関，発達権第1回

人間発達と進化 進化，遺伝と環境，人間性，個体発生と系統発生第2回

胎生期の発達的特徴 受精，着床，胎芽期，胎児期第3回

乳児期前半の発達的特徴 周産期，新生児期，原始反射，顔の知覚，姿勢第4回

乳児期後半の発達的特徴 共同注意，三項関係，歩行第5回

幼児期前半の発達的特徴 言葉の始まり，表象，自我，愛着第6回

幼児期後半の発達的特徴 認知世界の広がり，素朴理論，自己主張と自己抑制第7回

児童期前半の発達的特徴 学校への移行，勤勉性，具体的操作第8回

児童期後半の発達的特徴 ギャング・エイジ，9，10歳の発達の節，仲間関係と自己

意識

第9回

青年期の発達的特徴 性的成熟，第二反抗期，アイデンティティ，自立と依存第10回

成人期の発達的特徴 労働，結婚，親になること第11回

老年期の発達的特徴 子どもの巣立ち，関係性の変容，衰退，英知第12回

人間発達理解の新しい展開①：発達の可塑性 経験の意味，進化生物学，遅れからの回復，第13回

人間発達理解の新しい展開②：知的発達を捉え直す IQ，経験知，分析的知能，実践的知能第14回

人間発達理解の新しい展開③：英知に向かう発達を捉え

る

英知，人生回顧，知識，知能，越境，意志第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 学習内容に関する基本的な理解があること，ならびに，そうした理解に基づく妥当な考察ができ

ること。

60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーや小レポートにより、講義に対する理解度や関与度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

発達障害の概念、発生・成立のメカニズム、診断、予後および療育・指導方法などについて、人間の発達段階と関わらせて論じる。乳児期、幼児

期においては早期発見・早期対応・早期療育などの課題と関わらせて、学童期・青年期においては学校教育・集団活動などの視点から発達支援

の課題と関わらせて考えていきたい。

　本講義では、人間発達の過程において発達の質的転換期（例えば、「階層-段階」理論など）との関わりで発達障害をとらえていく。発達障害

児・者への支援の実際について学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

乳幼児心理学、児童青年の心理、人間コミュニケーション論、障害者福祉論、心理検査法 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・実習やフィールドでの経験があると理解しやすい。

・日頃、耳にする用語や概念を授業で正確に理解してほしい。

・自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害をもつ当事者や家族の手記などを読んでみると理解がしやすい。

単位数 /  Credit 2

発達障害論 (S)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積

12348

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・発達障害の基礎的概念や用語を学ぶ。

・発達障害の発生・成立のメカニズムを学ぶ。

・人間発達における質的転換期と発達障害の関係について理解を深める。

・発達障害児・者への支援の実際について学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１．発達障害とは（１）－基礎的用語と定義の説明－  発達、障害、発達障害、学習障害、言語障害、情緒障

害、行動障害、自閉症、アスペルガー障害

第1回

発達障害とは（２）－歴史・現状－ 障害者数、発達障害者数、発達障害者支援法、障害の

定義

第2回

発達障害とは（３）－生命の誕生と障害の成立－ 人間進化、遺伝病、障害の成立、機能障害、共同社

会、社会の進歩と障害者、知的障害と能力主義、障害と

社会

第3回

発達の「階層－段階」と発達障害（１）－胎生期（その１）

－

受精、卵体期、遺伝病、染色体異常、胎芽期、器官形

成期、形成異常

第4回

３．発達の「階層－段階」と発達障害（１）－胎生期（その

１）－ 

卵体期、胎芽期、遺伝病、染色体異常第5回

発達の「階層－段階」と発達障害（３）－周生期・新生児

期－

未熟児、低体重児、仮死、アプガー指数、重度重複障

害

第6回

発達の「階層－段階」と発達障害（４）－乳児期前半－ 原始反射、親と子の絆、運動発達、笑顔の獲得、情緒

の発達、親子関係、脳性まひ

第7回

発達の「階層－段階」と発達障害（５）－乳児期後半－ 移動、コミュニケーション、注意共有機構（SAM）喃語の

獲得、模倣と学習、愛着の発達、対人関係障害、情緒

障害

第8回

発達の「階層－段階」と発達障害（６）－脳性まひ－ ボイター法、乳幼児健診、大津方式、早期発見、早期対

応

第9回

 発達の「階層－段階」と発達障害（７）－幼児期（その１）

－

歩行、道具の操作、言語の獲得、遊びと模倣、自我の

誕生

第10回

発達の「階層－段階」と発達障害（８）－幼児期（その２）

－

ケンケン、描画の発達、「心の理論」の獲得、自己と他

者、自制心の形成

第11回

発達の「階層－段階」と発達障害（９）－自閉症スペクトラ

ム（その１）－

自閉症スペクトラム、カナータイプ、アスペルガー症候

群、フエノタイプ、3つ組みの障害、診断基準、二次障害

第12回

発達の「階層－段階」と発達障害（10）－自閉症スペクトラ

ム（その２）－

早期発見、早期診断、共同注意、マインド・リーディン

グ、障害の受容

第13回

発達の「階層－段階」と発達障害（11）－自閉症スペクトラ

ム（その３）－

アスペルガー症候群、二次障害、いじめ、不登校、ひき

こもり、社会参加、障害の自己認識、こだわりと個性

第14回

授業のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.
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授業の途中でレポートの提出をもとめる。必ず提出のこと。

レポートは、コースツールを活用して提出物をもとめる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本自閉症協会：http://www.autism.or.jp/

日本ダウン症ネットワーク：http://jdsn.gr.jp/

日本知的障害者福祉連盟：http://www13.ocn.ne.jp/~jlid/

日本発達障害者ネットワーク：http://jddnet.jp/

全国障害者問題研究会：http://www.nginet.or.jp/

文部科学省: http://www.mext.go.jp/

厚生労働省：http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

レジュメは当日配布します。授業後はコースツールにアップロードしておきますので各自ダウンロードしてください。授業の連絡事項も授業場面及

びコースツールの連絡事項で指示をします。 

研究室は修学館340号です。

Tel＆Fax：075-466-3069

E-mail:hozumi@ss.ritsumei.ac.jp

（事前に面談の予約をお願いします）

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業テーマと関連する教材や文献を活用して知識をひろげる努力をしてほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『発達診断と障害児教育』 荒木穂積・白石正久 ／青木書店／978-4250207259 ／乳幼児期の発達の基礎を学ぶ

『自閉症と遊び』 ヤニック・ベイヤー＆ローネ・ガメルトフ クリエイツ／かもがわ／978-4902244922／自

閉症とその発達支援の基礎を学ぶ

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子どもの発達と診断①～⑤』 田中昌人・田中杉恵／大月書店 ／／乳幼児期の発達の基礎を学ぶ

『障害医学への招待-特別支援教育・自立支援

法時代の基礎知識-』

杉本健郎・二木康之・福本良之／クリエイツかもがわ／／障害の医学的基礎を学ぶ

『自閉症スペクトラム生き方ガイド-自己権利擁

護と「障害表明」のすすめ-』

スティーブン・ショア／クリエイツかもがわ／／自閉症の発達障害支援の基礎を学ぶ

『乳幼児期の自閉症スペクトラム障害－診断・ア

セスメント・療育-』

カタルツィナ ハヴァースカ・フレッド・R. フォークマー・アミ クリン/竹内 謙彰・荒木 穂積 

(監訳)／クリエイツかもがわ／／自閉症スペクトラムの早期発見、早期療育の研究成

果を学ぶ

定期試験（筆記） 配点にそって採点する。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％

平常点評価 中間レポートの提出を求める。

事実と自分の意見・感想が区別して述べられているか。

資料や文献の読み込みがしっかりできているか。

資料や文献の紹介が中心のレポートは減点となる。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

発達保障とは、社会福祉や保育・教育、医療などの実践や理論と関わる、人権や社会保障を根底から成り立しめるためにうまれてきた権利保障

の思想と科学である。人間が一生をかけて自己実現を成し遂げるためには、生まれてから死をむかえるまでのライフサイクルをとおして、人生の

それぞれの時期にどのような人間的自由を獲得し、人間発達が保障される中で、人格の拡大・充実・発展を成し遂げるかを考える学問である。

　本年度は、特に子ども、障害者（児）、教育の視点から発達保障の諸課題を取り上げる。人間発達の阻害状況とともに、子どもや障害をもつ人

たちの発達の可能性とそれを保障するための理論と実際について考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会保障論、人格発達論、障害者福祉論、現代人権論、ライフサイクル論、発達障害論 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業の途中でレポートの提出をもとめる。

授業テーマと関連する資料を配付するので自主学習をすすめてほしい。 

単位数 /  Credit 2

発達保障論 (S)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積

13287

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

発達保障の成り立ってきた歴史的背景、現代社会における人間発達の阻害状況、およびそれを発達の契機として築きあげてこられた人間の発

達を保障するための諸理論と実践についての理解を深める。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

人権や教育の歴史にふれるが、人物史が中心になるので詳しくは伝記など関連文献で深めてほしい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１章　発達保障とは何か（１） 歴史的性格、構成要素、３つの系1

発達保障とは何か（２） この子らを世の光に、糸賀一雄、階層段階－理論、田

中昌人

2

第２章　子どもと発達保障（１）－「子どもの世紀」－　 児童心理学の誕生、プレイヤー、子どもの世紀、エレ

ン・ケイ、子ども学の誕生

3

子どもと発達保障（２）－保護から権利へ－ 子どもの権利宣言（ジュネーヴ宣言）、ヤヌシュ・コル

チャック、ホロコースト、児童保護

4

子どもと発達保障（３）－「子どもの権利宣言」から「子ども

の権利条約」へ　

子どもの権利宣言、子どもの権利条約、 発達主体、意

見表明、パラダイム転換

5

子どもと発達保障（４）－「国連・子どもの権利委員会」－ 子どもの権利の実質化、国境を越える権利、「子どもの

貧困」

6

障害者と発達保障（１）－発達保障の思想の誕生－ 戦前の障害児教育、戦災孤児の救済、知的障害、近江

学園、糸賀一雄

7

障害者と発達保障（２）－重症心身障害者の権利－ 「夜明け前の子どもたち」、慈悲から権利へ、国際人権

年、療育、発達観の転換

8

障害者と発達保障（３）－養護学校義務制移行－ 就学猶予・免除、教育を受ける権利、特殊教育、障害児

教育

9

障害者と発達保障（４）－インクルーシブな教育－ 特別なニーズ教育、特別支援教育、合理的配慮、インク

ルーシブ（排除しない）社会

10

第4章 現代社会と発達保障（１）－「子どもの貧困」と人間

発達の危機－

発展途上国での発達的危機、子ども白書（ユニセフ）、

先進国での発達的危機、現代の貧困

11

現代社会と発達保障（２）－子どもの虐待－ 児童虐待、虐待の連鎖、自己形成12

現代社会と発達保障（３）－不登校・引きこもり－ いじめ、学力不振、ストレス、受験競争、遊び仲間13

現代社会と発達保障（４）－非行－ 体罰、落ちこぼし、家族機能、地域社会14

まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 配点にそって採点する。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％

平常点評価 事実と自分の意見・感想が区別して述べられているか。

資料や文献の読み込みがしっかりできているか

資料や文献の紹介が中心のレポートは減点となる。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％
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教科書は使用しない。

授業時に毎回、授業用資料を配付する。欠席した場合には、コースツールにアップロードしておくので適宜ダウンロードして活用してほしい。

その他の参考図書は、授業の中で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

UNDP：http://www.undp.org/

UNICEF：http://www.unicef.org/

国連広報センター：http://www.unic.or.jp/

日本ユニセフ協会：http://www.unicef.or.jp/

全国障害者問題研究会：http://www.nginet.or.jp/

外務省：http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

文部科学省: http://www.mext.go.jp/

厚生労働省：http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

研究室は修学館340号です。

Tel＆Fax：075-466-3069

E-mail:hozumi@ss.ritsumei.ac.jp

（事前に面談の予約をお願いします）

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

現代の発達保障の動向については、視聴覚教材や新聞、テレビの記事を利用することがある。

授業内容と関係する、ゲストスピーカーを招聘することがある。その場合、シラバスの変更もあるので授業時、コースツールで知らせる。

欠席した場合には、適宜コースツールで内容に変更がないかどうかチェックすること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

発達保障の探求 田中昌人・清水寛（編著）／全国障害者問題研究会出版部／／

障害のある人びとと創る人間教育 田中昌人／大月書店／／

復刻この子らを世の光に―近江学園二十年の

願い－

糸賀一雄／NHK出版／／

世界子供白書（各年版） ユニセフ／財団法人日本ユニセフ協会／／

人間開発報告書（各年版） UNDP／阪急コミュニケーションズ／／
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授業 の概要 /  Course Outline

「バリアフリー」には背景があり歴史がある。それをふまえながら、バリアを感じている人、バリアにより、「参加」できない人、特に障害のある人の

ことを理解し、バリアとは何か、そのバリアをどうずれば取り除くことができるのかを考えていきたい。また、具体的なバリアの解消方法を可能な

限り体験もしながら学んでいきたい。また、バリアフリーの延長線としてのユニバーサルデザインについても考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特定の科目の履修が必要であるとは考えないが、広い視野とできれば様々な実体験が望まれる。そのためにも各科目について、深く学んでほし

い。

適時、資料配付。

講義の中で適時紹介を行う。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

自らの生活の中での「バリア」となりうるものを様々な視点から見いだし、その解決方法を探る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

バリアフリー論 (S)

担当者名 /  Instructor 増澤 高志

13175

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

障害を持つことは特別なことではない。

であるとすれば、障害を持ったとしても「特別」な人生ではなく、あたりまえの一人の人間として人生を歩むことができないか。そのキーワードの一

つとしてバリアフリーがある。

自らの問題として考えることが大きな目標である。

また卒後、社会福祉の現場に限らず仕事に就いたときに、直接間接に仕事の対象者の抱える課題解決の視点の一つとしてバリアフリー、ユニ

バーサルデザインの引き出しを持つことができればと考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

バリアフリーとは何か。その歴史と背景。 バリアフリー1

バリアフリーと国際条約関係、各国の状況、国内法の状

況

バリアフリーと法2

バリアフリー、ソフトでできること、ハードでできること ソフトとハード3

バリアフリーの対象としての障害を考える① 肢体不自由4

バリアフリーの対象としての障害を考える② 肢体不自由5

バリアフリーの対象としての障害を考える③ 視覚障害6

バリアフリーの対象としての障害を考える④ 聴覚障害7

バリアフリーの対象としての障害を考える⑤ 知的障害・発達障害8

バリアフリーとテクノロジーの果たす役割① テクノロジー9

バリアフリーとテクノロジーの果たす役割② テクノロジー10

バリアフリーを考える① 今できること11

バリアフリーを考える② 今できること12

バリアフリーを考える③ 今できること13

まとめ①14

まとめ②15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 課題に沿って考察ができているか。50 ％

平常点評価  ５０％出席と出された課題を取り組む姿勢。50 ％

その他 ／ Other
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 その他 /  Others

メールにて連絡

JZA00265@nifty.ne.jp

連絡時には、件名に「バリア」と用件を必ず記載のこと。
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義では、経済社会の変化が進むなかでの、社会保障･社会福祉に関する行政･財政政策の現状と問題について学ぶ。社会保障･社会福

祉をめぐる問題を考えるためには、その理念、歴史、制度の仕組み、財政構造を理解することが大切である。その上で、これらの制度が抱える

問題やその経済的･社会的背景や地域性にも目を向け、高まる福祉需要への対応について理解を深めたい。日本は、21世紀にどのような福祉

システムに再編･調整しようとしているのか、諸外国にも目を向けながら展望する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会保障論、福祉政策論、財政学関連の科目の履修が望ましい。

基本的に、上記の本をテキストとして用いる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日ごろから新聞・雑誌などに目を通し、私たちの生活に関わる問題や、社会保障･社会福祉政策に関わる動向に関心を持つようにすること。

単位数 /  Credit 2

福祉行財政論 (S)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

11855

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）私たちの生活のなかでの社会保障･社会福祉に関わる問題の現状を知る

（2）社会保障･社会福祉に関わる政策・制度と行財政への理解を深める

（3）社会保障･社会福祉に関わる政策と経済的・社会的背景との関連性についての理解を深める

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストは必ず購入し、授業時に持参すること。

授業中に適宜配布する資料を見直し、整理・保存すること。

日ごろから新聞に目を通すこと。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

福祉国家と地域と高齢化 渋谷博史・桜井潤・塚谷文武／学文社／／2009年12月刊行

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

福祉行財政論ではなにを学ぶのか 講義の導入、社会保障、社会福祉、公的扶助、福祉

サービス、少子高齢化社会

1

社会保障･社会福祉の歴史的変遷～政策理念と福祉国

家の変容

国民皆保険、福祉六法、福祉元年、新自由主義2

社会保障･社会福祉財政の展開～国際比較の観点から 社会保障財源、社会保障給付費、ヨーロッパ、アメリカ3

医療の福祉：医療制度をめぐる問題と医療保険財政 医療費増加、財政赤字4

医療の福祉：医療保険制度改革と「皆保険」 国民健康保険と職域保険、給付と負担の見直し、医療

費の適正化、無保険問題

5

年金の福祉：年金制度をめぐる問題と年金保険財政 国民年金、厚生年金、国と地方6

年金の福祉：年金制度改革と老後の所得保障 給付と負担のバランス、国庫負担、積立金7

高齢者の福祉：介護に関する行財政の歴史と介護保険

制度

措置制度、社会保険、要介護認定8

高齢者の福祉：介護保険の財政構造と地域間再分配 給付、保険料、公費、介護報酬9

子どもの福祉：少子化の現状とその背景 合計特殊出生率、出産・育児の費用負担、核家族化、

晩婚化

10

子どもの福祉：子育て支援政策とその財源 サービス給付、経済的支援、仕事との両立支援11

子どもの福祉：保育所サービスと地域性 認可･無認可保育所、待機児童12

後のセーフティネット：生活保護の現状と財政 国と地方、地域格差、 低生活費13

後のセーフティネット：生活保護行政と「自立支援」 就労支援、「無保険者」14

21世紀の日本の福祉行財政の展望 講義のまとめ、少子高齢化社会、格差社会、グローバ

ル化

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に照らして評価する。70 ％

平常点評価 講義期間中盤に、理解度の確認のため小テストを実施する。30 ％
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基本テキストと合わせて、参考書に挙げた文献の内容も一部講義で扱う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

オフィスアワー

事前にメールで確認することが望ましい。　chasegaw@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル化と福祉国家と地域 渋谷博史・樋口均・櫻井潤編／学文社／／2010年4月刊行

社会保障と地域 渋谷博史・根岸毅宏・木下武徳／学文社／／2008年4月刊行

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

少子高齢社会の進捗、格差社会の広がりのもとで現在と未来に安定を託した社会福祉拡充への期待は極めて大きいが、制度としては公的責任

が薄らぎ契約制度への移行が進められている。その中にあって真に憲法に保障される生活権、生存権に値する福祉事業の運営と経営のあり方

を考える。そのためには、社会福祉とは何か、社会福祉事業とは誰のため何のために存在するか、学ぶべき立脚点を明確にする。その上で、福

祉事業の運営と経営の実際を学ぶとともに、公的な責任のもとで真に国民に開かれた福祉事業の運営と経営のあり方を見出すことを中心とす

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉法、社会保障論他各種の福祉法

なお、できれば福祉施設・事業所への見学等をしておくことが望ましい

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

できれば福祉にかかる事業所（福祉施設等）を見学しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

福祉経営論 (S)

担当者名 /  Instructor 芝田 宇佐男

11615

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・社会福祉と社会福祉事業の役割と使命及び実際を理解する

・公的責任のもとでの福祉事業を営む社会福祉法人の設立と運営、及び役割、使命を理解する

・福祉現場を支える福祉従事者を取り巻く環境と福祉労働の役割を理解する

・市場化されている福祉現場の運営と経営の実際を学びながら、国民の権利保障としての福祉事業の運営と経営　のあり方を理解する

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

福祉を必要とする人の暮らしやハンデイキャップを理解し、共感することのできる自らの人間性が重要である。そして福祉に関る知識と共に対人

援助事業をとおして行われる人間性豊かな援助実践の役割を理解することが大切である。人を理解し、自らの人間性を高めること、そして、人と

社会を見つめる確かな目を養うよう努力することが望まれる。それは、単に福祉ではなく「社会」を冠する社会福祉の意味と役割をしっかりと理解

することに通じるものと思われる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義 自己紹介、授業計画1

福祉経営を学ぶ視点 社会の現状と国民の生活実態。権利としての社会福

祉。ノーマライゼーション。

2

社会福祉の理念 社会福祉の歴史、福祉実践の到達と課題3

社会福祉法 社会福祉法の概要と社会福祉事業4

公的福祉を推進する社会福祉法人 社会福祉法人の概要と設立、運営、定款準則5

社会福祉法人の運営 資産、役員、運営原則、事前規制、監査など6

公的福祉サービスの運営と経営 措置制度と措置費の仕組み・特別養護老人ホームを中

心に

7

障害施設の運営と経営 障害者福祉を巡る情勢と共同作業所等の運営と経営の

実際

8

保育所の運営と経営 保育を巡る情勢と保育所の運営と経営の実際9

介護保険制度のもとでの事業経営 介護保険制度の概要と仕組み10

市場化のもとでの福祉経営 特別養護老人ホームの運営、経営の実際と特徴11

市場化のもとでの福祉経営 在宅福祉サービスの運営、経営の実際と特徴12

福祉労働と専門性 福祉従事者をとりまく法的整備と給与等の実態。福祉労

働における専門性。

13

良質な福祉サービス提供のために サービスマネージメント、危機管理、外部評価等14

社会福祉法人の役割、使命 社会福祉法人のアイデンテイテイとこれからの姿を求め

て

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 社会福祉にかかる運営と経営に関する知識と考え方の明確化40 ％

平常点評価 出席　40％

日常のコミュニケーションペーパー等による問題意識の明確化　　20％

なお、出席率７０％以下は及第しない。

60 ％
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毎回、レジュメ・資料を配布する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会福祉辞典 社会福祉辞典編集委員会／大月書店／4-272-36040-ｘ／

民間社会福祉事業と公的責任 福祉労働福祉経営共同研究所／かもがわ出版／4-87699-731-4／

転換期の社会福祉事業経営 石倉康次／かもがわ出版／4-87699-651-2 ／

福祉サービスの組織と経営 社会福祉士養成講座編集委員会／中央法規出版／／
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義では、福祉計画の史的展開とその背景について学ぶとともに、「地域福祉計画｣の概要、策定方法、他の計画との関係、評価、財政など

について学ぶ。国による社会福祉に関わる改革の内容と意義を踏まえたうえで、21世紀の社会福祉を推進する上で焦点が当てられている地域

（都道府県、市町村など)による福祉計画の可能性について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

テキストに沿って授業を進めるので、必ず購入の上授業に持参すること。

授業中に適宜、提示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日ごろから新聞・雑誌などに目を通し、私たちの生活に関わる問題や、福祉に関わる動向に関心を持つようにすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉計画論 (S)  §  社会福祉援助技術論IV (SG)  §  社会福祉援助技術論IV (S)  §  福祉計画

論 (SG)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

12124

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）福祉計画に関わる基本的な歴史、制度についての理解

（2）地域福祉計画の基本的な概念についての理解

（3）地域福祉計画の意義と重要性についての理解

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

オフィスアワー

事前にアポイントをとることが望ましい。　chasegaw@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域福祉計画 武川正吾編／有斐閣／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

福祉計画論ではなにを学ぶのか 講義の導入、福祉計画を考える視点1

福祉計画の史的展開と社会背景（1） 福祉六法、ゴールドプラン、新ゴールドプラン、エンゼル

プラン、ノーマライゼーション、少子高齢化社会

2-3

福祉計画の史的展開と社会背景（2） 社会福祉基礎構造改革、措置から契約（利用制度）へ、

地域福祉の推進

4-5

地域福祉計画の理念と内容 総合化、住民参加、市町村、都道府県5

地域福祉計画と関連計画 地域総合計画、社会計画6-7

地域福祉における必要（ニーズ）と資源 在宅福祉、ニーズの判定と問題8

地域福祉計画の策定プロセス 課題、理念、目的、課題の解決、実践9

課題の発見と目標の設定 地域診断、必要（ニーズ）把握の技法、参加型調査10

住民参加の技法 住民参加による検討、必要の把握、福祉学習、コミュニ

ティ・ミーティング

11

地域福祉計画における評価 評価方法、評価の実際12

地域福祉計画と財政 計画行政、予算、財源、民間財源、自治体財政13-14

地域による社会福祉計画の可能性 地方分権、住民参加、当事者参加、ガバナンス15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に照らして評価する。70 ％

平常点評価 授業中に適宜、理解度を確認するための小テストを実施する。30 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

福祉産業論と一口に言っても、現状を見る限り自動車産業や鉄鋼産業などの天下国家を支えるほど巨大なものではない。また、明確な共通イ

メージがあるわけでもない。一般的なイメージでは保健・医療・福祉など日常の生活部面で提供されているサービスが多く見られるところである。

少子高齢社会の到来とともに保健・医療・福祉など、それぞれの分野で市場が形成また拡大されつつあり、今後のこれらの分野の成長が見込ま

れることから既存産業からの参入が図られているところである。本講義では、その現状を見ながらこの分野の将来性とその成長が市民生活の支

援等にどう寄与するかを見る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基本的に社会福祉論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論などを履修していることが望ましいが、これらの分野に対して日頃から新聞や雑

誌から時事的な話題に関心を持つことが大事である。特に政権交代から、介護保険制度の改正をはじめ障害者自立支援法の制定、後期高齢

者医療制度の改正など大きな変化が検討されている。そのような背景のなか、既存の事業から新規に参入する企業やその商品などを生活実践

から学び取る姿勢が大事である。

定期試験は実施しないが、日頃の受講態度から福祉産業に関する関心事や興味など、視野の広がりや知識の習得度合いを見るため、期間

中に１から２回程度、課題を与えて小レポートを提出してもらう。そのため、毎回の出席に占める比重は高い。また、全体のまとめとしての到

達度合を測るため期末レポートの提出を求める。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

福祉産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 今井 久人

13158

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

保健・医療・福祉といった生活関連産業のそれぞれの分野の特徴や具体的な事業展開例から、福祉産業を俯瞰的に広く理解するレベルに達す

ること。さらにその理解の上にたって、今後、社会人として生活の様々な場面で利用するであろう保健・医療・福祉などのサービスを、供給側・受

給側など視点を変えながら、その抱える諸課題や産業としての発展性や可能性を探るレベルまでに高めること。

（若い学生諸君にはまだそれぞれのサービスの利用は身近なものではないが、関心を持つことによりその公的・私的なサービスを消費者として

理解するような学習態度を期待する） 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本を元気にする健康サービス産業    島田晴雄 ／東洋経済新報社 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義1

福祉産業とは何か（講義の概要） 一般産業の動向　　　生活関連産業2

医療産業の市場　　　日本の医療（医療機関）の現状と課

題

厚生動向　　医療保険制度　　高齢者医療制度　　診療

報酬

3-4

医療産業の市場　　日本の医療（医療周辺産業）の現状

と課題

医療機器　　医薬品　　医療廃棄物 5-6

健康産業市場　　日本の健康産業の現状と課題 健康増進ビジネス フィットネスクラブ　　サプリメント市場

　　健康グッズ

7-9

福祉産業の市場　介護保険制度　　障害者自立支援法 介護報酬　介護ビジネス　紙おむつ　介護機器　高齢者

住宅　有料老人ホーム

10-11

介護保険関係サービス事業　（訪問介護、通所介護、施

設介護など） 

介護保険の各法定サービス12

中国の高齢化と高齢者医療・高齢者福祉の動向、現状 社会保障制度　　13-14

総括（まとめ）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 定期試験に代わるものとして全体の講義を通して、理解度と全体的な視点、気づきを問う。 50 ％

平常点評価 出席を重視する。中間に小レポートの提出を求め関心事や理解の深さを確認する。出席時のコ

メントシートを利用しながら、授業内容の質問やコメントの提出を求める。 

50 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考文献は多くないが、日常から新聞・業界誌等、社会保障等の動向や関連法案等の記事やＴＶニュースに注意を払うこと。

厚生労働省のＨＰ・経済産業省等のＨＰ

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

シルバーサービス論 川村正匡／ミネルヴァ書房／／

日経ヘルスケア21 ／日経ＢＰ社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、社会学の一分野に位置し、福祉の制度・政策と実態について学ぶものです。福祉には、対象者を限定しない「幸福」を意味する広義

のものと、対象者を「社会的弱者」に限定し社会福祉を意味する狭義のものがあります。近年、雇用や家族が不安定化し、失業・貧困問題が深

刻化するなか、就労困難な層にとって社会保障の持つ重要性が増しています。このようななかで、具体的な事例を交えながら、私たちの生活が

どのように労働と社会保障によって成り立っているのか基本的な仕組みについて理解し、今後の福祉のあり方について展望します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

日常的な授業における取組状況については、コミュニケーション・ペーパーを使って評価します。

特に指定しません。資料を配布しながら授業を進めます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞記事やテレビ報道ならびにドキュメンタリー映画などから得られる社会的ニュースについて、講義で導入した概念をもとに考えてみてくださ

い。

単位数 /  Credit 2

福祉社会学 (S)  §  生活福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 小林 勇人

15932

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

① 労働と社会保障の関連性を理解する。

② 制度利用者の立場に立って政策を考える力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

私語ならびに携帯電話の使用を禁止し、厳しく注意します。注意に従わない者は、教室から退出させ受講を認めません。また成績評価方法の詳

細については、初回の講義で連絡するので必ず出席するようにしてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『福祉社会――社会政策とその考え方』 武川正吾／有斐閣／4641121192 ／

『はじめての社会保障』 椋野美智子・田中耕太郎／有斐閣／／既に購入している人はそれで構いませんが、

これから新しく購入する人は、 新の版を購入することをお勧めします。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 福祉、必要、社会保障１

労働市場と雇用 失業問題、消費社会、非正規雇用、労働の分割２

雇用保障 日本型雇用システム、家族賃金３

医療保険 非正規雇用、国民健康保険、健康保険４

年金保険 不労所得、国民年金、厚生年金５

労働保険 ワーキング・プア、雇用保険、労災保険６

障害者福祉 身体障害者の自立生活、介助サービス７

高齢者福祉 介護労働の現場、介護保険８

母子福祉 シングルマザー、社会手当、保育サービス９

貧困問題 若年者の貧困、ネットカフェ難民、奨学金１０

生活保護 生存権、捕捉率、ワークフェア１１

福祉国家論 リスク管理と福祉レジーム、脱工業社会、女性雇用の変

化

１２

新しい福祉政策① アクティベーション、積極的労働市場政策１３

新しい福祉政策② ベーシック・インカム、私的所有の再考１４

検証テスト（60分）と講義（30分）１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・学習到達度を 終的に確認するテスト　60％60 ％

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価　40％40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義中に適宜、紹介します。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『生活保障――排除しない社会へ』 宮本太郎／岩波書店／4004312167 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

テーマ「高齢者・障害者が住まいで地域で安心して住み続けられるために」我国の急速に進む高齢社会において、障害を持つ高齢者も増え続け

ている。高齢者・障害者が住まいで、地域で人間らしく安心して住み続けられる環境はどうあるべきか。日本の住宅政策、福祉政策を先進の北

欧等の国々と歴史的に比較しながら考察していく。また、国連においての「居住の権利」宣言等の 近の動きも学びながら、「住まうことは基本的

人権」であることを確認する。なお現在、世界および日本の各地で取り組まれている住民と各分野の専門家及び行政の連携による「住まいの環

境改善」や「福祉のまちづくり」の実践例を学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高齢者・障害者の福祉および「住まい」「まちづくり」に対して興味を持っていること。又、将来それらに関わることを目指している。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

配布資料および参考書のポイントを復習、また事前に配布された資料の予習

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉住環境論 (S)

担当者名 /  Instructor 蔵田 力

13163

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

世界的な流れである「住まいは福祉の基盤」「住まいは人権」を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（１）配布資料は必ず整理し、毎回の講義に持参する。

（２）コミュニケーションカードには、積極的に感想、意見を述べる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

高齢社会の住まいづくり・まちづくり 蔵田力／東信堂／／大学生協等で各自購入

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

住宅の権利・誓約集 監修・中林浩／日本住宅会議／／日本住宅会議が注文販売

居住福祉 早川和男／岩波新書／／大学生協等で各自購入

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義概要、流れ、到達目標等説明1

住宅総論Ⅰ　「住まい」とは2

住宅総論Ⅱ　「居住の権利宣言」を学ぶ3

住宅総論Ⅲ　日本、世界の住宅政策と福祉政策4

住宅各論Ⅰ　バリアフリーの考え方 5

住宅各論Ⅱ-1　「住まいの環境改善」のあり方6

住宅各論Ⅱ-2　「住まいの環境改善」における専門家の

連携

7

住宅各論Ⅱ-3　事例研究8

住宅各論Ⅲ　「住まい」と家族9

住宅各論Ⅳ　「住まい」と健康10

住宅各論Ⅴ　ホームレス問題11

地域論Ⅰ　日本と世界の都市政策12

地域論Ⅱ-1　高齢者・障害者が住み続けられる“まちづく

り”

13

地域論Ⅱ-2　生活圏構想14

まとめ・超高齢社会を展望する“まちづくり”の課題（討15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の理解度および与えられたテーマに対して、主体的にどう深めたのかを評価80 ％

平常点評価 コミュニケーションカードの講義に対する感想等で評価20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

介護保険制度の導入は、介護・福祉分野におけるコンピュータ活用のあり方を大きく変えた。社会福祉施設や在宅サービス機関においても、パ

ソコンや情報システム、情報ネットワークがごく当たり前の存在となり、サービスの利用と提供を支える重要な役割を担っている。さらに、社会福

祉法の施行によって、情報の開示・提供、苦情解決、サービス評価など情報に関わる事柄が、利用者のサービス選択を保障しサービスの質を高

めていく重要なファクターとして位置づけられるようになった。

　また、情報の入手や利用、発信の障壁（バリア）に直面する「情報弱者」の問題が顕在化し、先端的なＩＣＴ（情報通信技術）を駆使した情報バリ

アフリー、情報のユニバーサルデザインへの取り組みが展開されている。福祉情報機器を用いた様々な自立支援システムなど支援技術

（Assistive Technology）の発達と普及も著しい。社会全体が、ＩＣＴと情報への依存を強めようとしている中で、介護・福祉分野も例外ではなく、今

や、介護・福祉の立場からの主体的な取り組みが強く求められている。

　この講義では、福祉情報化とは何か、何をすることなのかについて、福祉の立場からあきらかにするとともに、福祉における情報化とコンピュー

タ利用のあり方について、コンピュータ実習をはさみながら考えていくことにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「情報リテラシー」を履修し、メール、Web閲覧、ワープロ操作など、基礎的なパソコン操作を的確に行えることが望ましい。

別途指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

福祉・介護とICT・情報というと、福祉分野の学生諸君にはあまり関係がないように思われるかもしれません。しかし、私たちの生活が、今やICT

や情報の活用なしには成り立たないように、福祉・介護分野におけるサービスの利用や提供もICTや情報の活用と深く関わっています。そして、

福祉や介護に関する情報を入手・活用し、あるいは発信することが、当事者や地域住民にとって非常に重要な課題となりつつあります。私たちの

生活と福祉・介護を前進させていくためにICTや情報をいかに活用していくのかという観点から、社会の動き、制度や政策の動きに対する関心を

深めて授業に臨んでください。

単位数 /  Credit 2

福祉情報論 (S)

担当者名 /  Instructor 生田 正幸

13159

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・福祉・介護分野におけるＩＣＴ化・情報化の実態と考え方を知る。

・福祉・介護に関する情報を利用するための基礎的な知識と方法を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 福祉情報論とは何か？　なぜ今、福祉情報化なのか？第01回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化①

－

社会が変わる、生活が変わる、人生が変わる、そしても

ちろん福祉も変わる！

第02回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化②

－

少子・高齢社会を生きるということ第03回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化③

－

少子・高齢社会のライフツールとしてのICTと情報第04回

福祉情報は今…　① 福祉情報を発見する　－インターネットを活用する①第05回

福祉情報は今…　② 福祉情報を発見する　－インターネットを活用する②第06回

福祉情報は今…　③ 記録を使う　－テキストマイニングへの誘い第07回

情報について考える 本当は怖い情報の話第08回

福祉情報とはなにか？　① 私たちにとって福祉情報とは…第09回

福祉情報とはなにか？　② 福祉情報の体系と構造第10回

福祉情報化とは？ 私たちは何をするべきなのか第11回

福祉情報化の現実① 福祉を支える情報化とは？第12回

福祉情報化の現実② 福祉を拡げる情報化とは？第13回

福祉情報化と関連問題 福祉情報化を支える「あんなこと」や「こんなこと」第14回

福祉情報化の課題と展望 ソーシャルメディアが開く新たな福祉と情報化第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 出席状況と受講状況30 ％
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別途指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、政策過程論やガバナンス論の観点も踏まえ、福祉政策を解説する。講義全体は次の問題意識に基づいている。福祉政策の供給

は公的機関が担うべきなのか、それとも民間組織が担うべきなのか。福祉政策の政策決定のあり方や当事者の参加の可能性など、ガバナンス

のあり方。中央政府と地方自治体の権限のあり方。現代、福祉政策がどのように変化しており、どのような方向性にむかっているのか、という問

題である。講義の冒頭、1980年代以降日本や欧米諸国の福祉政策を特色づけている、福祉政策の「市場化」や福祉多元主義を解説。次に戦後

から1990年代までの日本の福祉政策のあり方を概観。中央政府と地方自治体の権限のあり方にも触れる。その上で、1990年代以降、現代にお

いて、生活保護、保育サービス、地域福祉など幾つかの領域を取り上げ、福祉供給における公民関係のあり方や、ガバナンスについて論じる。

本講義の「福祉政策」とは狭義の社会福祉ではなく、広い意味で社会保障全体を指す。また欧米各国での知見を踏まえて、講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代と福祉、社会保障論

なお上記授業計画は、具体的な授業の進み具合に応じて、変更されることもあります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会福祉制度の各種の問題点・課題に関する文献学習。

単位数 /  Credit 2

福祉政策論 (S)  §  福祉政策論 (SG)

担当者名 /  Instructor 大村 和正

15822

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

福祉政策の「準市場」や福祉多元主義、ガバナンス論、社会的排除などの概念を踏まえて、福祉政策のあり方を考察する見方を身につけること

を目指したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義は単に福祉政策に関する具体的な知識を取得すること主たる目的とするものではありません。むしろ様々な論点を通じて、福祉政策の現

状及び今後に対して自分なりの見方で考察する、そのようなセンスを磨くことを目的とするものです。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義のガイダンス―福祉政策を見る視点1

現代福祉政策の新しい動向１．―福祉の「準市場」や福

祉多元主義

2

現代福祉政策の新しい動向２．―新しい貧困、社会的排

除と社会的包摂

3

現代福祉政策の新しい動向３．―ガバナンス論、政策決

定のあり方と当事者の参加（？）

4

戦後日本の福祉政策の動向―戦後から1990年代5

福祉政策における政府と地方自治体との関係6

福祉政策―イギリスの場合7

福祉政策ースウェーデンの場合8

福祉政策―アメリカ合衆国の場合9

日本における生活保護政策の動向10

日本における介護保険制度の動向11

日本における保育政策の動向12

日本における地域福祉政策の動向13

福祉政策における公民パートナーシップ―イギリスと日

本

14

福祉政策におけるローカル・ガバナンス15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 総合的な理解力、文章表現などで評価する。授業中に提示した論点に対して（肯定的であれ、

批判的であれ）積極的に自分の考えを述べること。ただし基本的な事柄を踏まえた上で。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国立社会保障・人口問題研究所・http://www.ipss.go.jp/。社会保障・福祉に関する 新データなどを得ることができる。

社会政策研究ネットワーク関西(SPSN関西) ・http://www.eonet.ne.jp/~aksugino/spsn/。社会保障・福祉に関する 新のトピックスを知る上で好

適。

 その他 /  Others

授業中の私語は厳禁です。私語を止めない場合は、退出を求めることもあります。携帯も電源オフかマナーモードにしておきましょう。

授業の際、あるいはその前後に学生さんからの質問を受け付けます。担当教員は内気な性格ですので、進んで声をかけて下さい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

１９９０年代以降の正規雇用から非正規雇用への転換によって、従来の正規雇用を前提とした社会福祉・社会保障が、今日、綻びを呈してきて

います。

　本講義では、貧困救済から始まったイギリスの社会福祉を出発点として、世界と日本の社会福祉の発達を概観します。その過程において、歴

史を動かす原動力となったものは何か、人々の状況はどうであったかなどを考え、社会福祉の変遷が現在及び未来に伝えていくことは何なのか

を学びます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・検証テストは、授業の進度によって実施時期を変更する場合があります。

・受講者数によっては、可能な限り個別のプレゼンテーションやグループ討論等も取り入れ、その積極的姿勢もあわせて評価します。

テキストは使用せず、随時、レジュメ・資料等を配布します。

授業において適宜提示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省：http:/www.mhlw.go.jp

単位数 /  Credit 2

福祉発達史 (S)

担当者名 /  Instructor 密田 逸郎

15823

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

今日、私たちにとって社会保障・社会福祉制度は、必要不可欠な生活の条件となっています。この講義では、社会保障・社会福祉制度の生成・

発展の歴史的展開をたどるなかで、社会保障・社会福祉の理念、本質、機能について学びます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

世の中の動きに関心を持ってください。新聞を読むことをお勧めします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会福祉発達史を学ぶ意義1

ヨーロッパにおける前近代（古代～中世）の貧困の救済2

絶対王政下での救貧政策（イギリス救貧法の形成過程）3

市民革命期の貧困救済のあり方 ４

産業革命期の貧困救済のあり方（新救貧法の形成過程・

目的・評価）

５

第１回検証テスト 検証テストの時期は、あくまで予定なので変更の可能性

があります。

６

社会事業の組織的展開７

大恐慌期から１９４０年代の「福祉国家」と社会福祉８

第二次世界大戦後における社会福祉の展開過程９

スウェーデンにおける「福祉国家」の建設と発展１０

日本における社会福祉の発展過程―戦前①１１

日本における社会福祉の発展過程―戦前②１２

日本における社会福祉の発展過程―戦後①１３

日本における社会福祉の発展過程―戦後②１４

第２回検証テスト 検証テストの時期は、あくまで予定なので変更の可能性

があります。

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を評価します。70 ％

平常点評価 前半、後半に１回ずつ計２回の検証テストを行います。配点は１回を１５点とします。また、毎回

コミュニュケーションペーパーの提出を求めます。

30 ％
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 その他 /  Others

講義中の私語、飲食、携帯電話の使用は厳禁です。受講生としての 低限のマナーを守ってください。

itsuro@mbox.kyoto-inet.or.jp

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、生活者が、生活上の諸課題に対峙し、主体的な生活を創造することが可能となるために求められる福祉実践を“子ども”“思春

期・青年期”“成人期”“に限定し取り上げる。そのなかで、人生の各期に共通するソーシャルワークの視座と各期に固有なソーシャルワークの視

座及び実践（方法ならびに運動）、政策につき考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

福祉臨床論 (S)

担当者名 /  Instructor 山本 耕平

15851

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

☆社会福祉を学ぶ学生として、社会の諸要因により国民の生活が阻害されている状況を科学的に捉える力を獲得する。

☆今各分野の実践で共通して求められているソーシャルワーカーの役割りを認識する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

福祉に関する新聞記事を丁寧に読むようにして下さい．参考書のなかでも何冊かは勉強して取り組みようにして下さい．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ひきこもりつつ育つー若者の発達危機と解き放 山本耕平／かもがわ出版／978-4780302400／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

今日の社会とソーシャルワークの課題 人と生活,発達,主体，社会

 

1

パターナリズムからフレンドシップへ，侵襲的介入から自

尊を獲得する実践へ

自尊心，所属感，依存，自己決定，生活主体 2

子どもの発達・生活と福祉課題①　－障害の受容に関わ

る課題－

早期発見，障害受容，早期発見差別論,3

子どもの発達・生活と福祉課題②　－子どもの虐待と再

養育－

再養育，親アセスメント，親支援4

思春期・青年期の課題①－不登校・ひきこもりと当事者

支援①― 

不登校・ひきこもりと福祉実践，アセスメント，保護者相

談

5

思春期・青年期の課題①－不登校・ひきこもりと当事者

支援②―

居場所支援，ピアアウトリーチ，ピア支援6

思春期・青年期の課題②－社会参加困難と諸障害①ー 軽度発達障害，社交不安障害，境界例，社会適応，社

会参加

7

思春期・青年期の課題②－社会参加困難と諸障害②ー ニート，フリーター，非正規雇用の背景ー社会，個人ー8

成人期の課題①－中途障害や難病と家族崩壊、スティグ

マ－

慢性疾患，所得中断，生活崩壊，危機 9

成人期の課題②－自死と家族－ 過労自死，自死要因，自死予防アセスメント10

成人期の課題③－ドメスティック・バイオレンスと家族①

－

DV，虐待サイクル，緊急保護，体と心11

成人期の課題③－ドメスティック・バイオレンスと家族②

－ 

自尊心，家族内トラウマ 12

精神障害と自立 精神障害，社会的孤立，自立13

福祉実践と協同　－地域福祉要求の組織化と地域づくり

－

要求の組織化，乳幼児期から円熟期，麦の郷実践 14

総括講義 実践，実践哲学15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーでの教員と学生の意見交換を大切にしたい．この為，コミュニケー

ションペーパーの提出を１回あたり２点とする．

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ちのソーシャルワーク

対人援助の臨床福祉学ー「臨床への学」から

「臨床からの学」へ 

佐藤俊一／中央法規／978-4805824528／

脱「子ども貧困」への処方箋 浅井春夫／新日本出版社／978-4406053808／

自殺予防 (岩波新書) 高橋 祥友／岩波書店／978-4004310280／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

げんだいにはいろんな労働分野がありますが、福祉分野の労働のもつ特質はどこにあるのか解明していきます。それは、現代の労働全般の持

つ問題性にも光をあてることになるでしょう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉概論

頭を使い、事実に基づいて、理論的に考える訓練をします。できるだけ欠席はしないように心がけてください。そうすれば、講義の終わりに多

面的に考える力がついている自分に気づくことになるでしょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回講義で小さな考えるテーマを出します。また、テーマに関連するビデオを多く見ることにします。それについて友人や家族と議論をしてくださ

い。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉労働論 (S)

担当者名 /  Instructor 石倉 康次

11981

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

福祉分野の労働の奥深さを理解し、また他の分野の労働の性格や特質について比較して考える視点の獲得をめざします。それは受講生の今後

の進路を考える手がかりを得ることにもなるでしょう。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現場がつくる新しい社会福祉 総合社会福祉研究所／かもがわ出版／／石倉も執筆しています

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会福祉労働論へのオリエンテーション、方向音痴に陥

るのはなぜ

蟻の目と鳥の目１

共同社会の中での福祉的営みの普遍性から人間労働の

特質を考える

ボノボ、共同 ２

共同社会の基本条件：モノの生産と生命の維持再生産 モノの生産、生命の維持再生産、協働、コミュニケーショ

ン 

３

福祉労働の三つの合理性 科学的・技術的合理性、規範的合理性、コミュニケー

ション的合理性 

４

生活問題と発達課題をとらえる科学的・技術的合理性 生活問題、発達課題 ５、６

福祉労働の規範的合理性 身体拘束と安全、生存権、発達権、手続き的権利、アク

セス権 

７、８

福祉労働におけるコミュニケーション的合理性 理解、社会学における社会的行為論、少女少年院９、１０

ビデオ教材を使って社会的行為の類型分析を試みる ウェーバーの社会的行為論、ハーバーマスのコミュニ

ケーション的行為論

１１、１２

制度に制約された労働条件と労働環境 措置制度、介護保険制度、常勤換算、福祉職俸給表 、

特殊業務手当

13

福祉事業の経営体に働く四つの力と福祉労働（者）の位

置

社会福祉法人、NPO法人、当事者組織１４

まとめと質問の受付、応答１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体の理解を問う試験問題を出し、理解度により採点します。 70 ％

平常点評価 毎回の講義で出す小テーマに対する取り組み姿勢から判断します。 30 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義の場やメールで連絡をとってくだささい。
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授業 の概要 /  Course Outline

人の一生について理解を深め、より豊かな人生を送るための課題や社会の在り方について考えてみたい。特に、生涯発達心理学の視点から、

自己形成過程および人格発達について考察を加える。なお、それぞれの発達段階における心理的危機について注目し、その背景や要因を探

り、援助や福祉の課題を明らかにする。児童虐待や引きこもりなどの問題も取り上げる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

ライフサイクル論 (S)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

15899

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ライフサイクル（人生周期）についての理解を深める。

・自己形成の過程で生じる心理的危機とその社会的背景・要因について理解する。

・様々な困難や危機に直面した人々を支えるための心のケアや福祉的援助について考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

人間の一生について概説し、様々な問題を扱うために幅広い知識が必要です。そこで、授業中に紹介する文献を読み、理解を深めるように努め

てください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

    ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入講義：ライフサイクルとは何か 【キーワード】 人生周期、発達段階 1

乳児期の発達（その１）と子育て 【キーワード】基本的信頼感 、愛着（アタッチメント）の形

成

2

乳児期の発達（その２）と育児支援の課題 【キーワード】仲間集団、育児サークル、父親の育児参

加

3

幼児期の発達ー自我の芽生えと自制心の育ちー 【キーワード】甘えと自立、自尊心、仲間との育ち合い4

学童期の発達特徴と課題 （その１） 【キーワード】子どもの貧困、早期教育の影響5

学童期の発達特徴と課題 （その２） 【キーワード】学級崩壊、いじめ、不登校 、児童虐待6

虐待を受けた子どものケア

 

【キーワード】児童相談所、一時保護所、心のケア 7

青年期の特徴と発達課題 アイデンティティの確立、人生観、価値観の形成、友情

 

8

青年期の心理的危機と親子の葛藤  【キーワード】ひきこもり、ニートの増加、親子の葛藤 9

成人期の発達課題（その１） 【キーワード】職業選択、恋愛、結婚、子育て 10

成人期の発達課題（その２）  シングルマザーの子育て、仕事、ネットワーク11

中年期の発達特徴（その１） 【キーワード】心身の変化、空の巣症候群、生きがい感

の喪失 

12

中年期の発達特徴（その２） 【キーワード】人生の転換期、新しい自己の再生、個性

化、内面の充実 

13

老年期の特徴と発達課題 【キーワード】孤独、対象喪失、老いの受容、支え合う関

係

14

 総括講義：ライフサイクル論のまとめ 

 

【キーワード】

人間の尊厳、生活の質、人間関係、人格的統合対絶望

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 発達の特徴、発達課題に対する基本的理解がなされたのか、また、それぞれの段階で生じる

問題を克服するために必要な社会的支援についての理解が深まったのか把握するための試験

を実施する。 

70 ％

平常点評価 レポートを中間で提出してもらい評価に加える。また、コミュニケーションカードによる授業の感

想や意見も求めるが評価には加えない。 

30 ％
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教科書は特に指定しません。

参考書は教科書に準じる文献を主に挙げたので、講義の理解を深めるためにも読むことをすすめます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールによる質問等を受け付けます。

修学館の個人研究室でも対応します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

  ／／／

  ／／／

  ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『ライフサイクルの臨床心理学』  馬場禮子・永井徹共編／培風館／4-５６３－０５６10-3／

『女性のためのライフサイクル心理学』 岡本祐子・松下美知子編／福村出版／4-５７１－２００５１－X／

『子育て支援の現在』 垣内国光・櫻谷眞理子共編／ミネルヴァ書房／４-６２３－０３６４３－ｘｃ３３３６／

『ライフサイクルの心理学』 松尾恒子他／燃焼社 ／4-８８９７８－９９２－８／

『ライフサイクル、その完結』 Ｅ．Ｈ．エリクソン著村瀬孝雄他訳 ／みすず書房／4-６２２－０３９６７－２／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

リハビリテーションは、理念的には「全人間的復権」を目的とし、従来の「疾患を対象とし、治癒を目的とした」医学とは異なり、障害を対象とすると

いう特徴を持つ。医療の現場ではこの従来の医学とリハビリテーション医学の両方が求められている。また高齢化がすすみ、介護保険が施行さ

れた時代にあって、リハビリテーションは医療と福祉をつなぐ重要な役割を持っている。本講義は、医療を中心としたリハビリテーションの現場の

諸問題をとりあげ、リハビリテーションの理念とともに、現場で役立つ知識をえることを目的とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義の詳細なスケジュール(確定版)は 初の講義時に提示する。以下に記載するのは(暫定版)講義の基本的内容で、これを押さえた内容で

行うが、講義順序などや詳細は変更することがある。社会福祉士などの取得をめざし、将来医療・福祉の現場で働くことを希望する学生が、現場

をイメージできるように、ビデオ、スライドなどを利用して施行する。 

試験は、講義プリント、教科書・参考書など、全て持ち込み自由。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

リハビリテーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 安東 一郎、垣田 さち子、神田 豊子、冨田 素子、野々村 光生、長谷 斉、増田 和人、松田 

亮三、宮崎 博子、門 祐輔

15850

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

障害者の置かれている状況や心情などが理解出来る。

リハビリテーションの概念と手法が理解できる。

個々の分野におけるリハビリテーションがイメージ出来、対応が分る。

今、医療・福祉の現場で、何が求められているかが理解出来る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

基本的な概念を形成するための教科書に加えて、授業ごとに必要なプリントを作成し配布する。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

リハビリテーションの森-ツアーガイド-寝たきり

が9割いなくなる！

京都府保険医協会・地域リハビリテーションシステム研究会 ／かもがわ出版／978-4-

7803-0177-9／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

リハビリテーション概論、廃用症候群のリハビリテーショ

ン、障害者の心理と障害受容  

宮崎9/29第１回  

障害論・障害の変遷

  

門10/6第２回  

地域リハビリテーション 

 

垣田10/13第３回  

運動器疾患のリハビリテーション  増田10/20第４回  

義肢装具のリハビリテーション 増田10/27第５回  

摂食嚥下障害のリハビリテーション 宮崎11/3第６回  

小児のリハビリテーション、教育的リハビリテーション 神田11/10第７回  

介護保険のリハビリテーション 垣田11/17第８回  

神経・筋疾患のリハビリテーション  冨田11/24第９回  

精神疾患のリハビリテーション  安東 12/1第10回  

排尿障害のリハビリテーション   

 

野々村  12/8第11回  

内部障害のリハビリテーション 宮崎  12/15第12回  

脳卒中、脳外傷のリハビリテーション    冨田  12/22第13回  

脊髄疾患のリハビリテーション 長谷  1/5第14回  

悪性疾患、加齢性疾患のリハビリテーション  宮崎  1/12第15回  

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的概念を理解し、自分の言葉で表現出来ているかも含めて、評価する。  80 ％

平常点評価 学習意欲や態度を評価する  20 ％
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障害児の包括的評価法マニュアル 全国肢体不自由児施設運営協議会編 メジカルビュー社

 

変わるリハビリ 上月正博 ヴァンメデイカル社 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.copd-info.net/　　　COPD情報ネット 

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

リハビリテーション医療入門 ／医学書院／／

目で見るリハビリテーション医学　第２版 上田　敏／東京大学出版会／／

脳卒中のリハビリテーション ／医歯薬出版株式会社／／

狭心症、心筋梗塞のリハビリテーション ／南江堂／／

嚥下障害ポケットマニュアル 藤島一郎 ／医歯薬出版株式会社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

現代社会には、貧困、暴力、などさまざまな社会問題がある。こうした社会問題を、個人の逸脱や不適応から生まれたものとしてのみ理解するの

ではなく、それを生じさせる環境や社会関係のなかで位置づける社会学的観点をもって、実際に現場にかかわり支援を模索する実践的な知とし

て、臨床社会学を位置づける。

この授業では、貧困をはじめとする社会問題の具体的な事例をとりあげて、ビデオを見たり、ゲストスピーカーの話を聞いて、それらにアプローチ

する社会学的な洞察力を深め、支援の現場にかかわりながら「社会学する」ことの有効性と問題について考えていく。そのため、受講者の意見を

求めたりディスカッションを行うなど、できるだけ双方向のコミュニケーションにつとめる。これらを通して、個々人が関心を持つ社会問題につい

て、実践的な関わりをするのに必要となる力を身につけることを目指す。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会問題の解決・改善に寄与するボランティアや社会活動を、授業外で行っている・今後行う予定があることが、授業を理解するためには必須に

なる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

臨床社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

15827

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・貧困に関連する社会問題について、知識を得る

・社会問題の原因を、複数の視点から説明することができる

・社会問題の解決のために、各自ができることを考える

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

臨床社会学とは何か――社会問題へのアプローチ 臨床社会学と社会病理学・社会福祉学・心理学1

臨床社会学の視点① 逸脱論、ラベリング論2

臨床社会学の視点② 「羅生門」的現実をとらえる 3

臨床社会学の視点③ 構築主義、実践4

売春 ヨコハマメリー、自立と保護5

ホームレス① 不法占拠6

ホームレス② スクウォット7

ホームレス③ アルミ缶条例8

ホームレス④ アルミ缶条例9

市民社会と共生10

若者と労働① 就職活動、非正規雇用11

若者と労働② 低生活水準、社会保障12

若者と労働③ 労働法、労働組合13

臨床社会学に何ができるか②14

授業のまとめとレポート課題の解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容について、理解度を見る。 50 ％

平常点評価 授業内容についての理解度を見るために、授業内容に関連したテーマで毎回小レポートを課

す。小レポートは1点・2点・3点のいずれかの評価を行う。欠席や用紙未提出の場合は0点にな

る。毎回の評価は、WebCT上に公開する。小レポートが8回分以上提出されている場合にの

み、期末レポートを受けつける。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

精神医療は，患者（当事者，利用者），治療者（援助者），前二者を取り巻く環境を要素とする対人援助の営みである．患者の理解に努めつつ介

入を試みるこの営みの理論的背景である臨床精神医学は，複数の理論体系を包摂しながら，常に臨床実践の検証にさらされている．本講義で

は，精神障害や臨床実践の概要が理解できるよう臨床的視点から精神医学の基礎知識を概説するとともに，いくつかの現在的問題についても

取り扱う予定である．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

臨床精神医学 (S)  §  精神医学II (S)

担当者名 /  Instructor 国本 昌善

15896

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

(1) 臨床精神医学におけるいくつかの重要概念を理解し，これを説明することが出来る．

(2) 主要な精神障害の概略を理解する．

(3) 精神医学的援助の概略を理解する．

(4) 臨床精神医学におけるいくつかの現在的問題について理解し，一定の見解を述べることが出来る．

(5) 臨床精神医学の基本的な考え方を習得する．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入／総論(1)：精神医学の概念と歴史第1回

ミニテスト(1)＝10分程度／総論(2)：精神症候学および記

述精神医学の基礎，操作的診断システム

第2回

ミニテスト(2)＝10分程度／総論(3)：精神分析的精神医学

の基礎

第3回

ミニテスト(3)＝10分程度／総論(4)：神経系の解剖と生

理，精神薬理の基礎

第4回

ミニテスト(4)＝10分程度／総論(5)：治療概論第5回

ミニテスト(5)＝10分程度／各論(1)：統合失調症第6回

ミニテスト(6)＝10分程度／各論(2)：感情障害（気分障害，

躁うつ病）

第7回

ミニテスト(7)＝10分程度／各論(3)：神経症性障害第8回

ミニテスト(8)＝10分程度／各論(4)：抑うつとうつ病をめぐ

るトピックス

第9回

ミニテスト(9)＝10分程度／各論(5)：精神遅滞，自閉症ス

ペクトラム，注意欠陥・多動性障害など

第10回

ミニテスト(10)＝10分程度／各論(6)：パーソナリティ障害，

性関連障害

第11回

ミニテスト(11)＝10分程度／各論(7)：アルコール関連障

害，摂食障害

第12回

ミニテスト(12)＝10分程度／各論(8)：学校精神保健，産業

精神保健

第13回

ミニテスト(13)＝10分程度／各論(9)：地域精神保健第14回

ミニテスト(14)＝10分程度／各論(10)：精神医学と社会第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (1) ミニテスト＝70%

第2回以降 終第15回まで毎回の講義中に，前回講義内容の理解度を確認するためのミニテ

ストを実施します．

(2) ショートレポート＝30%

ショートレポートを作成，提出してもらいます．内容や形式等詳細については講義中に示しま

す．

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

KUNIMOTO.Masayoshi@gmail.com

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神医学エッセンス 濱田 秀伯／弘文堂／978-4335651175／非専門家向けの一般教養教科書

現代臨床精神医学 改訂第11版 大熊 輝雄／金原出版／978-4307150613／医学生・研修医向け教科書（コメディカル・

スタッフにも有用）

パーソナリティ障害の診断と治療 ナンシー・マックウィリアムズ／創元社／978-4422113302／精神分析的精神医学の良

き入門書

ケースの見方・考え方―精神分析的ケース

フォーミュレーション

ナンシー・マックウィリアムズ／創元社／978-4422113302／精神分析的精神医学の良

き入門書

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

私たちはいろいろなものを抱えながら生活をしている。さまざまな葛藤、苦しみや困難は、私たちの人生に訪れないことはない。抱え込んでいる

それらを、私たちはどのように理解しどのように対応することができるだろうか。「心の世紀」「心のケア」という言葉が表すように、「心」や「心理」

への関心は高い。しかし、今後いっそう複雑化する社会状況の中で、人間を理解しサポートする際には、総合的・多面的に捉える視点が必要と

なるだろう。

本講義では、苦しみや困難を抱えながら生きることや、それらを生み出す社会的な装置に注目しながら、「人間」が「生きる」こと、それに対する援

助について考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

臨床社会学。また、社会学の基本的な科目を履修していると、講義内容に対する理解が深まるだろう。

指定しない。必要な資料は講義中に適宜配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ふだんから、新聞・小説・映画などに触れ、社会的なテーマや人間関係のあり方に興味関心を持つこと。また、講義中に浮上した疑問点や問題

点については、講義担当者への質問もよいが、併せて自ら調べることも進めていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

臨床人間学 (S)  §  ライフデザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 松島 京

15927

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

臨床的な援助課題を社会問題という視点から捉えなおすことができる。

臨床的な援助課題に対するアプローチの仕方について理解することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義スケジュールは目安である。現代的なテーマを持つ講義なので、時事問題を組み込んでいくこともある。その際はスケジュールが若干変動

する場合もある（大きく変動することはない。また事前に連絡をする）。

毎講義時にコミュニケーションペーパーを配布し、講義内容に対する意見や質問を受け付ける。次回講義開始時に回答をする。これは講義をイ

ンタラクティブに進行するためのものであり、評価に反映されるものではない。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入／臨床とはなにか 講義の到達目標、講義の進め方、成績評価方法／ベッ

ドサイドの視点、援助課題と社会問題

1

臨床人間学の視点（１） ライフコース、ライフデザイン2

臨床人間学の視点（２） 近代家族、親密性3

臨床人間学の視点（３） ジェンダー、セクシュアリティ4

臨床人間学的課題（１） 家庭内暴力（ドメスティック･バイオレンス、児童虐待、高

齢者虐待）

5

臨床人間学的課題（２） 戦災、災害、事故6

臨床人間学的課題（３） 病、死7

臨床人間学的課題（４） 性、アイデンティティ8

ケアと回復（１） 問題の社会化と回復、エンパワメント、アドボカシー9

ケアと回復（２） 「ケア」とは何か、careとcure、相互作用性10

ケアと回復（３） 語ることと聴くこと、物語の再構築、配慮と責任11

当事者・家族と援助者（１） ケアの非対称性、依存する／される、支配／被支配12

当事者・家族と援助者（２） 二次受傷、共感疲労、バーンアウト13

臨床人間学の可能性 共生、連帯、再生14

講義総括／あらためて臨床人間学とは あなたにとって臨床人間学とは／成績評価方法につい

ての 終確認 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述形式の試験を課す。講義内容について総合的に理解し自分なりの考えを持つことができて

いるか、論理的に記述しているか、を評価する。

70 ％

平常点評価 講義中に数回の小レポートを課す。講義内容の理解度に応じて評価する。いわゆる「出席点」

による加点は行わない。 

30 ％
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講義中に必要に応じて紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義中に必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet
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授業 の概要 /  Course Outline

　本講義においては、人口問題から団塊の世代が、2015年に65歳になり、2025年には、後期高齢者になる。　わが国の高齢者福祉の歴史と、現

行の高齢者福祉制度や、他の関連する福祉法制度の実践とあわせて、高齢者自身が抱えている心身機能の低下、所得、疾病、医療制度問題

等が、「無縁社会」といわれる一人世帯の増加などで多発している生活課題を、家族の支援、地域福祉、社会保障制度のあり方を中心に解決す

る手法を学び、2010年に改正（案）が提起される今後の介護保険制度のあり方を、実態から学び考察を深める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　社会保障論、障害者福祉論、公的扶助論、心理学、地域福祉論、医学一般、介護概論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

老人福祉論 (S)  §  老人福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 西村 清忠

11437

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　わが国の高齢者の置かれている高齢者の実態を把握し、社会経済の発展により人口の「向都離村」現象が、福祉制度や他の社会サービスの

地域間格差、家族構成の変化、文化の伝承の変化、高齢者の生きがいに関する問題、増加する介護問題等に対する課題を把握し、高齢者の

抱えている生活問題が、高齢者自身の問題ではなく、国民全体が関わる喫緊の課題であり、「近未来の高齢者の福祉のあり方」を習得し、把握

することを到達目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　オリエンテーション・高齢者の特性 　社会的理解・身体的理解・精神的理解・総合的理解　　　１

　少子高齢社会と高齢者 　少子高齢社会と社会問題・高齢者を取り巻く諸問題　　　２

　高齢者保健福祉の発展 　高齢者保健福祉の起源と生成・高齢者保健福祉制度

の発展

　　　３

　３回のつづき　　　４

　高齢者支援の関係法規 　高齢者保健福祉の法体系・老人福祉法・医療の確保

に関する法律・虐待防止法・その他関係法　規（ユニ

バーサルデザイン）・住居・権利擁護事業・社会参加と

生涯学習等

　　　５

　５回のつづき　　　６

　介護保険制度の基本的枠組み 　介護保険制度の全体像・介護保険制度の目的理念　　　７

　介護保険制度の仕組み 　要介護認定の仕組みとプロセス・保険給付・介護報

酬・地域支援事業・介護保険事業計画・サービスの質を

確保するための仕組み

　　　８

　介護保険サービスの体系 　介護保険サービスにおける専門職の役割と実際・居

宅サービス・施設サービス・介護予防サービス・地域密

着型サービス

　　　９

　高齢者を支援する組織と役割 　行政機関の役割・指定サービス事業者・国民健康保

険団体連合会の役割・地域包括支援センターの野組織

体系と役割・社会福祉協議会・ボランティア団体・ＮＰＯ

等の活動

　　１０

　10回のつづき　　１１

　高齢者支援の方法と実際 　高齢者支援の方法・介護保険法における連携と実際　　１２

　高齢者を支援する専門職の役割と実際 　専門職の役割と実際・専門職による協働（他職種連

携・理解）・専門職の倫理

　　１３

　介護ケア 　認知症ケア・終末期ケア・住環境・　　１４

　近未来の高齢者福祉の課題 　当面している課題・求められる社会活動支援システ

ム・就労と生涯学習などリタイア後の過ごし方・予防シス

テム・投資的社会システムとしての高齢者福祉の推進

　　１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験で、論述形式で２問

講義のなかから、高齢者に対する福祉の実態・解決方法・課題などを文章表現力を含めて評価

する。

70 ％
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　講義中の「私語」は、他の受講者の迷惑になり、学習権の侵害となるので厳しく対応する。注意しても止めない場合は、授業妨害行為として

学籍番号を確認のうえ退出を命じることがある。

教科書はレジメに記載しているので、購入は、必須ではないが、国家試験を受験する人は購入を勧める。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　福祉・保健・医療情報（ワム・ネット）

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会福祉士国家試験受験のための必須科目であるので、出題傾向などを考慮して、過去問題出題箇所はできるだけ触れます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・社会福祉士養成講座13 ／中央法規出版／9784805832608／介護概論と併用

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会福祉小六法 ／ミネルヴァ／9784623056248／福祉根拠法令を学ぶために必須

よくわかる高齢者福祉 ／ミネルヴァ／9784623051861／テーマーごとに解説されている

国民の福祉動向 ／（財）厚生統計協会／／年度ごとの福祉解説と統計

社会福祉用語辞典 ／ミネルヴァ／9784623053759／専門用語が多く、復習に役立つ

高齢社会白書 ／内閣府／9784903729831／政府の高齢者福祉の動向が理解

平常点評価 中間で小レポートの提出を求める。日程は予告しません。当日、講義終了時に、コミュニケー

ションペーパーと引き換えに、「レポート用紙を手交」する。

コミュニケーションペーパーによる出席確認を行う。注：無記載については、出席と認めないこと

もあるので、必ず、感想、疑問点、質問等を記載すること。

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

私たちは生まれ、病み、老いて、いずれは死んでゆく。〈いま・ここ〉で生きている私たちの〈生〉は〈老い衰えてゆく〉過程とも言える。本講義では、

〈老い〉という視点から現代社会に立ち現われる様々な論点（雇用、ジェンダー、社会保障、ケアワーク、社会参加等）について、深く考えることを

目指す。各講の内容は、連続ないし循環しているので、つながりを意識して受講すること。ときには、一般的に「問題」と言われている現象につい

て、「どのように問題なのか」と根本的に問い返す姿勢で受講してもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日常生活の中で、〈老い〉に関わることに関心を向けること。また新聞・雑誌等の〈老い〉に関する記事を読む際は、生活の場で何が起きている

か、そこに影響している人間同士の力関係や社会制度の仕掛けを考えながら読むこと。

単位数 /  Credit 2

老年社会学 (S)  §  老年社会学 (SG)

担当者名 /  Instructor 北村 健太郎

15807

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

〈老い〉を切り口として、社会学的視点から（日本を中心に）現代社会に対する認識を深め、受講者が各々の考察を論述できるようになること。ま

た、様々な社会現象や各種論点に対して、根本的に問い返す姿勢が身につくとより望ましい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

〈老い〉を想像し、〈老い〉に関する様々なことを自らに引きつけて考えてほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『老いをめぐる政策と歴史』 天田城介・北村健太郎・堀田義太郎編／生活書院／／戦後日本の政策と歴史分析

等。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『老いと社会――制度・臨床への老年学的アプ

ローチ』

冷水豊編／有斐閣／／社会学的視点は少なめ。

『アクティブ・エイジングの社会学――高齢者・仕

事・ネットワーク』

前田信彦／ミネルヴァ書房／／雇用、ライフコース等。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

本講義の視点と概要1

〈老い〉を想像する（１）2

〈老い〉を想像する（２）3

〈老い〉とケア（１）4

〈老い〉と身体5

〈老い〉とケア（２）6

〈老い〉とライフコース（１）7

〈老い〉とライフコース（２）8

〈老い〉とライフコース（３）9

〈老い〉と病い10

〈老い〉と社会保障（１）11

〈老い〉と社会保障（２）12

〈老い〉と政治（１）13

〈老い〉と政治（２）14

〈老い〉と残された問い15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 〈老い〉に関わることの理解および授業参加を評価する。60 ％

平常点評価 出席、講義中に課すミニレポートなど。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

2000年代以降の出版で、総合的かつコンパクトな社会学的視点からの〈老い〉に関するテキストは少ないので、各自の関心に合わせて参考

にすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

livingroom

http://www.livingroom.ne.jp/

担当者のウェブサイト。講義用のファイルがあるので、適宜参考にすること。

 その他 /  Others

受講者のみに担当者のメールアドレスを告知する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『老いへのまなざし――日本近代は何を見失っ

たか』

天野正子／平凡社ライブラリー／／ジェンダー、マイノリティ等。

『〈老い衰えゆくこと〉の社会学〔普及版〕』 天田城介／多賀出版／／相互作用論、意味の生成等。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SA)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

12594

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SB)

担当者名 /  Instructor 大野 威

12595

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SC)

担当者名 /  Instructor 中井 美樹

12596

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SD)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

12597

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SE)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

12598

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現在の福祉国家において、現実の経済は新古典派経済学が想定しているように市場でだけ決まっているわけではない。市場経済とならんで国

家などがおこなう経済政策（財政・社会保障・金融などの諸政策）の影響も大きい。１９８０年代以降の日本の「小さな政府」（実は小さすぎる政

府）路線は、経済成長を叫びながら実際には経済格差を増大させたにすぎない。インフレの国・スウェーデンを念頭において、デフレに陥った日

本経済の問題点について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

経済学理論 (S)

担当者名 /  Instructor 伊藤 正純

13181

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標は、新聞の経済面・社会面に興味がもてるようになること、そして実際に読んでみて、少しはわかったという実感がもてるようになること

である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スウェーデン「生活の安全」というコンセプト 

  

  
 

福祉国家の理念、スウェーデンモデル、生活保障 4/6

経済は市場だけでは成り立たない 市場と財政は相互補完関係、「小さな政府」、「大きな政

府」

4/13

３つの福祉レジーム 自由主義レジーム、社会民主主義レジーム、保守主義

レジーム

エスピン・アンデルセン

4/20

国際競争力ランキング、国際競争力と「国民負担率」とは

無関係 

世界経済フォーラム、国際競争力ランキング、国民負担

率、北欧諸国の強さ、教育と生涯学習 

4/27

現代は「知識基盤社会」
 

経済の牽引力、公的な教育支出、Ｒ＆Ｄ、高等教育5/11

「小さな政府」は本当に高い経済成長率を生み出すこと

ができるのか 

日本の減税路線と財政赤字増大、成長戦略と経済格差

増大 

民主党政権は見直しているのか

5/18

「貧困大国」の双璧、アメリカと日本 「小さな政府」論に基づく減税政策、企業福祉とその破

綻、貧困大国の出現 

「トリクル・ダウン論」、所得再分配機能の放棄、相対的

貧困率、ジニ係数

5/25

「日本的経営」の問題点と北欧型「福祉国家」 正規雇用と非正規雇用、年功型賃金、職能給、職務

給、「福祉国家」と「生活の安全」 
 

6/1

 「デフレ」と人口減少社会
 

デフレはインフレターゲット論では克服できない

「安売り」競争、「デフレ」の病理、生活保護世帯の急増

6/8

未婚率の異常な高さとワーキング・プア 非正規雇用の増大、「自己責任」論の呪縛、未婚率、出

生率、サンボ 

6/15

「フレキシキュリティ」、「パートタイム社会」 デンマーク、オランダ、ＥＵ雇用戦略 6/22

労働組合は本当にもう化石なのか 
 

労働三権、労使協定、労働組合の経済的・社会的役割6/29

どんな社会を望むのか 北大のアンケート調査、日本型（日本的経営）より北欧

型が多い、しかし行政不信も強烈 

7/6

「成長戦略」か「反成長戦略」か これまでの成長戦略で本当に日本は経済成長したのか

外で稼ぎ出した富をいかに国内に還流させるかがカギ

7/13

福祉政策と環境政策の結合 
 

環境政策は経済成長政策 

グリーン資本主義

7/20

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述式論文試験。持ち込み不可。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ときどき授業の感想を書いてもらう。それに対する返事は次週の授業の冒頭で行う。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障 宮本太郎／岩波書店／978-4-00-431216-1／岩波新書

ポスト工業経済の社会的基礎 エスピン・アンデルセン ／桜井書店／4-921190-00-3／

スウェーデン・パラドックス 湯元健治・佐藤吉宗／日本経済新聞出版社／978-4-532-35448-0C3033／

 デフレ反転の成長戦略 山田久／東洋経済／978-4-492-39534-9／

スウェーデンにみる個性重視社会 二文字理明・伊藤正純 ／桜井書店／4-921190-16-X／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では主に、統計的な調査にもとづいて社会を記述・説明しようとする試みを扱う。私たちは日々、社会・世の中・世間といったものの一部

分に触れてはいるはずだが、全体としての社会の姿・特徴を想像することは実は非常に難しい。そこで計量社会学では、アンケートの結果を用い

て統計解析を行ったり、官庁統計を利用したり、文書・資料の内容分析を行ったりすることで、より正確かつより鮮明に社会の姿や世間のしくみを

とらえることを目指す。この授業では、そうした量的社会調査の方法とともに、その方法を用いることで社会についての発見を得た、既存の優れ

た計量社会学の研究に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に出題された課題を行うほかにも、新聞記事やテレビニュースに「社会調査」「世論調査」の結果が登場した時には、手続きや記述に問題

がないかどうか、改善の余地が無いかどうかを考えてみよう。

単位数 /  Credit 2

計量社会学 (SA)  §  計量社会学 (SA)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

13284

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計的な分析を通じて社会の仕組み・動きを浮かび上がらせるおもしろさを実感してもらうことが主要な目標である。そのために社会調査法の基

礎的な事項として、データ収集法、記述統計の計算法とその読み方、因果関係と相関関係の区別などを習得する。また、文書・資料を計量的に

分析する方法を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

[1] 分析手法を学ぶに当たって、社会調査データを実際に分析する実習を一部予定している。実習には、自分なりに「こんなことを調べてみよう」

という課題を持って積極的に参加する態度が望まれる

[2] 調査法や分析手法の解説を聞く際にも常に、「その方法をどんなふうに使えば、社会・世の中のことを明らかにできるだろうか」という意識を

持つことが望ましい。

[3] 授業中に「後で復習しよう」とは考えないこと。授業中に一通り理解するつもりで出席することが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ    大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武   ／ミネルヴァ書房 ／4623041042／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

科目内容についての概説 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 1

社会調査の目的と調査方法 社会学理論、社会学的想像力、社会統計学2

量的調査の仮説構成 理論、概念、測定、仮説検証、探索的分析、計量的モノ

グラフ 

3

質問文・調査票の作り方 既存の調査の活用、データ・アーカイブ 4

標本抽出と実査 サンプリング・エラーとその他のエラー、統計学的仮説

検定、調査法

5

調査データによる記述的分析 度数分布表、クロス集計表 6

分析実習１ 度数分布表、代表値 7

分析実習２ クロス集計表、カイ二乗検定、CramerのV 8

量的調査と質的調査 相補的な関係、参与観察、フィールドワーク、インタ

ビュー

9

質的データ（文書・資料）の計量的分析 内容分析、テキストマイニング 10

新聞記事・雑誌のテキストデータの収集と分析 データベース利用法、テキスト整理法、コーディング 11

自由回答データの収集と分析 コーディング、他の変数との関連12

分析実習３ コンピュータを用いた質的データの分析13

分析実習４ 多変量解析14

まとめ 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 学期中に何度か平常レポート提出を課す（20%）。また、学期末に 終レポート提出を課す

（80%）。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会調査データ・アーカイブ「SRDQ」

http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp

 その他 /  Others

ko-ichi@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本人の姿    岩井紀子・佐藤博樹編   ／有斐閣 ／4641280681 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では主に、統計的な調査にもとづいて社会を記述・説明しようとする試みを扱う。私たちは日々、社会・世の中・世間といったものの一部

分に触れてはいるはずだが、全体としての社会の姿・特徴を想像することは実は非常に難しい。そこで計量社会学では、アンケートの結果を用い

て統計解析を行ったり、官庁統計を利用したり、文書・資料の内容分析を行ったりすることで、より正確かつより鮮明に社会の姿や世間のしくみを

とらえることを目指す。この授業では、そうした量的社会調査の方法とともに、その方法を用いることで社会についての発見を得た、既存の優れ

た計量社会学の研究に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に出題された課題を行うほかにも、新聞記事やテレビニュースに「社会調査」「世論調査」の結果が登場した時には、手続きや記述に問題

がないかどうか、改善の余地が無いかどうかを考えてみよう。

単位数 /  Credit 2

計量社会学 (SB)  §  計量社会学 (SB)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

13291

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計的な分析を通じて社会の仕組み・動きを浮かび上がらせるおもしろさを実感してもらうことが主要な目標である。そのために社会調査法の基

礎的な事項として、データ収集法、記述統計の計算法とその読み方、因果関係と相関関係の区別などを習得する。また、文書・資料を計量的に

分析する方法を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

[1] 分析手法を学ぶに当たって、社会調査データを実際に分析する実習を一部予定している。実習には、自分なりに「こんなことを調べてみよう」

という課題を持って積極的に参加する態度が望まれる

[2] 調査法や分析手法の解説を聞く際にも常に、「その方法をどんなふうに使えば、社会・世の中のことを明らかにできるだろうか」という意識を

持つことが望ましい。

[3] 授業中に「後で復習しよう」とは考えないこと。授業中に一通り理解するつもりで出席することが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武  ／ミネルヴァ書房／4623041042／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

科目内容についての概説 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 1

社会調査の目的と調査方法 社会学理論、社会学的想像力、社会統計学 2

量的調査の仮説構成 理論、概念、測定、仮説検証、探索的分析、計量的モノ

グラフ 

3

質問文・調査票の作り方 既存の調査の活用、データ・アーカイブ4

標本抽出と実査 サンプリング・エラーとその他のエラー、統計学的仮説

検定、調査法 

5

調査データによる記述的分析 度数分布表、クロス集計表6

分析実習１ 度数分布表、代表値 7

分析実習２ クロス集計表、カイ二乗検定、CramerのV8

量的調査と質的調査 相補的な関係、参与観察、フィールドワーク、インタ

ビュー

9

質的データ（文書・資料）の計量的分析 内容分析、テキストマイニング10

新聞記事・雑誌のテキストデータの収集と分析 データベース利用法、テキスト整理法、コーディング 11

自由回答データの収集と分析 コーディング、他の変数との関連12

分析実習３ コンピュータを用いた質的データの分析 13

分析実習４ 多変量解析14

まとめ 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 学期中に何度か平常レポート提出を課す（20%）。また、学期末に 終レポート提出を課す

（80%）。 

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会調査データ・アーカイブ「SRDQ」

http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp

 その他 /  Others

ko-ichi@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本人の姿       岩井紀子・佐藤博樹編  ／有斐閣 ／4641280681 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

　現代は,多面的な異文化交流が繰り広げられる一方、人種・民族・宗教問題、あるいは地域間経済格差の拡大などを背景とした戦争・内紛が絶

えない。この講義では、①20世紀の世界と日本の歴史を振り返り、現代日本社会の歴史的位置を確認し、②世界的な観点から、今日の日本の

産業・労働問題、教育・文化・福祉などをめぐる問題と今後の展望について検討していきたい。なお、本年度は、従来の講義と違い、第1次世界大

戦前後から講義をはじめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　特に希望はないが、経済学の基礎知識を各自で学んでおくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代史 (S)

担当者名 /  Instructor 伊藤 武夫

15868

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

　今日の世界システムと日本の経済社会との重層的な構造的連関を理解すること。

　専門教養としての歴史認識に磨きをかけること

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

20世紀システムとその変容 　現代はいつからはじまるか、今日の世界の政治的・経

済的諸問題の多くはいつ頃から明確になってきたか、20

世紀世界システムの形成、21世紀世界システムの捉え

方について

第１回　

第1次世界大戦(1)－1910年代のヨーロッパの変容－ 　大戦の背景、戦争の長期化、総力戦の展開、ロシア

革命、ドイツ帝国の崩壊

　敗戦国は各講和条約をどのような状況で受けたか、

裏切られた植民地の人びと

第２回

第一次世界大戦(2)－1910年代の中国と日本－ 　辛亥革命と中華民国の成立、日本の大戦景気と米騒

動、アジアをめぐる米国と日本

第３回

戦後の新しい世界秩序 　国際連盟の成立、ワシントン会議、中東地域の再編、

石油利権の動き

第４回

1920年代の欧米の経済と世界恐慌 　ドイツの賠償問題、イタリアのファッショ化、アメリカの

繁栄、世界恐慌、

　経済のブロック化

第５回

第二次世界大戦への道 　ドイツのナチス党政権の誕生、ベルリン・ローマ枢軸、

スペイン内乱、第二次世界大戦の勃発

第６回

中国の内戦と「満州国」建国 　1920年代の中国、世界恐慌に巻き込まれた日本、「満

州国」建国、日中全面戦争へ

第７回

第二次世界大戦から冷戦体制へ 　第二次世界大戦の推移、国際連合の成立、東西冷戦

体制への移行、非同盟の動き

第８回

福祉国家の形成とソ連型福祉 　戦後の復興と成長、英国の社会福祉、北欧の福祉、ソ

連型福祉、そして日本

第９回

成長の限界と新自由主義 　成長の限界、ニクソン・ドクトリン、ＯＥＣＤ諸国、多国籍

企業、南北問題、ソ連・東欧の経済、新自由主義の台

頭、ソ連崩壊

第10回

日本の低成長への移行と新自由主義の台頭 　２つのオイルショック、フレキシブル生産システム、プラ

ザ合意とその後のバブル経済

新中間大衆の時代

第11回

1990年代の経済のグローバル化と日本 　冷戦終結後の「大競争」時代、1995年という時、世界

規模の資本再編、日本農業の問題

第12回

グローバル化時代の日本企業と小泉政権の役割 　輸出依存型の経済構造、ＯＥＣＤとＧ８、日本企業と途

上国、日本の雇用環境、

規制緩和、郵政民営化　

第13回

世界からみた日本の雇用、生活保障、教育問題 　新しい労使関係の構築へ、生活保障の国際比較、教

育制度改革の問題　

第14回

覚めた眼で現実を 世界的無秩序への恐怖、アジア・アフリカ、ラテンアメリ

カで今、

ポスト戦後社会論をめぐって

第15回
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・3回に１度の割でコミュニケーションペーパーを配布・授業後に回収します。

　質問や意見への回答は、重要なものは授業でしますが、多くはWebCTの「ディスカッション」欄へ

　投稿し、公開します。

　

　教科書は用いない。講義レジメを用意する。

 参考書・参考文献は、適宜、授業のなかで紹介

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・WebCTで、できるだけ事前に講義レジメを公開するので、関係文献の予習、あるいは受講後の質問や感想を「ディスカッション」欄へ投稿するこ

と。可能な限り返信をします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

戦後世界経済史 猪木武徳／中公新書／978-4-12-102000-0／

日本経済論 橋本寿朗／ミネルヴァ書房／4-623-02098-3／必読

20世紀のヨーロッパ経済 D・H・オルドクロフト／晃洋書房／4-7710-1402-2／

日本の「失われた20年」 片岡剛士／藤原書店／978-4-89434-729-8／可能な限り一読を

ポスト戦後社会 吉見俊哉／岩波新書／978-4-00-431050-1／必読

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記）  定期試験で評価100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、現代日本政治を題材としながら、政治学の基本的な思考法や概念を体系的に学習する。日本政治の諸現象を政治学の文脈に位

置づけることによって、本講義は、現代政治の特徴をよりよく理解すること、そして政治学の基本的な発想法を学ぶことを目的とする。講義では、

映像資料や新聞なども利用して、 近の日本政治のトピックに言及しながら、政治学の基本的概念を学ぶという形式を採る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代政治論 (S)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

13180

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現代政治学の基本的な思考法や概念を身につける

・政治学の理論枠組に位置づけることで、現代（日本）政治の特徴を把握する

・現代（日本）政治に対して、自分自身の意見を持てるようにする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・現代政治を理解するためには、学術的な視角だけでなく、現実に生じていることを把握する必要がある。そのため、新聞やテレビ、インターネッ

ト等を通じて、関心を高めていくことが望ましい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：現代社会が直面する諸課題と政治の

関係

貧困・格差の拡大、社会的排除、地球環境問題第1回

１：政治とは何か、政治学の研究対象 政治、政治学第2回

２：現代国家の特質①－政治経済システムとしての福祉

国家－

ケインズ主義的福祉国家、労使妥協、戦後コンセンサス第3回

３：現代国家の特質②－福祉国家の諸基盤－ 埋め込まれたリベラリズム、フォーディズム、性別役割

分業、賃金稼得者モデル、戦後コンセンサス

第4回

４：政党 政党の役割、クリービッジ政党、包括政党第5回

５：利益集団 利益集団の役割、集合行為問題、多元主義、コーポラ

ティズム

第6回

６：官僚制 行政国家、政官関係（の変容）、行政改革第7回

小テストとこれまでの復習第8回

７：福祉国家の危機と諸批判 福祉国家の危機、諸批判（経済的自由主義、ネオマル

クス主義、保守主義、ニューレフト、環境、マイノリ

ティー、ジェンダーなど）

第9回

８：福祉国家の変容－新しい時代の政治経済システム－ 経済のグローバル化、ポスト工業社会、ポストケインズ

主義的福祉国家

第10回

９：ポスト福祉国家時代の多様性 ネオリベラリズム、新保守主義、新しい社会民主主義、

第三の道

第11回

１０：政治の変容①－新しい政治の台頭－ ニューポリティクス、価値観の変容、新しい政党、新しい

社会運動

第12回

１１：政治の変容②－国家の変容－ 国家の相対化、民営化・市場化、福祉多元主義、ガバ

ナンス、分権化、

第13回

１２：ポスト福祉国家をめぐる諸構想 ワークフェア、アクティベーション、ベーシックインカム第14回

まとめ：現代社会における政治の役割第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・講義内容の理解度および学習の到達度を確認する

・試験問題は、講義で説明した用語や概念を数行で説明する短答式および論述形式とする

70 ％

レポート試験 ・講義で学習した内容をふまえた、現代政治に関するもの（詳しくは講義の際に説明する）20 ％

平常点評価 ・前半を終えた段階に小テストを行い、講義の理解度を確認する

・形式は、講義で説明した用語や概念を簡単に説明する短答式とする

10 ％
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本講義では、特定のテキストを採用せず、各回ごとにレジメを配布し、それに基づき授業を進めていく。参考文献については適宜紹介してい

く。講義内容を理解し、各自で学習を進めていくために、政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する。例えば、下記の文献から、各自

の好みに合ったものを選んでほしい。

加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学（第三版）』有斐閣、2008年。

久米郁夫・川出良枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝『政治学』有斐閣、2003年。

大嶽秀夫・鴨武彦・曽根泰教『政治学』有斐閣、1996年。

個別のテーマに関する参考文献は適宜紹介していくが、講義全体に関する参考文献としては、以下のものを参照してほしい。

田口富久治・中谷義和（編）『比較政治制度論（第３版）』法律文化社、2006年。

新川敏光・井戸正伸・宮本太郎・眞柄秀子『比較政治経済学』有斐閣。

建林政彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』有斐閣、2008年。

村松岐夫・伊藤光利・辻中豊『日本の政治（第２版）』有斐閣、2001年。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義で適宜紹介していくが、政府機関や各新聞社などのホームページなどが有益である。

 その他 /  Others

講義中の私語は、他の受講生の迷惑になるため、厳禁とします。また、その他の注意点については、イントロダクションの際に説明します。講義

内容や学習方法など分からないことがあったら、講義の前後の時間や質問用紙を用いて、積極的に質問してください。

参考書 /  Reference Books

授業の前後およびオフィスアワー以外の時間については、メールなどで事前に連絡してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

コミュニケーションとは多義的な意味がこめられる概念です。そのため、コミュニケーションのとらえ方は、社会学、哲学、心理学、社会心理学、情

報科学といった多様な分野で様々なアプローチがなされています。この講義では、主に、社会心理学（第2～5回目）と記号論（第6～9回目）から

みたコミュニケーションについて理解を深めた上で、現代のコミュニケーションの動向についてメディアの歴史的展開や、近代化という社会変動を

軸にしながら、社会学的に考察（第10～15回目）します。現代的な事例を出しながら授業を進めますが、コミュニケーションについて、個別的な事

象から捉えるのではなく、いくつかの理論的なアプローチを学ぶことで一般化して広く理解することをめざします。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しません。レジメを使用します。レジメは教室で配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・毎回配布するレジメを読み直して、理解を深める

・不明な点は質問などで明確にする

・授業で紹介した参考文献を読んでみる

単位数 /  Credit 2

コミュニケーション理論 (S)

担当者名 /  Instructor 池田 知加

13155

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・社会心理学やメスメディア論などの観点から説得コミュニケーションについて理解し、説明できる。

・記号論的な観点から実際のコミュニケーション状況について分析することができる。

・コミュニケーションへの理論的な理解を深めた上で、現代コミュニケーションの動向について社会学的に論じることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

影響力の武器：なぜ、人は動かされるのか ロバート・Ｂ・チャルディーニ ／誠信書房／4414302692／第2～5回目の参考文献

プロパガンダ：広告・政治宣伝のからくりを見抜く アンソニー・プラトカニス、エリオット・アランソン／誠信書房／4414302854 ／第2～5回

目の参考文献

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス    コミュニケーション　コミュニケーション論第１回  

自己を知らせるコミュニケーション   対人コミュニケーション 自己開示第２回  

他者の心を動かすコミュニケーション   説得コミュニケーション　簡便法 第３回  

マスメディアと説得コミュニケーション-1   テレビ　効果研究 第４回 

マスメディアと説得コミュニケーション-2 プロパガンダ　感情 第５回  

コミュニケーションの記号と意味-１  記号論 ソシュール第6回  

コミュニケーションの記号と意味-2  ロラン・バルト デノテーション・コノテーション第7回  

記号化した世界  消費社会　欲望　差異第8回  

身体の記号論   パノプティコン 規律訓練第9回  

メディアとコミュニケーション  コンピュータに媒介されたコミュニケーション（CMC） No 

Sense of Place  

第10回  

コミュニケーションと「場所」  場所の無効化 グローバル化 第11回   

コミュニケーションと文化  異文化コミュニケーション　多文化主義第12回   

コミュニケーションと近代化  ポスト慣習社会　規範　個人化 第13回   

見知らぬ人とのコミュニケーション   都市　セネット第14回  

コミュニケーションと公共空間  ハーバーマス　公共圏第15回  

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 客観テスト（基礎的事項の理解）　

論述（テーマ設定・論理的構成力）

80 ％

平常点評価 授業内容の理解を深めるために、小レポート（A4 1枚程度）を授業内で実施する場合がありま

す

20 ％
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参考文献については授業でも適宜紹介します。授業内容について理解を深め、自分なりにはさらに深く考察したい場合などは参考にしてくだ

さい。               

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

私語は厳禁です。学生証を提示の上、即退出、以後の授業への参加は認めません。レジメは教室でのみ配布します。 

教室にコミュニケーション・ペーパーをおいておきますので活用してください。

メール・アドレスはtit21744@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

記号の知/メディアの知：日常生活批判のための

レッスン

石田英敬／東京大学出版会／4130100947 ／第6～9回目の参考文献

場所感の喪失 ジョシュア・メイロウィッツ／新曜社／4788508699 ／第10～14回目の参考文献

人生相談「ニッポン人の悩み」：幸せはどこにあ

る? 

池田知加／光文社新書／4334032968 ／第10～14回目の参考文献

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

一国の生産技術のありかたは、その経済状況のみならず、生活水準や諸文化のスタイルにも大きな影響を与える。またそれ以上に、技術は今

後の地球環境の変化の方向に決定的な影響を与える因子でもある。本講義では、生産技術が社会の諸事象にいかに絡みついているのかを具

体的に解きほぐし、またその発展過程を歴史的に解明していくことで、現代技術を批判的に捉える視点を示し、技術に関する問題の解決指針を

与えていく。

それには、技術自身について理解すること以上に、それが社会の中でどのように機能しているか、役にたっているかについてのセンスを磨く必要

があらわれる。技術を生活や社会の中に正確に位置づけ、その中から、スペックに惑わされない本来的な「技術と社会の発展」のありようについ

て考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

資源エネルギー論を同時に履修していくことが望ましい（履修順序は問わない）

対象となる科学・技術についての説明に専門概念を使用することもありますが、そうした事項については、その都度丁寧に説明いたします。受講

に理系的知識を前提としてません。 

なし

テキストはありません。随時レジュメ、参考資料を配布していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

産業技術論 (S)

担当者名 /  Instructor 山口 歩

15895

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

技術発展の指標について理解し、現今の技術を評価できるようになること 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

1冊のテキストで学習できるものでありませんので、講義を聞き逃さないようにしてください

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

技術と労働 大沼正則／岩波書店／ISBN4-00-003662-9　c0336 ／

アメリカンシステムから大量生産へ D.A.ハウンシェル／名古屋大学出版会／ISBN4-8158-0350-1／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション　技術発展と社会発展 技術発展　社会発展1

発明と普及の時間差について 蒸気船と帆船　動力と制御2

大型化の利得について スケールメリット　表面効果と体積効果3

産業革命論１　　道具と機械 道具と機械　産業革命4

産業革命論２　　大量生産社会 大量生産5

工作機械論 工作機械　汎用と専用　アメリカンシステム6

フォーディズム　流れ作業 コンベア流れ生産　大量生産7

フォーディズム２　テーラーシステム テーラーシステム8

ポストフォーディズム リーン生産方式9

日本的生産様式 FMS　JIT　10

ロボット論 ロボット　Ｒキューブ 11

半導体工業論 半導体　ＩＣ12

エレクトロニクス製品の現状　1 楽器の問題 ＰＣＭ　デジタル13

エレクトロニクス製品の現状　２　PC　通信技術 PC　ケイタイ14

 全体まとめ　技術発展とは 

 

技術発展15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義者の論理を正確に理解すること 100 ％
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適宜、講義などで紹介していきます

 その他 /  Others

なし

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、社会調査士プログラムの一環として今年度から開講される科目である。複雑化・多様化する現代社会において、人々の生活のリアリ

ティに迫る手法として、質的調査が注目を集めている。本講義では、情報処理や計量社会学に含まれている量的調査との相互補完関係にある

質的調査について、基本的な考え方、様々な種類の質的調査の方法とそれぞれの特性について学習する。同時に、受講生が自ら質的調査を実

施する（グループ調査および個人調査）ことを通じて、質的調査についての理解をより実践的に深めることを目的とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

量的調査に関する基礎知識を前提として講義を進めるため、関連する社会調査士プログラム等（情報処理、計量社会学）を受講しておくことが望

ましい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

質的調査論 (SA)  §  質的調査論 (SA)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

15905

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、質的調査の理論的・哲学的基礎を理解すると同時に、調査での実践力を培うことで、社会調査にかかわるスキルの向上を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『「あたりまえ」を疑う社会学－質的調査のセン

ス』

 好井裕明 ／光文社新書／9784334033439／

社会調査へのアプローチ―論理と方法 大谷 信介他／ミネルヴァ書房／9784623041046 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

“語り”と出会う―質的研究の新たな展開に向け

て

能智 正博／ミネルヴァ書房／9784623047239 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

質的調査入門 調査倫理第1回

質的調査と量的調査の比較 帰納法、演繹法、リアリティ第2回

質的調査の歴史 シカゴ学派、エスノメソドロジー第3回

インタビュー調査の計画 インタビュー調査法、回想法、ライフ・ヒストリー第4回

第５回：「あたりまえ」を疑う社会学① 生の「固有性」　相互作用　役割演技第5回

「あたりまえ」を疑う社会学②

 

「いま、ここ」　ポジショナリー第6回

「あたりまえ」を疑う社会学③

 

実証主義　グラウンデッド・セオリー　対話的構築主義第7回

「あたりまえ」を疑う社会学④

 

カテゴリー化　ドミナント・ストーリー　オルタナティヴ・ス

トーリー

第8回

「あたりまえ」を疑う社会学⑤ アクティヴ・インタビュー第9回

質的調査の分析方法 オープン・コーディング、脱文脈化、再文脈化第10回

事例研究①第11回

事例研究②第12回

調査研究発表会①第13回

調査研究発表会②第14回

質的調査のセンス第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・講義の 後にミニレポートの提出を課す場合がある（20%）

・インタビュー調査のトランスクリプションおよびレポートの提出（80%）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

アクティヴ・インタビュー―相互行為としての社会

調査

ジェイムズ・ホルスタイン、ジェイバー・グブリアム／せりか書房／9784796702584 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、社会調査士プログラムの一環として今年度から開講される科目である。複雑化・多様化する現代社会において、人々の生活のリアリ

ティに迫る手法として、質的調査が注目を集めている。本講義では、情報処理や計量社会学に含まれている量的調査との相互補完関係にある

質的調査について、基本的な考え方、様々な種類の質的調査の方法とそれぞれの特性について学習する。同時に、受講生が自ら質的調査を実

施する（グループ調査および個人調査）ことを通じて、質的調査についての理解をより実践的に深めることを目的とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

量的調査に関する基礎知識を前提として講義を進めるため、関連する社会調査士プログラム等（情報処理、計量社会学）を受講しておくことが望

ましい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

質的調査論 (SB)  §  質的調査論 (SB)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

15988

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、質的調査の理論的・哲学的基礎を理解すると同時に、調査での実践力を培うことで、社会調査にかかわるスキルの向上を目指す。

 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「あたりまえ」を疑う社会学－質的調査のセンス  好井裕明 ／光文社新書／9784334033439／

社会調査へのアプローチ―論理と方法 大谷 信介他／ミネルヴァ書房／9784623041046 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

“語り”と出会う―質的研究の新たな展開に向け

て

能智 正博／ミネルヴァ書房／9784623047239 ／

アクティヴ・インタビュー―相互行為としての社会

調査

ジェイムズ・ホルスタイン、ジェイバー・グブリアム／せりか書房／9784796702584 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

質的調査入門 調査倫理 第１回

質的調査と量的調査の比較 帰納法　演繹法　リアリティ  ナラティヴ　第２回

質的調査の歴史 シカゴ学派　エスノメソドロジー  第３回

インタビュー調査の計画 インタビュー調査法　回想法　ライフ・ヒストリー  第４回

第５回：「あたりまえ」を疑う社会学① 生の「固有性」　相互作用　役割演技  第５回

「あたりまえ」を疑う社会学②

 

「いま、ここ」　ポジショナリー第６回

「あたりまえ」を疑う社会学③ 実証主義　グラウンデッド・セオリー　対話的構築主義第７回

「あたりまえ」を疑う社会学④ カテゴリー化　ドミナント・ストーリー　オルタナティヴ・ス

トーリー  

第８回

「あたりまえ」を疑う社会学⑤ アクティヴ・インタビュー第９回

質的調査の分析方法 オープン・コーディング、脱文脈化、再文脈化  第１０回

事例研究①第１１回

事例研究②第１２回

調査発表会①第１３回

調査発表会②第１４回

質的調査のセンス第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・講義の 後にミニレポートの提出を課す場合がある（20%）

・インタビュー調査のトランスクリプションおよびレポートの提出（80%）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

社会学の生誕、確立の歴史を、重要な社会学者に則して概説する。その際には、社会学の形成発展を促した西欧近代社会の展開との関連を重

視する。したがって、重要な社会学者の理論内容とともに、その歴史的社会的背景や思想的背景についてもできるだけわかりやすく解説し、社

会学が立ててきた社会への問いの性格や意味について理解し考えていくことを重視して講義する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「基礎社会学」を受講していることはぜひ勧めたい。その他、社会学に関わる諸講義を受講しておれば、関心も持て理解しやすくなるだろう。ま

た、西欧近代史、近代の哲学思想（史）や経済学、政治学にかかわる講義も理解を助けるであろう。

社会学を学ぶ学生にとっては社会学史に関する知識は必須の知識ともいえる事柄なので、軽視しないで授業時のプリントや講義ノートや参考書

をもとに自主的に学習して欲しい。

単位数 /  Credit 2

社会学史 (S)

担当者名 /  Instructor 佐藤 春吉

13285

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学を基礎づけてきた古典的な社会学者の社会学説を理解し、社会的歴史的な背景のなかで問われた時代や社会の問題を考え、それをう

けて各社会学者が設定した問題、重要概念や研究方法、社会学研究に立ち向かう考え方について学び、社会学的思考のための基礎的な素養

を身につけることを目標にする。

具体的到達目標は、①代表的社会学者の主要な学説内容、主張、キー概念を理解すること、②それらの諸概念を普段の生活や学習に応用して

考えていく社会学的思考力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学成立の背景；１６世紀以来の西欧近代の誕生と

１９世紀ヨーロッパ市民社会の危機と変容と社会思想な

らびに社会科学の課題 

ヨーロッパ近代市民社会 第１回

社会学の前史としての社会思想；近代市民社会の成立と

啓蒙主義的市民社会論；１ホッブス、ロック、ルソー 

近代社会の形成、自然法と経験科学、社会契約 第２回

社会学の前史としての社会思想；近代社会の成立と啓蒙

主義的市民社会論；２アダム・スミス 

自然法を基礎とした経験科学への展開、啓蒙の成果第３回

社会学の生誕とその意味；資本主義の矛盾と啓蒙主義

思想の破綻（１９世紀問題）とそれに立ち向かう社会科学

としての社会学 

啓蒙の破綻と変容、１９世紀的転換期の危機第４回

社会学の生誕１；コントとスペンサー 社会有機体説、歴史発展の法則、実証主義第５回

社会学の生誕２；資本主義の矛盾とマルクス（１） 資本主義の矛盾、階級、疎外、物象化 第６回

社会学の生誕２；資本主義の矛盾とマルクス（２） 史的唯物論、生産力、生産関係、土台と上部構造第７回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ１；ジンメル 

社会化の形式、形式社会学、心的相互作用第８回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ２；デュルケーム（１） 

実証主義、社会学主義、集合意識、社会的拘束力、方

法論的集合主義

第９回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ２；デュルケーム（２） 

社会的事実、聖なるもの、俗なるもの、象徴主義第１０回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（１） 

価値自由、理念型、方法論的個人主義、行為の諸類

型、理解社会学、合理化

第１１回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（２） 

支配、権力、支配の諸類型、集団類型、官僚制 第１２回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（３） 

カリスマ、プロテスタンティズムと資本主義の精神、エー

トス、世俗内禁欲、使命予言、模範予言、ゼクテ、脱魔

術化 

第１３回

第一次大戦以後の社会学；シカゴ学派とアメリカ社会学

の展開

都市社会学、トマス、ミード 第１４回

現代社会学の出立；パーソンズ社会学とその批判 ＡＧＩＬ図式、機能要件、構造機能主義、ラジカル社会

学、現象学的社会学、ハーバーマスとコミュニケーション

的合理性 

第１５回
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評価は、試験中心です。講義を聴くだけでなく、配布されるレジメやＷｅｂＣＴ上の「講義ノート」その他の参考書を使用して、普段に学習するこ

とが大切です。勉強していなければ、答えられない試験問題が出ます。 

教科書は指定しません。授業は授業時に配布する「講義レジメ」を使用して行います。別途WebCTに掲載する「講義ノート」も活用して下さい。

上のアドバイスの欄に挙げたその他の参考書も、活用して下さい。 

特に指定しません。授業は授業時に配布する「講義レジメ」がもっとも重要です。別途WebCTに掲載する「講義ノート」も活用して下さい。講義

ノートには参考文献があげてありますので、適宜参考してください。本シラバスのア「ドバイス」の欄にあげた参考書はぜひ活用して下さい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講にあたっては、毎回の講義に出席するとともに、講義時に配布する「講義レジメ」とＷｅｂＣＴ上に掲示する「講義ノート」をもとに、自宅学習を

することが重要になります。講義ノートとレジメを活用するとともに、以下の社会学史の参考書と辞典も活用することを勧めます。

新睦人他『社会学の歩み』有斐閣新書

同『社会学の歩み　パート２』有斐閣新書

那須壽編『クロニクル社会学』有斐閣選書

浜島朗編『社会学小辞典』有斐閣

　また、普段から古典と言われる重要な社会学者の著作を読むこと。自分の研究テーマをもって学習し、社会学を応用的に生かすように普段か

ら心がけることが大切です。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

特になし

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義時に配布する講義レジメ、ＷｅｂＣＴ上で掲示する講義ノートをもとに、自宅学習をすることが重要になります。講義ノートとレジメを活用すると

ともに、以下の社会学史の参考書と辞典も活用することを勧めます。

新睦人他『社会学の歩み』有斐閣新書

同『社会学の歩み　パート２』有斐閣新書

同　編『新しい社会学の歩み』有斐閣

那須壽編『クロニクル社会学』有斐閣選書

浜島朗編『社会学小辞典』有斐閣

　また、普段から古典と言われる重要な社会学者の著作を読むこと。自分の研究テーマをもって学習し、社会学を応用的に生かすように普段か

ら心がけることが大切です。 

メール；hast01932@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験を行います。試験は、社会学史上重要な社会学者の学説、その基礎概念の知識を問いま

す。 

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「社会」の成り立ちを理解するのに役立つ代表的な社会学理論を紹介する。取り上げるのはデュルケームやヴェーバー、シカゴ学派、パーソンズ

のシステム理論、マートンの中範囲の理論である。これらの古典理論と現代の主要な社会理論との関連も合わせて説明する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会学史、社会調査関係の授業

参考書は授業のなかでそのつど紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業前にテキストの指定箇所を読み、授業中に指示する文献は図書館等で目を通すようにすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

社会学理論 (S)

担当者名 /  Instructor 宝月 誠

15881

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の考え方や基本的な概念を理解し、説明できる。

社会学視点を活用して具体的な社会現象を説明することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業ではテキストのほかにレジメを配布するので熟読すること。またコミュニケーションペーパーを利用して積極的に質問してほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会学のあゆみ 新睦人ほか／有斐閣／4-641-08-857-8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方と社会学のテーマ 共同態・権威・ヒエラルキー・聖なるもの・疎外第1回

デュルケームの社会理論　その1：『社会分業論』 集合意識・有機的連帯・社会的連帯・分業第2回

デュルケームの社会理論　その2：『自殺論』 自己本位主義・集団本位主義・アノミー・社会的潮流・実

証主義

第3回

デュルケームの社会理論　その3：『宗教生活の原初形

態』

トーテミズム・儀礼・集合的沸騰・シンボルと分類体系第4回

デュルケームの社会理論　その4：方法論 実証主義からシンボルの社会学へ第5回

ヴェーバーの社会理論　その1：『プロテスタンティズムの

倫理と資本主義の精神』

世俗内禁欲・エートス・親和性・意図せざる結果第6回

ヴェーバーの社会理論　その2：『儒教と道教』 氏族・家産官僚制・読書人・儒教の教え第7回

ヴェーバーの社会理論　その3：『社会科学と社会政策に

かかわる認識の「客観性」』を中心に方法論の検討

理念型・比較社会の方法・因果帰属第8回

デュルケームとヴェーバーの比較 差異法・一致法・共変法・意味の役割・因果分析第9回

シカゴ学派の社会理論　その1：トマスとズナニエツキ

『ポーランド農民』

移民・社会解体・ナラティブ形式第10回

シカゴ学派の社会理論　その2：パークとバージェス 人間生態学・都市エスノグラフィー・人種葛藤第11回

シカゴ学派とミード プラグマティズム・シンボリック相互作用論・界の理論と

の関連

第12回

パーソンズのシステム論 構造機能分析・ＡＧＩＬの相互交換・ルーマンの理論第13回

マートンの中範囲の理論 機能分析・準拠集団の理論・合理的選択理論との関連第14回

理論的視点の整理 現代社会に活用できる社会学理論の総括第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学理論の考え方や基本的な概念がどれだけ理解できているのかによって評価する。90 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーを提出して、みんな理解を促進するような的確な質問を出された方

には、加点する。

10 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は，社会・経済の様相を，経済学の基本的な発想や思考方法を理解しつつ，特に「制度」という視点から理解していくためのエッセンスを，

理論と現実の両方で学んでいくことを主題とします。

具体的には，（1）グローバル化する世界を理解する上での，通時的・歴史的な視点から見た欧米先進諸国間での多様性やその類型の問題，

（2）社会保障政策の1つであり，ニュース等でも頻繁に取り上げられる医療関連諸制度の問題，（3）自動車産業の代表的企業（e.g.，Toyota, 

Honda, Volvo, Ford，Mercedes）の企業活動とその環境や文脈，（4）タイの家計行動から見た，社会経済システムの独自性・固有性を巡る問題，

これら4つのトピックを取り上げて，制度の役割や機能を理解していきます。そして，制度が，社会経済システム全体や，個々のアクター（企業や

家計，あるいは私たち1人1人）のそれぞれに関連することを，具体的に，または，理論的に説明出来るようになることを目的とします。同時に，社

会を理解するためのアプローチの1つとして，経済と政治，あるいは文化等も関係し合い，結びついていることを説明する上での，制度アプローチ

のメリットや課題についても随時考えていきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義終了後に，内容の要約・学習の手引きをほぼ各回配布していく（配布方法は，初回講義で確認）。これと，各自の講義板書ノート，パワーポ

イント資料，これらの3つを併せて，講義のポイント，概念や用語等を特に復習すること。

単位数 /  Credit 2

社会経済学 (S)  §  社会経済学 (W)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

15808

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）ニュースや新聞にも出てくる基本的な経済用語や経済に関する図やグラフの意味を説明出来ること。

（2）経済学の根本的な発想や特徴的な方法について，理解していること。

（3）制度の視点から，社会経済システムの違いや制度の下でのアクターの多様性を，理論的に，または，現実的に考えつつ，説明出来ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講上の諸ルールの確認／イントロダクション：経済を理

解する眼としての制度

「ミクロ」「マクロ」「制度」1

経済学的思考のエッセンスとアプローチの主な特徴 「市場」「需要と供給」「マクロ変数」2

制度と社会経済システム①：第2次世界大戦後から1970

年代初頭までの欧米諸国を例に

「フォーディズム」「資本主義の黄金時代」3

制度と社会経済システム②：1970年代初頭から1990年代

中葉までの欧米諸国を例に

「アフター・フォーディズム」「労働市場」「技能と熟練と機

械化」「社会保障」

4

制度と社会経済システム③：1990年代～現在まで／補足

と小括

「制度階層性」「制度補完性」「制度比較優位」5

政策手段としての制度①：市場と制度との理論的な違い

について

「社会的厚生（の損失）」「公平性と効率性」「医療サービ

ス」

6

政策手段としての制度②：経済学の歴史から見た所得再

分配や格差・貧困への認識

「経済発展」「ジニ係数」「政府の規模（夜警国家と福祉

国家）」，「潜在能力アプローチ」

7

政策手段としての制度③：日本の医療諸制度の現状 「（公的）医療保険制度」「医療報酬制度」「薬価制度」8

政策手段としての制度④：続日本の医療諸制度の現状と

医療制度の将来

「医療法」「介護保険制度」「高齢化社会」「医療費抑制

問題」「制度設計」

9

制度の下でのアクター①：企業活動とそれを取り巻く環境 「生産モデル論」「利潤戦略」「成長分配様式」「CG妥協」10

制度の下でのアクター②：欧米の自動車諸企業の変遷を

中心に

「多様性とフレキシビリティー」「量」「量・多様性」の各戦

略

11

制度の下でのアクター③：日本の自動車諸企業の変遷を

中心に

「継続的原価低減」「イノヴェーション・フレキシビリ

ティー」「整合性を欠く」の各戦略

12

社会的慣習や文化としての制度①：経済システムの固有

性・独自性を巡って

「フォーマルな制度」「インフォーマルな制度」「取引費

用」

13

社会的慣習や文化としての制度②：タイの家計行動の事

例を中心に

「家計行動」「布施」「保護－被保護関係」「社会階層」

「所得再分配」

14

制度アプローチの課題と講義の総括 「制度論的ミクロ・マクロ・ループ論」「構造的両立性」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 3つの到達目標に対する主に相対的な到達度60 ％
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（1）各項目の詳細は，初回講義で説明・確認。

（2）上記「％」は「点」に換算し100点満点で成績算定。

※本の内容そのものに従って講義は展開しないが，主な用語等を参照・確認する様に指示する。あるいは，小レポート課題の対象の1つとし

ても使用する。入手することが望ましい。

●講義内容をより深く理解するために

・第03回～第05回／山田鋭夫（2008）『さまざまな資本主義』藤原書店，ISBN：978-4894346499。

・第10回～第12回／清水耕一（監訳）江口友朗（訳）『生産モデル（仮題）』ナカニシア出版，2011年刊予定（原著：Boyer, R., Freyssenet, M., 

(2002) The Productive Models: The conditions of Profitability, Palgrave 　　　

Macmillan）。

※その他，必要に応じて講義で紹介・指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

●第3回～第5回：OECD（http://www.oecdtokyo.org/）＜一部英語＞。

●第7回～第9回：厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/）＜特に厚生労働白書など＞。

●第14回～第15回：タイ王国国家統計局（http://web.nso.go.th/）＜英語＞。

 その他 /  Others

・メール連絡の場合には，必ず，自分の学年・組・学籍番号・氏名をメールの「Title」に書くこと。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（1）経済学の知識・テクニックの有無は問いません。但し，講義への出席を前提に授業は展開します。

（2）経済には直接あまり興味・関心がない学生，例えば，社会（学），文化，政治（学）等に興味がある学生の受講も歓迎します。

（3）講義は，板書とパワーポイントの併用形式です。パワーポイントを使用する場合は，適時，資料配布します（方法は，初回講義で確認）。ま

た，話していることもメモする習慣・技術を身につける様に。

（4）日常の学習は，「授業外学習の指示」を参照し実践すると共に，各自の興味や関心ある各種社会問題を講義の視点や内容に基づいて説明

出来ないかどうかを考えてみると，講義への理解も深まります。

●メールでのやりとり，または，事前予約の上でオフィス・アワー時に対面。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

入門制度経済学 宇仁宏幸他（訳）／ナカニシア出版／978-4779501661／2007

平常点評価 ①講義内容を利用した各自の興味や関心に関する小レポート（20％）。

②ランダムな出席確認や講義に関する質問票への回答（20％）。

③講義中に，一度警告したにも関わらず，再度騒いでいた場合には，氏名等を確認し減点対象

とする（1回につき－5％）。

40 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

　人々は社会からさまざまな影響を受けながら日々の生活を送っている。このような個々人の中に見られる社会的影響の産物として社会的態度

をとらえることができる。社会的態度はどのように形成され、どのような条件下で変化しうるのか。本講では社会的態度を中心に、個々人の持つ

パーソナリティや社会的動機、個人と個人との対人認知や対人関係、個人と集団とのかかわりあい、集団と集団との相互作用、さらに比較文化

といった複眼的な視点から社会の中の人間行動を考えてみる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

心理学、社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.ritsumei.ac.jp/~monden/

単位数 /  Credit 2

社会心理学 (S)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

13210

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

人間が社会から受ける影響、人間と人間のと相互作用、個々人の態度の形成と変容などについて理解できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

http://www.ritsumei.ac.jp/~monden/Reference/

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会心理学とは 社会心理学の位置づけ、他の領域との関連性１）

社会心理学の歴史・研究方法  社会心理学の研究の流れ、研究方法２）

個人の中の社会的影響 社会が個人に与える影響について欲求・動機づけ・本

能概念

３）

達成欲求 達成欲求の測定法、達成欲求と行動特性、達成欲求４）

親和欲求 親和欲求、不安と親和欲求５）

対人認知 情動の認知、パーソナリティの認知６）

印象形成 暗黙裡のパーソナリティ理論、相貌と印象、言語情報か

らの印象形成、行動観察による印象形成

７）

社会的態度とは 態度と対象の関係、態度の定義・機能８）

態度の形成 態度形成の問題について認知的成分、感情的成分、行

動傾向成分

９）

態度の変化 コミュニケーターの信憑性、コミュニケーションの提示方

法

１０）

対人魅力の規定因 空間的近接・身体的魅力・態度の類似度・他者評価１１）

対人魅力の理論 理論相互依存性理論・バランス理論・錯誤帰属説１２）

人格とは パーソナリティの概念、パーソナリティの理論、活動シス

テムとしてのパーソナリティ、心理＝社会的アイデンティ

ティ

１３）

人格の形成 社会化の概念と過程、価値の社会的学習、社会的学習

のメカニズム、モデリングとしての同一視、文化的価値

の伝達と内在化

１４）

文化と「人格形成」 乳児期からの社会的学習、子育てと文化のパターン１５）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 重要語句と研究例、理論の理解を確認する。70 ％

平常点評価 理解度を確認するため不定期に小テストまたはレポート課題を課す。30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSを用いて、社会調査等で得たデータを解析する方法について学ぶ。特に、社会調査と統計学の基礎や、基本

的な統計分析方法について、実際のデータをもとに確認し、応用方法を習得することを目指す。大量のデータを集計し、項目どうしの関連や違い

を調べることで、データから何が見えてくるのか、データをどう読みとればいいのかを、共に学んでいこう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本授業は社会調査データの分析に関するものなので、「社会統計学」と「社会調査論」の2つについて、受講済みである、または受講済みと同等

の知識があることを前提として行う。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）ができること。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

単位数 /  Credit 2

社会調査情報処理 (SA)  §  情報処理 (SX)  §  社会調査情報処理 (SA)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

15876

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使って基本的な統計解析ができるようになる。具体的手法としては「重回帰分析」の習得までが目標となるが、受講生の興味関心や習熟

度に応じ、さらに高度なモデルも射程に置く。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査と統計学 社会調査、記述統計学、量的調査、全数調査（悉皆調

査）、標本調査、母集団と標本、非標本誤差と標本誤

差、無作為抽出法、量的データ、質的データ、時系列

データ、クロスセクション・データ、パネル・データ

１

統計学の基礎（復習・確認を兼ねて） 統計量、度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏

差、分散、歪度、尖度、標準誤差、中央値、自由度、確

率密度関数、正規分布、中心極限定理、区間推定、信

頼区間

２

データを入手する／ウェブ上で分析する（既存の社会調

査データの入手・オンライン分析方法）

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、SSJDA（東京

大学SSJデータアーカイブ）、SRDQ（質問紙法にもとづく

社会調査データベース）、オンライン・データ分析

３

データを変換する／グラフと図を作成する ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

４

相関分析 相関分析、クロス表分析、連続変数、離散変数、（ピアソ

ンの積率）相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関

と因果関係の区別、疑似相関、偏相関分析

５

統計的検定 帰無仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤り、第2種の

誤り、棄却域、有意水準（危険率）、両側検定、片側検

定、有意確率

６

クロス表分析と検定 クロス集計表、クラメールの連関係数、χ2分布、独立

性の検定、χ2検定

７

平均の差の検定・分散分析 t分布、対応のない2つの母平均の差の検定、分散分

析、ANOVA（一元配置分散分析）、多重比較

８

（単）回帰分析 従属変数（被説明変数）、独立変数（説明変数）、定数

項、回帰係数、残差（実測値－予測値）、 小2乗法、決

定係数、決定係数の検定（F検定）、偏回帰係数の検定

（t検定）、予測値

９

重回帰分析 多変量解析、ダミー変数、標準化、標準化（偏）回帰係

数、交互作用、多重共線性、VIF（分散拡大因子）、（自

由度調整済み）決定係数、決定係数の検定（F検定）、

（偏）回帰係数の検定（t検定）

10

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）因子分析・主成分分析

因子分析、主成分分析、因子抽出法、回転、因子得

点、因子寄与、因子負荷

11

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）ロジスティック回帰分析

2値データ、順序付け可能な離散変数、ロジット変換、

Wald統計量、尤度比統計量、尤度比検定、2項ロジス

ティック分析、多項ロジスティック分析、順序ロジスティッ

ク分析

12
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本授業では教科書は用いず、毎回の授業時にレジュメを配布する。

本授業で学んだ内容のうち、重回帰分析までを、さらに詳細に（数学的な背景も含め）知りたい学生は、下記の文献を読むことを薦める。

・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学』ハーベスト社、1990年、ISBN4938551128。

また、本授業の内容に加え、さらに高度な分析手法を学びたい学生には、下記の文献を読むことを薦める。

・川端亮編著『データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析』ミネルヴァ書房、2010年、ISBN4623057305

・数理社会学会 (監修）、与謝野有紀・高田洋・安田雪・栗田宣義・間淵領吾 (編集）『社会の見方・測り方』勁草書房、2006年、

ISBN4326601868 

・太郎丸博『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN4888489645

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

ただし、やむを得ない理由により欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリントを熟読し、内容について十分に理解しておくこと。

なお、本授業の受講に際しては、以下の3点を求める。

1. 学内パソコンの利用IDとパスワードを、事前に各自で確認しておくこと。

2. 「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を、事前に済ませておくこと。

3. 自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を用意し、各回の授業で持参すること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

・WVS（World Values Survey：世界価値観調査）［無料登録すれば、データは即時ダウンロード可能］：http://www.worldvaluessurvey.org/

・ISSP（International Social Survey Programme：国際社会調査プログラム）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業で学ぶ統計分析は、ひとびとの意識や行動について知るための1つの方法である。なので、ひとびとの意識や行動について、何か知りた

いトピックを持つことが、本授業で紹介する統計分析手法を習得する上で、一番の助けとなる。

トピックは、自身で興味関心があるものなら何でも構わない。「幸せ」「恋愛」「結婚」「友人関係」「職業」「お金」「スポーツ」「外国」「環境」「健康」、

まずは何でもいいので考えてみてほしい。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。そこで必要な手法を身につけた上で、各自関心のあるトピックに取り組めば、新たな発見に出会えることだろう。もちろん、受講生全体の習

熟度に応じて、授業の進度は柔軟に調節するつもりである。

なお、授業中の私語は他の受講生の学習を妨げるので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や意見がある場合は、遠慮なくそ

の場で挙手し、発言されたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

SPSSによる多変量解析 村瀬洋一・高田洋・広瀬毅士／オーム社／4274066266／SPSSを使った分析の具体的

方法について解説。ただしロジスティック分析については触れていない

文科系学生のための新統計学 小野寺孝義・菱村豊／ナカニシヤ出版／4888489858／本授業で学ぶ分析手法につい

て、豊富なイラストで解説、親しみやすい

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／数学というだけで拒絶反応を起こしそうな人におす

すめ

マンガでわかる統計学［回帰分析編］ 高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」について、こちらも数学恐怖症の方に

日本人の価値観・世界ランキング 高橋徹／中央公論新社／4121500814／調査研究の成果を分かりやすく紹介、データ

からどのようなことが分かるのか、具体的に知ることができる

分析方法の応用(1) 分析モデルの構築、ケースの選択、値の再割り当て、変

数の計算、差の検定、相関分析、クロス表分析、分散分

析

13

分析方法の応用(2) ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、差の検

定、多変量解析

14

分析結果の報告 重回帰分析、プレゼンテーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則として、毎回の授業で統計分析等に関する実習課題を課し、授業時間内にその成果を報

告してもらう（成果点30％）。また、 終回では各自の関心に基づく統計分析について報告を

行ってもらう（成果点50％）。これらに授業への出席の頻度（努力点20％、ただし備考にあるよう

に、授業態度によって減点の可能性あり）を加味し、総合的に成績を評価する。

100 ％
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・ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research：政治・社会調査のための大学協会）［本学学生はデータの即時ダウン

ロード可能、ただし無料登録とメール認証が必要］：https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct

データを授業で使用する場合、ダウンロードの具体的方法については授業内で説明する。

このほか必要なものに関しては、講義内で適宜説明する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSを用いて、社会調査等で得たデータを解析する方法について学ぶ。特に、社会調査と統計学の基礎や、基本

的な統計分析方法について、実際のデータをもとに確認し、応用方法を習得することを目指す。大量のデータを集計し、項目どうしの関連や違い

を調べることで、データから何が見えてくるのか、データをどう読みとればいいのかを、共に学んでいこう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本授業は社会調査データの分析に関するものなので、「社会統計学」と「社会調査論」の2つについて、受講済みである、または受講済みと同等

の知識があることを前提として行う。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）ができること。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

単位数 /  Credit 2

社会調査情報処理 (SB)  §  情報処理 (SY)  §  社会調査情報処理 (SB)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

15884

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使って基本的な統計解析ができるようになる。具体的手法としては「重回帰分析」の習得までが目標となるが、受講生の興味関心や習熟

度に応じ、さらに高度なモデルも射程に置く。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査と統計学 社会調査、記述統計学、量的調査、全数調査（悉皆調

査）、標本調査、母集団と標本、非標本誤差と標本誤

差、無作為抽出法、量的データ、質的データ、時系列

データ、クロスセクション・データ、パネル・データ

１

統計学の基礎（復習・確認を兼ねて） 統計量、度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏

差、分散、歪度、尖度、標準誤差、中央値、自由度、確

率密度関数、正規分布、中心極限定理、区間推定、信

頼区間

２

データを入手する／ウェブ上で分析する（既存の社会調

査データの入手・オンライン分析方法）

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、SSJDA（東京

大学SSJデータアーカイブ）、SRDQ（質問紙法にもとづく

社会調査データベース）、オンライン・データ分析

３

データを変換する／グラフと図を作成する ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

４

相関分析 相関分析、クロス表分析、連続変数、離散変数、（ピアソ

ンの積率）相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関

と因果関係の区別、疑似相関、偏相関分析

５

統計的検定 帰無仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤り、第2種の

誤り、棄却域、有意水準（危険率）、両側検定、片側検

定、有意確率

６

クロス表分析と検定 クロス集計表、クラメールの連関係数、χ2分布、独立

性の検定、χ2検定

７

平均の差の検定・分散分析 t分布、対応のない2つの母平均の差の検定、分散分

析、ANOVA（一元配置分散分析）、多重比較

８

（単）回帰分析 従属変数（被説明変数）、独立変数（説明変数）、定数

項、回帰係数、残差（実測値－予測値）、 小2乗法、決

定係数、決定係数の検定（F検定）、偏回帰係数の検定

（t検定）、予測値

９

重回帰分析 多変量解析、ダミー変数、標準化、標準化（偏）回帰係

数、交互作用、多重共線性、VIF（分散拡大因子）、（自

由度調整済み）決定係数、決定係数の検定（F検定）、

（偏）回帰係数の検定（t検定）

10

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）因子分析・主成分分析

因子分析、主成分分析、因子抽出法、回転、因子得

点、因子寄与、因子負荷

11

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）ロジスティック回帰分析

2値データ、順序付け可能な離散変数、ロジット変換、

Wald統計量、尤度比統計量、尤度比検定、2項ロジス

ティック分析、多項ロジスティック分析、順序ロジスティッ

ク分析

12
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本授業では教科書は用いず、毎回の授業時にレジュメを配布する。

本授業で学んだ内容のうち、重回帰分析までを、さらに詳細に（数学的な背景も含め）知りたい学生は、下記の文献を読むことを薦める。

・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学』ハーベスト社、1990年、ISBN4938551128。

また、本授業の内容に加え、さらに高度な分析手法を学びたい学生には、下記の文献を読むことを薦める。

・川端亮編著『データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析』ミネルヴァ書房、2010年、ISBN4623057305

・数理社会学会 (監修）、与謝野有紀・高田洋・安田雪・栗田宣義・間淵領吾 (編集）『社会の見方・測り方』勁草書房、2006年、

ISBN4326601868 

・太郎丸博『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN4888489645

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

ただし、やむを得ない理由により欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリントを熟読し、内容について十分に理解しておくこと。

なお、本授業の受講に際しては、以下の3点を求める。

1. 学内パソコンの利用IDとパスワードを、事前に各自で確認しておくこと。

2. 「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を、事前に済ませておくこと。

3. 自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を用意し、各回の授業で持参すること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

・WVS（World Values Survey：世界価値観調査）［無料登録すれば、データは即時ダウンロード可能］：http://www.worldvaluessurvey.org/

・ISSP（International Social Survey Programme：国際社会調査プログラム）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業で学ぶ統計分析は、ひとびとの意識や行動について知るための1つの方法である。なので、ひとびとの意識や行動について、何か知りた

いトピックを持つことが、本授業で紹介する統計分析手法を習得する上で、一番の助けとなる。

トピックは、自身で興味関心があるものなら何でも構わない。「幸せ」「恋愛」「結婚」「友人関係」「職業」「お金」「スポーツ」「外国」「環境」「健康」、

まずは何でもいいので考えてみてほしい。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。そこで必要な手法を身につけた上で、各自関心のあるトピックに取り組めば、新たな発見に出会えることだろう。もちろん、受講生全体の習

熟度に応じて、授業の進度は柔軟に調節するつもりである。

なお、授業中の私語は他の受講生の学習を妨げるので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や意見がある場合は、遠慮なくそ

の場で挙手し、発言されたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

SPSSによる多変量解析 村瀬洋一・高田洋・広瀬毅士／オーム社／4274066266／SPSSを使った分析の具体的

方法について解説。ただしロジスティック分析については触れていない

文科系学生のための新統計学 小野寺孝義・菱村豊／ナカニシヤ出版／4888489858／本授業で学ぶ分析手法につい

て、豊富なイラストで解説、親しみやすい

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／数学というだけで拒絶反応を起こしそうな人におす

すめ

マンガでわかる統計学［回帰分析編］ 高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」について、こちらも数学恐怖症の方に

日本人の価値観・世界ランキング 高橋徹／中央公論新社／4121500814／調査研究の成果を分かりやすく紹介、データ

からどのようなことが分かるのか、具体的に知ることができる

分析方法の応用(1) 分析モデルの構築、ケースの選択、値の再割り当て、変

数の計算、差の検定、相関分析、クロス表分析、分散分

析

13

分析方法の応用(2) ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、差の検

定、多変量解析

14

分析結果の報告 重回帰分析、プレゼンテーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則として、毎回の授業で統計分析等に関する実習課題を課し、授業時間内にその成果を報

告してもらう（成果点30％）。また、 終回では各自の関心に基づく統計分析について報告を

行ってもらう（成果点50％）。これらに授業への出席の頻度（努力点20％、ただし備考にあるよう

に、授業態度によって減点の可能性あり）を加味し、総合的に成績を評価する。

100 ％
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・ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research：政治・社会調査のための大学協会）［本学学生はデータの即時ダウン

ロード可能、ただし無料登録とメール認証が必要］：https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct

データを授業で使用する場合、ダウンロードの具体的方法については授業内で説明する。

このほか必要なものに関しては、講義内で適宜説明する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

わたしたちが暮らす社会では、さまざまな現象が起きています。それらを理解するためには、社会現象そのものを客観的に捉え、考え、その結果

を発信することが必要です。社会調査とは、そのために欠かすことのできない手法です。この授業では、さまざまな社会調査の種類や特徴を整

理したうえで、調査票調査を中心に、調査の企画から調査票の作成、対象者の抽出、調査の実施、結果の分析と報告という一連のプロセスにつ

いて解説していきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会統計学、計量社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・雑誌・テレビ・インターネット等で登場する社会調査・世論調査・アンケート調査の結果を必ずチェックして、批判的に読むクセをつけましょ

う。「批判的に読む」とは、調査の結果を鵜呑みにせず、かといって頭ごなしに否定もせず、おかしいところはないか、あるとすれば「どこが」「どう」

おかしいのかを考えながら読むということです。

単位数 /  Credit 2

社会調査論 (S)  §  社会調査論 (S)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

13191

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会調査を実施し、結果をまとめ、論文・レポートや報告書等で報告するために必要となる、社会調査や調査手法に関する基礎的な知識、対象

者に対する接し方やデータ管理の倫理、データの分析法や調査結果のまとめ方等について理解することが目標です。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業は社会調査に関する授業の中でも基礎なものとなります。可能であれば1年次に履修することを勧めますが、そうでない場合も、可能な限

り早い年次で履修するようにしましょう。また、計量社会学および社会統計学を合わせて履修することを勧めます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査とは何か、なぜ必要なの

か？

社会調査、社会調査史１

量的調査と質的調査(1) 量的調査、質的調査、調査票調査、観察法、自由面接

法

２

量的調査と質的調査(2) 調査票調査、統計的調査、全数調査、標本調査、事例

研究、地域調査

３

社会調査の手順と倫理 調査倫理、仮説４

社会調査と理論：疑問から理論へ、理論から設問へ(1) 記述、説明、理論、命題、概念、仮説５

社会調査と理論：疑問から理論へ、理論から設問へ(2) 記述、説明、理論、命題、概念、仮説、調査研究例６

標本調査とサンプリング(1) サンプリング方法の考え方と

歴史

標本調査、サンプリング、割当法、無作為抽出法７

標本調査とサンプリング(2) サンプリング方法の実際 単純無作為抽出法、多段抽出法、系統抽出法、確率比

例抽出法、層化抽出法

８

標本調査と標本誤差：標本誤差と非標本誤差・推定の精

度

標本誤差、非標本誤差、推定９

調査票の作成：項目の選択・用語と文章・回答の形式・調

査項目の配列

調査票、ワーディング、尺度、コーディング10

調査の実施とデータ管理：対象者への対応、データの入

力、エディティング、コーディング

エディティング、コーディング11

データの集計と記述：基礎的集計・変数の種類・データの

記述方法

基礎統計量12

データを分析する：２変数の関連分析（クロス表分析）、エ

ラボレーション

クロス表分析、エラボレーション13

データを分析し、結果をまとめる：２変数の関連の分析方

法（相関分析、疑似相関）と調査結果のまとめ方

相関分析、相関係数、疑似相関、調査研究例、調査倫

理

14

確認テストと解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業 終日に確認テストを行い、その結果をもとに評価を行います。ただし、出席日数が所定

の回数を下回った学生については、確認テスト受験資格を認めませんので注意してください。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールによる連絡が基本です。直接質問等を行いたい場合も、事前にメールでアポイントを取るようにしてください。メールアドレスは初回の授

業で告知します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ（第2版） 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武／ミネルヴァ書房／4623041042／

社会調査の基礎　社会調査士A・B・C・D科目対

応

篠原清夫・清水強志・榎本環・大矢根淳／弘文堂／4335551339／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　この科目では、社会調査データを集計・分析する上で必要となる統計的分析方法の基礎を学ぶ。調査データを集計し要約的に記述する方法、

母集団の特性値を推定する方法、母集団についての仮説を検定する方法について、理論的基礎を講義するとともに練習問題を通じて実際に

データ分析を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、高校レベルの基礎的数学の知識を前提とする。

提出期限を過ぎた課題（宿題）は受け取らないので、提出期限までに必ず提出すること。

講義は教科書に沿って進める。教科書の説明を補うためにプリントを随時配布する。教科書の練習問題も授業・課題で利用・解説するので、

開講までに必ず入手しておくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の授業内容を必ず復習すること。課題を解きながら考えると理解が深まる。

またExcelの関数が使える者は、パソコンでも課題を解いて確認してみるとさらによい。

単位数 /  Credit 2

社会統計学 (S)  §  社会統計学 (S)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

13338

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計学の基本的な概念と方法について、説明することができる。

記述統計と推測統計の基本的方法を用いて、調査データの要約、推定、統計的仮説検定を行うことができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

統計学は積み立て型の科目なので、遅刻・欠席をすると授業についていくことが困難になる。授業への出席と課題提出は必須である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

よくわかる統計学 Ⅰ 基礎編 金子治平・上藤一郎編／ミネルヴァ書房／978-4-623-04926-4／教科書に沿って講義

を行う

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

統計データとは、統計的方法とは 統計データ、統計的方法、統計変量、記述統計、推測

統計

第１回目

比率と指数 変化率、寄与度・寄与率、指数第２回目

分布とその特性 度数分布表、ヒストグラム、代表値、散布度第３回目

相関 相関関係、相関係数第４回目

回帰 回帰分析、独立変数、従属変数、 小２乗法第５回目

確率の基礎 順列、組み合わせ、確率、条件付確率、ベイズの定理第６回目

確率変数と分布 確率変数、確率分布、期待値、分散、２項分布、正規分

布

第７回目

母集団と標本、標本調査法 母集団、標本、サンプリング、ランダムサンプリング第８回目

統計量の標本分布（１） 統計量、母数、標本分布、標本平均の分布第９回目

統計量の標本分布（２） 大数の法則、中心極限定理第１０回目

統計的推定（１） 点推定、区間推定、良い推定量の基準、信頼区間、母

平均の推定、ｔ分布

第１１回目

統計的推定（２） 母比率の推定、母平均の差の推定第１２回目

統計的検定（１） 仮説検定、有意水準、第Ⅰ種・第Ⅱ種の過誤、母平均・

母比率の検定

第１３回目

統計的検定（２） 平均値の差の検定第１４回目

クロス集計表とその検定 クロス集計表、カイ２乗分布、適合度検定、独立性の検

定

第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 統計学の基本的概念の理解度、基本的方法を使ったデータの分析力をみる。70 ％

平常点評価 授業内容の理解を確実なものとするために、簡単な課題（宿題）を１０回程度課す。課題の提出

状況を平常点とする。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

電卓を使って練習問題を解くので、毎回の授業に√の計算のできる電卓を必ず持参すること。Excelが使えるものはノートパソコンを持ち込んでも

よい。

参考書 /  Reference Books

電子メールで。

nagasawa@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・涙なしの統計学 D.ロウントリー／新世社／4-88384-035-2／数式をほとんど使っていないので、数学が

苦手な人には読みやすい

統計学入門 東京大学教養学部統計学教室編／東京大学出版会／4-13-042065-8／書名は入門

となっているが、高度な内容も含む
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、社会保障制度を考察するのに当たり、その内容を総論と各論とに分け、それぞれについて解説する。具体的な内容は以下の通り

である。

(1)　社会保障制度総論：①社会保障制度の理念・概念・対象、社会保障制度の体系(社会保険、公的扶助、公衆衛生・医療、社会保障関連制

度)、③社会保障の機能(生存権･ 低生活の制度的保障(ナショナル・ミニマムの保障)、所得再分配、生活と経済の安定化、社会的統合)、④社

会保障財源

(2)　社会保障制度各論：①年金制度、②医療保険制度。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代と福祉。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会保障関係情報の収集(新聞、テレビ、雑誌、インターネット)。社会保障制度の各種の問題点・課題に関する文献学習。

単位数 /  Credit 2

社会保障論 (S)  §  社会保障論 (SG)

担当者名 /  Instructor 城下 賢一

10394

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義は現在の日本の社会保障制度を体系的に把握し、その現代的課題について考察することを基本目標とする。具体的な達成目標は以下

の通りである。

 (1)　必要に応じて、外国の社会保障制度を取り上げ、日本の社会保障制度との相対比較を行う素養を身につける。

（2）社会保障制度の課題として取り上げられている様々なトピックス－社会保障費の「国民負担率増大抑制」論、「高齢化社会危機」論、「公的年

金加入の損得」論など－を概観し、制度の課題について理解を深め、課題に対する解決策を考察する力を培う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会保障制度の理念と範囲 大きな政府、小さい政府、社会保障制度審議会「50年勧

告」、選別主義と普遍主義

1

社会保障制度の機能 選別主義・普遍主義、 生存権、所得再分配、社会的統

合、多様なライフスタイル、少子高齢化と社会的サポー

ト

2

少子高齢化と社会的サポートの国際比較 日本とスウェーデン、育児休業・給付、児童手当、保育

所

3

社会的不平等とその実態 社会階層、経済資本、文化資本、所得再分配制度、ア

ファーマティブ・アクション

4

女性と貧困 高齢単身世帯、シングルマザー、生活保護、養育費、貧

困の連鎖

5

社会保障財政の現状と問題 社会保障給付費、国民負担率、「高齢化社会＝危機」

論、「純負担」、社会保障制度への投資効果

6

所得保障と年金制度 私的扶養の限界、近視眼性、市場の失敗、経済変動、2

階建て方式、給付スライド、被保険者、保険料、国庫負

担、保険料納付減免除制度

7

基礎年金制度の仕組み 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金8

基礎年金制度の問題と解決策 国民年金空洞化問題、社会保険方式の修正、税方式9

厚生年金制度の仕組み 被保険者、標準報酬、 老齢厚生年金、障害厚生年金、

遺族厚生年金

10

厚生年金制度の問題と解決策 世代間の給付/保険料の倍率、積立方式、賦課方式、

保険料固定方式

11

医療保険制度の概要 民間医療保険の限界、アメリカの医療保険、国民医療

費、地域保険と職域保険療養の給付、現物給付、現金

給付、公費負担医療、医療保険の財源

12

医療保険制度給付の内容 療養の給付、訪問看護療養費、入院時食事療養費、入

院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、高額療

養費、移送費、出産育児一時金、出産手当金、傷病手

当金、埋葬料、医療保険制度の財源

13

高齢者医療の概要、および、医療保険制度の問題と解決

策

後期高齢者医療制度、国民健康保険の滞納の要因、

国民健康保険制度の滞納対策(短期被保険証、資格証

明書)、国民健康保険制度の抜本改革

14

社会保障制度の発展要因と今後の社会保障制度 収斂化理論、ネオ・マルクス理論、民主主義・利益団体

論、国家中心理論、社会民主主義理論(権力資源論)・

福祉レジーム論

15



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国立社会保障・人口問題研究所・http://www.ipss.go.jp/。社会保障・福祉に関する 新データなどを得ることができる。

社会政策研究ネットワーク関西(SPSN関西) ・http://www.eonet.ne.jp/~aksugino/spsn/。社会保障・福祉に関する 新のトピックスを知る上で好

適。

 その他 /  Others

学生が授業に参加するにあたって守るべきルールとして、①積極的な質問、②携帯電話の禁止、③私語厳禁。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義は社会保障・福祉に関する制度・政策系科目の基礎となるものである。本講義を履修後、他の制度・政策系科目を履修することが望まし

い。また、社会保障の問題について当事者意識を持ち、自分なりにその解決策が提示できるように積極的に学習することが求められる。

基本的にオフィスアワーで対応する。連絡希望者は授業終了直後に相談日程について問い合わせること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『社会保障―論点・解説・展望(増補改訂版)』 木村敦編著／学文社／9784762017889／

『現代社会保障論―皆保障体制をめざして』 里見賢治／高菅出版／9784901793322／

『福祉社会 : 社会政策とその考え方(補訂3版)』 武川正吾／有斐閣／4641121192／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に沿って適切な解答がなされているかを基準に評価する。70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーを用いて平常点評価を行う。評価は、授業内容に関する適切なコメ

ントや質問がなされているかということを基準にして行う。

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Office総合（入門）』：Officeソフト総合演習...(SLクラスと同内容）

「情報リテラシーI」や「情報リテラシーII」に続く中級編。

　上級クラスは、『Office総合（中級）』（SJクラス）。

Microsoft Word、Microsoft Excelや、NETを別々の道具として使うのではなく、これらを組み合わせ、パソコンを効率的に使っていくにはどうすれ

ばよいかを学んでく。講義は、復習から始め、より実践的な総合演習へと進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

講義は、情報リテラシーI及び情報リテラシーIIの復習を含んでいる。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SA)  §  情報処理 (SA)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13160

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Windowsパソコンの基礎。

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実用的な使用方法。

パソコンの総合的な利用方法。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word復習  (文字とオブジェクト／書式／プリント・スクリーンの利用)

 

2

実習（１）  パソコン・マニュアル 3

Excel復習－１  (位置関係／表と計算／絶対参照） 4

Excel復習－２ (表示形式／関数(sum,average,count,if)／グラフ） 5

Excel復習－３ (復習と応用） 6

実習（２） Excelによる分析 7

Excel発展－１ (検索(vlookup)､文字列操作(len,mid,find)) 8

Excel発展－２ (エラー処理(isna)／検索応用) 9

Excel発展－３ (復習と応用) 10

実習（３） 検索実習 11

OLE発展－１ (Web上のデータ利用／ペイント) 12

OLE発展－２ (リンク貼り付け) 13

実習（４）－１ 課題 14

実習（４）－２ 課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題を含めた課題など。

実習状況など。

100 ％
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必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

web上で見かける様々なアニメーションは、単にページを装飾する手段にとどまらず、アート、アドバタイジング、あるいはWBT（web-based-

training）など、様々な目的に活用されています。つまりweb上で動くアニメーション作成のスキルを身につけることは、インターネットが日常に深く

入り込んだ現代では、非常に強力な表現の手段を身につけることと同義といえます。そこでこの授業では、Flashというソフトウェアを用いて、なる

べく直感的かつ簡単に、そのようなアニメーションを作成する方法を紹介します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII、もしくはこれらの科目終了と同等のスキル・レベルを必要とします。

教科書は使用しません。その代わりに、毎回の授業では資料をweb（教材配布フォルダ）にupします。受講生は必要に応じてこれを保存、ある

いは印刷して用いてください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

Flashに関する書籍は、参考に挙げたもの以外にもたくさんあります。また、web上にはFlashに関するチュートリアルやTipsが多数存在しており、

これらの多くは無料で利用できます。これらは授業内容を深く理解するために役立つだけではなく、課題の作成を行う際にも有用です。もちろん、

これらを用いなければ授業が充分に消化できないわけではありませんが、積極的に自学自習すれば、それだけ良い結果が得られるでしょう。 

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SB)  §  情報処理 (SB)

担当者名 /  Instructor 破田野 智己

13162

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Flashによるアニメーション作成スキルの修得、アニメーションを用いた「作品」が作成できること、効果的にアニメーションを用いる能力を身に付け

ること、以上3点を到達目標とします。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

これまでの受講生（先輩）からは、「自分の思い通りのものを作ろうとすると、思いのほか時間がかかる。また、毎回の授業で出されるチャレンジ

問題を解こうとすると、さらに時間を要する」とのコメントが寄せられています。つまり、他の授業に比べて、自習に費やす時間が多くなりがちだと

いうことです。時間的な余裕が無い受講生は、この授業をあまり楽しめないかもしれません。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

おしえて!!FLASH 8 : Flash 8スーパー・エンター

テイメント・チュートリアル 

まつむらまきお, たなかまり   ／東京 : 毎日コミュニケーションズ ／978-4-8399-1961-

0 ／絶版ですが、図書館にはあるようです。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

とにかく描いて動かす Flashのお絵描きの特徴。とにかく動かしてみる 1

基本的なお絵描き 様々な描画ツールと、その特徴 2

基本的なアニメーション モーショントゥイーン、シンボル、インスタンスなど 3

基本的なアニメーション２ シェイプトゥイーン、レイヤーなど4

ちょっと凝ったアニメーション アルファチャンネル、マスク、パスなど 5

シンボルを使いこなす シンボル内アニメ、グラフィック、ムービークリップなど6

インタラクティブに動かす ボタンイベント、アニメボタン、リンクなど7

外部ファイルの取り込み 効果音や写真、手書きのイラストを活用する 8

課題作成１ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成9

課題作成２ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 10

課題作成３ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 11

課題作成４ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 12

パブリッシング パブリッシュと設定、アクセシビリティ、ftpによる転送 13

プレゼンテーションと採点１ 作品の発表と説明を行なう14

プレゼンテーションと採点２ 作品の発表と説明を行なう 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 第14･15回で行うプレゼンテーションの内容と、出席や各回の授業で出す課題などを総合して成

績を評価します。

なお、授業内の課題に関して学生同士が教え合うことは制限しませんが、 終課題で盗用が認

められた場合、定期試験でカンニングした場合と同様の厳しい処分を行います。 

100 ％
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入門書には、ソフトの体験版が同梱されていることが多くあります。ここで挙げた書籍にもFlashの30日間トライアル版が付いていますので、折

を見てインストール＆自習してみるのも良いでしょう。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

必要があれば、メールアドレスを通知します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSの操作を通じて、社会調査等で得たデータを解析する技術を身につけることをめざす。大量のデータを集計す

る技術だけでなく、データ同士の関連性や差異など、データに隠された社会的意味を見いだす技術も、広く教授する。具体的には、社会調査と統

計学の基礎を確認し、基本的な統計解析モデルを概観する。さらに、実際の社会調査データを用いて、基本的な統計解析を実習する。

たとえば、近年の日本で、「あなたは現在、幸せですか？」との問いに「幸せです」と答える人の割合は、どんな職業の人々で、 も大きいのだろ

うか。その割合を、学生や主婦と比べたらどうだろうか。あるいは、婚姻状態（既婚／非婚）や居住地（都市／郊外／農村）で比べたらどうだろう

か。また、そういった状況（職業・婚姻・居住地）と「幸せです」との間の連関は、直接的な連関だろうか、それとも、他の状況（たとえば所得）に起

因する「見かけ上の連関」にすぎないのだろうか。さらに、それらの連関は、偶然ではほとんど起こらないほどの、確かな傾向なのだろうか。それ

とも偶然でも容易に起こりうる程度のものにすぎないのだろうか。たとえばこういったことを、統計データにもとづいて検討できるようになるのが、

本授業の目標である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・学内パソコンの利用IDとパスワードを、あらかじめ各自で確認しておくこと。

・「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を済ませておくこと。

・自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を持参すること。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理ができること（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

なお、本授業に先立って、「社会統計学」と「社会調査論」を、ともに受講済みであることが望ましい。

もし「社会統計学」を受講済みでない場合には、下の「参考書」欄に挙げた『マンガでわかる統計学』を、事前に軽く一読しておくことが望ましい。

またもし「社会調査論」を受講済みでない場合には、下の「参考書」欄に挙げた『「社会調査」のウソ』の「第4章」と「第5章」を、事前に軽く一読して

おくことが望ましい。

以上を前提に、第1回の授業を行う。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SC)  §  情報処理 (SC)

担当者名 /  Instructor 柴田 悠

13192

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使った基本的な統計解析ができるようになる（目安としては「重回帰分析」まで）。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会調査と統計学の基礎。統計解析モデルの分類。［『マ

ンガでわかる統計学』pp. 2-29、『マンガでわかる統計学

［因子分析編］』pp. 16-63, 220、『「社会調査」のウソ』pp. 

119-215、［『入門はじめての統計解析』p. 2、『統計学入

門』pp. 1-15, 178-180、『人文・社会科学の統計学』pp. 1-

15, 233-253］ 

社会調査、記述統計学と推測統計学（統計的推測）、全

数調査（悉皆調査）と標本調査、母集団と標本、非標本

誤差と標本誤差、有意選出法と無作為抽出法、量的

データと質的データ、1次元データと多次元データ、時系

列データとクロスセクション・データとパネル・データ、母

数（母集団分布に関する情報＝パラメータ）、パラメト

リック法とノンパラメトリック法

1

統計学の基礎概念 （要約）統計量［『入門はじめての統計解析』pp. 16-35、

『統計学入門』pp. 182-185, 191, 96-97, 295］、検定統計

量と自由度［『すぐわかる統計用語』pp. 82-83, 114］、確

率密度関数と正規分布と中心極限定理［『マンガでわか

る統計学』pp. 82-109、『統計学入門』pp. 120-123, 162-

170, 188-189、『入門はじめての統計解析』p. 90］、区間

推定と信頼区間［『入門はじめての統計解析』pp. 106-

137、『統計学入門』pp. 222, 188-189］ 

2

既存の社会調査データの入手方法。統計解析ソフトＳＰＳ

Ｓのデータ入力。度数分布表とヒストグラム。要約統計量

の算出。

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、東京大学

SSJデータアーカイブ、JGSS、SSM調査、1次元データ、

度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏差、分散、

歪度、尖度、標準誤差、中央値

3

データの変換。グラフと図。 ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

4

相関。［『マンガでわかる統計学』pp. 112-120、『入門はじ

めての統計解析』pp. 36-40, 236-243、『統計学入門』pp. 

41-55、『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』

pp. 227-232、教科書pp. 114-123］ 

2次元データ、間隔尺度（数値データ）、散布図、（ピアソ

ンの積率）相関係数、順序尺度、スピアマンの順位相関

係数、ケンドールの順位相関係数、ソマーズのd、相関

と因果関係の区別、見かけ上の相関、部分集合におけ

る相関、直線相関と曲線相関

5
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

よって、万一欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリント（産社事務室前の棚に余り分を置いてあるので欠席者は必ず持ち帰ること）

と、欠席した回の参考書の該当ページ（上記「授業スケジュール」参照）を読み、また必要に応じて他の参考書も利用して、その該当ページの内

容（および「キーワード」に挙げた概念・用語）を十分に理解してくること。

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

統計的検定［『入門はじめての統計解析』pp. 140-145、

『統計学入門』pp. 233-239］。無相関の検定［『入門はじめ

ての統計解析』pp. 190-193、『心理学のためのデータ解

析テクニカルブック』pp. 223-226, 230-231］。

（帰無）仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤りと第2種

の誤り、棄却域と有意水準（危険率）、両側検定と片側

検定、検定統計量と有意確率、2次元（2変量）正規分

布、無相関の検定

6

連関［『マンガでわかる統計学』pp. 127-189、『心理学の

ためのデータ解析テクニカルブック』pp. 232-250］。独立

性の検定（χ2〔カイ2乗〕検定）［『入門はじめての統計解

析』pp. 202-207、教科書pp. 194-205］。２つの母比率の

差の検定［『入門はじめての統計解析』pp. 186-189、『統

計学入門』pp. 250, 254］。

名義尺度、クロス集計表、オッズ比、ユールの連関係

数、クラメールの連関係数、χ2分布、独立性の検定

7

２つの母平均の差の検定（t検定）［『入門はじめての統計

解析』pp. 162-179、『統計学入門』pp. 240-244、教科書

pp. 180-191］ 

t分布、対応のない2つの母平均の差の検定8

（単）回帰分析［『マンガでわかる統計学［回帰分析編］』

pp. 12-100、『入門はじめての統計解析』pp.248-259、『統

計学入門』pp. 58-63, 257-70、教科書pp. 126-139］ 

従属変数（＝被説明変数＝反応変数＝目的変数）と独

立変数（＝説明変数）、定数項、（偏）回帰係数、残差

（実測値－予測値）、 小2乗法、決定係数、誤差項、回

帰係数の検定、決定係数の検定、予測区間

9

重回帰分析［『マンガでわかる統計学［回帰分析編］』pp. 

102-148、『入門はじめての多変量解析』pp. 34-83、『統

計学入門』pp. 63, 270-276、『人文・社会科学の統計学』

pp. 50-58、『SPSSによる多変量データ解析の手順』pp. 

2-23、『すぐわかる統計用語』pp. 2, 68, 217, 138］ 

多次元データ、多変量解析、ダミー変数、交互作用、多

重共線性、VIF（分散拡大因子）、標準化、標準化（偏）

回帰係数、自由度調整済み決定係数、AIC（赤池情報

量基準）、正準相関分析

10

【以下の回では、受講生の興味や習熟度に応じて、内容

を調整する。】ロジスティック回帰分析［『マンガでわかる

統計学［回帰分析編］』pp. 150-192、『自然科学の統計

学』pp. 231-249、『統計学入門』pp. 132-137、『人文・社会

科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』pp. 173-

194, 131-134、『SPSSによる多変量データ解析の手順』

pp. 24-39, 184-199、『SPSSによるカテゴリカルデータ分

析の手順』pp. 146-169］

2値データ、ロジット変換、 尤法、Wald統計量、尤度比

統計量、尤度比検定、BIC（ベイズ情報量基準）、判別分

析、カテゴリカル正準相関分析

11

順序回帰分析と名義回帰分析［『人文・社会科学のため

のカテゴリカル・データ解析入門』pp. 191-193、『SPSSに

よるカテゴリカルデータ分析の手順』pp. 70-93、『社会調

査・経済分析のためのSPSSによる統計処理』pp. 54-69］

順序尺度、多項ロジット・モデル、順序ロジット・モデル、

名義尺度

12

主成分分析と因子分析［『マンガでわかる統計学［因子分

析編］』pp. 66-210、『入門はじめての多変量解析』pp. 86-

175、『人文・社会科学の統計学』pp. 349-360、『SPSSに

よる多変量データ解析の手順』pp. 140-181］・パス解析と

共分散構造分析［『すぐわかる統計用語』pp. 50-65、

『SPSSによる多変量データ解析の手順』pp. 210-259］

主成分分析、因子分析、パス解析、パス図、パス係数、

共分散構造分析

13

クラスター分析と多次元尺度法［『入門はじめての多変量

解析』pp. 218-237、『SPSSによる多変量データ解析の手

順』pp. 96-111, 200-209］。数量化Ⅲ類とカテゴリカル主

成分分析［『すぐわかる統計用語』pp. 122-129、『入門は

じめての多変量解析』pp. 276-293、『SPSSによるカテゴリ

カルデータ分析の手順』pp. 118-145］

クラスター分析、多次元尺度法、数量化理論、数量化Ⅲ

類、カテゴリカル主成分分析、コレスポンデンス分析、多

重コレスポンデンス分析

14

これまでのまとめ。より複雑な統計解析モデルの紹介（実

習は無し）。応用研究例の紹介。

パネルデータ分析［『パネルデータ分析』、『社会調査・

経済分析のためのSPSSによる統計処理』pp. 158-

215］、マルチレベル分析［『基礎から学ぶマルチレベル

モデル』］、対数線型分析など 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 基本的に一つのテーマにつき一回ずつ、統計解析の実習課題を課し、授業時間内にその成果

を報告してもらう。それらの課題の出来（成果点50％）と、授業への出席の頻度（努力点50％）と

から、総合的に成績を評価する。 

100 ％
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必要に応じて授業時にプリントとして配布する。

＜中級レベル＞

「厳密な証明は知らなくてもいいから、まずは統計解析の仕組みをひと通り知りたい！」という人向け

◆入門はじめての多変量解析、石村貞夫・石村光資郎、東京図書、4489020007

3つ以上の変数を用いた統計解析の仕組みを、ひと通り学べる。ただし、証明は欠けているため、理論的な説明は不十分。

◆すぐわかる統計用語、石村貞夫／デズモンド・アレン、東京図書、4489005229

統計学の理解に必要な用語を、おおよそカバー。図解も豊富で説明が分かりやすい。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆ＳＰＳＳによる多変量データ解析の手順（第３版）、石村貞夫、東京図書、4489007175

本授業の教科書の中級的な続編。数量データを用いたやや高度な統計解析を、ひと通り実行できる。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆ＳＰＳＳによるカテゴリカルデータ分析の手順（第２版）、石村貞夫、東京図書、4489007051

本授業の教科書の中級的な続編。カテゴリカルデータを用いたやや高度な統計解析を、ひと通り実行できる。ただし理論的理解は他書で補

うこと。

＜上級レベル＞

「将来、統計解析ができる専門家になりたいので、証明も含めてすべてを知りたい！」という人向け

◆統計学入門、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420658

「中心極限定理の証明」、中心極限定理を用いた「仮説検定の証明」などが網羅されている。

◆人文・社会科学の統計学、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420666

上の続編。標本調査法や重回帰分析、対数線形モデル、因子分析などを詳説。

◆自然科学の統計学、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420674

上の続編。ロジスティック回帰分析などを詳説。

◆心理学のためのデータ解析テクニカルブック、森敏昭・吉田寿夫、北大路書房、4762801313

心理学実験データの解析のために、標本サイズが小さい場合でも使える検定法を含めて、基本的な統計的検定法を詳説。

◆人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門、太郎丸博、ナカニシヤ出版、4888489645

社会調査データの解析のために、対数線形分析やロジスティック回帰分析など、カテゴリカル・データの統計解析法を詳説。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

統計解析は、何よりもまず、「知りたいこと」を知るための方法（の一つ）である。よって、どんなことでもよいので――「幸せ」でも「価値観」でも「友

人関係」「結婚」「職業」「お金」でも何でもよいので――、「知りたいこと」を心に秘めながら、本授業に臨んでほしい。漠然としたことでも全く構わな

い。

本授業で扱うことが可能な社会調査データには、たとえば「幸福度」や「生活満足度」「人生観」「友人関係」「結婚」「家族」「主観的健康度」「学歴」

「職業」「収入」「社会階層」「居住地」「政治意識」「環境意識」「宗教意識」など、実にさまざまなデータが含まれている。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。手間のかかる課題もあるかもしれない。しかし、ひと通りの訓練をこなせば、それ相当のスキルが身につくはずである。また受講生全体の

習熟度に応じて、授業の進度を、柔軟に調節する予定である。

なお、授業中の私語（受講生同士の会話）は、他の受講生の学習を妨げてしまうので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や

意見がある場合は、遠慮なくその場で挙手し、発言してほしい。質問や意見は、授業内容の理解を促してくれるため、いつでも歓迎している。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／どんなに数学が苦手な人でも、統計学の基礎を直

感的に理解できる、きわめて稀有な本。ただし、「自由度」の定義説明や「中心極限定

理」への言及などが欠けているため、理論的な説明は不十分。

マンガでわかる統計学［回帰分析編］  高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」の基礎を直感的に理解できる、きわめて稀有な本。ただし、「自由

度」の定義説明や「中心極限定理」への言及などが欠けているため、理論的な説明は

不十分。

マンガでわかる統計学［因子分析編］ 高橋信／オーム社／4274066622／上の続編。「標本調査法」「主成分分析」「因子分

析」の基礎を直感的に理解できる、きわめて稀有な本。

「社会調査」のウソ 谷岡一郎／文藝春秋／4166601105／「標本調査法」のよくある誤用パターンを、事例

によって具体的に理解できる。

入門はじめての統計解析 石村貞夫／東京図書／4489007469／2つ以下の変数を用いた統計解析の仕組みを、

ひと通り学べる。ただし、証明は欠けているため、理論的な説明は不十分。
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＜発展レベル＞

「将来、統計解析を駆使する専門家になりたいので、 新の手法を知りたい！」という人向け

◆パネルデータ分析、北村行伸、岩波書店、4000099116

同一主体（企業・世帯・個人など）に対して複数時点にわたって調査して得られるパネル・データを、回帰分析するための手法を詳説。

◆社会調査・経済分析のためのＳＰＳＳによる統計処理、劉晨・盧志和・石村貞夫、東京図書、4489007027

本授業の教科書の上級的な続編。パネルデータ分析などの高度な統計解析を、おおよそ実行できる。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆基礎から学ぶマルチレベルモデル、Ita Kreft and Jan de Leeuw、ナカニシヤ出版、4779501237

マクロレベル（社会集団など）とミクロレベル（個人など）を組み合わせた回帰分析法を詳説。SPSS（混合モデル）での操作法も詳しく説明して

ある。

（備考）本授業では、いずれも購入する必要はない。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

◆WVS（世界価値観調査World Values Survey）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　http://www.worldvaluessurvey.org/

◆ISSP（国際社会調査プログラムInternational Social Survey Programme）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

◆ICPSR（政治・社会調査のための大学協会Inter-university Consortium for Political and Social Research）［立命の学生ならデータは即時ダウ

ンロード可能（無料登録とメール認証が必要）］：　　https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct　

→　（JGSSのデータ）

http://search.icpsr.umich.edu/ICPSR/query.html?col=abstract&op0=%2B&tx0=japanese+general+social+surveys+(jgss)+series&ty0=p&fl0=series%

3A&op1=-&tx1=restricted&ty1=w&fl1=availability%3A&op2=%2B&tx2=ICPSR&ty2=w&fl2=archive%3A&nh=50&rf=3

◆SSJDA（東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センターＳＳＪデータアーカイブSocial Science Japan Data Archive）［データは無料

申請後にCD-Rで送られてくる（CD-R代と郵送費は申請者が負担）］：　

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/　

→　https://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/datalist_g.html

また、講義中にも適宜紹介する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

『Illustrator』：イラスト作成の基礎 ...(SKクラスと同内容）

ドキュメント、Webページなど様々な場面で使われるイラストを、Adobe Illustratorを用い作成する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基本が習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後の作品発表及び評価まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SD)  §  情報処理 (SD)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13193

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

イラスト作成の基礎。

Illustratorの基本操作。

画像ファイルの基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

課題に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習1

ペイントとIllustrator (ビットマップ系とベクトル系) 画像形式 2

Illustrator 入門 (cmykとrgb／ブラシツール／オプション・バー) 3

Illustrator 入門　＋　実習(１）ポスター (カラー／Web用保存)  4

実習（１）内覧　＋　Illustrator 入門 （ペン・ツール／ベジエ曲線） 5

Illustrator 入門 (ペン・ツール／ベジエ曲線／塗りと線) 6

Illustrator 入門 (レイヤー／その他) 7

実習（２）－１ 携帯デザイン 8

実習（２）－２ 携帯デザイン 9

実習（２）－３ 提出､印刷､組み立て＝＞展示 10

写真の利用。 デジカメなどによる写真の利用。11

終課題 ぱらぱらアニメ作成12

終課題 ぱらぱらアニメ作成13

終課題 ぱらぱらアニメ作成14

終課題内覧・まとめ 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題及び講義中の課題、

実習状況など。

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、情報化社会の中で、個人のレベルにおいても対応することが不可欠となっている「情報セキュリティ」に関する「入門講義」として位置

づけられている。講義は情報教室で受講者がPCを使用しながら、実習を伴う形で行われる。「私は大丈夫」「私には関係がない」と思いがちな日

常の情報コミュニケーション技術利用の落とし穴について、様々な具体事例を取り上げながら、受講者が授業時間内に実際にセキュリティー技

術について確認する機会を設ける。情報セキュリティ意識を高め「自分の身を守る」ための知識習得の場としてほしい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI等の情報技術関係入門講義は履修済みであることが望ましい。

 立命館大学の情報環境利用方法、コンピュータの基本操作、レポート作成レベルの文書作成技術（Word,Excel等）については一定習得済みのも

のとして講義はすすめられる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義外学習をすすめたい者は個人的に質問に来るとよい。テーマに沿った文献・資料等を紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SE)  §  情報処理 (SE)

担当者名 /  Instructor 宮浦 崇

13161

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

1.情報化社会における「安全性」について考える端緒を得る。

2.インターネット利用に伴う「危険性」（脆弱性）をについて説明できるようになる。

3.「被害者」「加害者」にならないための基本的な知識・スキルを身につける。

4.セキュリティに関係する「情報」を必要時に収集することができるようになる。

5.デジタルデータの著作権について理解し、情報発信を行うことができる。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション（情報リテラシーIII共通） 1

情報社会における「セキュリティ」とは（概説） 「情報セキュリティ」とは何か。今、何が問題になってい

るのかを理解する。 

2

インターネットおよびWebサービスの仕組み インターネットとはどのような技術によって成立している

のか、歴史的経緯を踏まえ理解する。 

3

被害者・加害者にならないために１（コンピュータ犯罪の

今昔１） 

コンピュータ犯罪の事例を紹介し、そこに見える問題と、

自らできる対策についての知識を得る。脅威となるWeb

サイト、サービスへの模擬接続と情報流出の状況確認。

（実習） 

4

インターネット上での「匿名性」「非匿名性」 「匿名」「非匿名」の実態について、アクセスログを用い

て考える。アクセスログ解析、IPアドレス・ドメイン名によ

るトレース（実習） 

5

コンピュータウィルスの脅威から身を守るために コンピュータウィルスやネット上での危険要因について

その性格を理解し、対処の知識を得る。コンピュータウィ

ルスの模擬作動実験（実習）

6

不正アクセス監視の仕組み（IDS）とファイアーウォール 実際のIDSシステムを見ながら、その有効性について考

える。簡易IDSの構築（実習）

7

データの暗号化技術 情報の保護という観点から、暗号化の方式、諸技術に

ついて理解する。暗号化と解読（実習） 

8

中間総括および、プレゼンテーション資料の作成 「被害者」にならないための啓発資料の作成、ならびに

中間総括（到達度確認）

9

情報セキュリティのための法律・諸制度・体制について セキュリティ対策に関係する、昨今の取組についての知

識を得る。

10

情報化社会における「著作権」（１） 現行著作権法に基づいた、デジタルデータの取り扱い

について学習する。 各自の所持している「コンテンツ」

（授業成果物・レポート・Webサイト等）の検証（実習）

11

情報化社会における「著作権」（２） 現行著作権法に基づいた、データの取り扱いについて

学習。ルールに則ったコンテンツ作成（実習） 

12

情報セキュリティビジネス 情報セキュリティをビジネスとする事例を見ることを通し

て、セキュリティのあり方を考える。 

13

管理者およびユーザに求められる「情報倫理」 技術者としての倫理・ユーザとしての情報倫理について

考える。 

14

総括「情報セキュリティ」 情報セキュリティについて、各回学んだ知識を総括す

る。

15
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講義時間中に必要な資料、文献等を随時紹介していく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義時間中に随時紹介する。

 その他 /  Others

この講義はリテラシー科目（入門講義）としての位置づけであり、情報技術初級者の受講を前提に構成される。そのため、既に知識・技術を一定

有する者は、より専門性の高い科目を履修し、より高度な知識・技術の修得を目指すことを強く推奨する。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報セキュリティ読本 : IT時代の危機管理入門

（三訂版）

情報処理推進機構／実教出版／4407318007／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業時間内確認小テスト・小レポート、授業時間外課題、到達度確認テスト等をおこなう。

また実習を伴う授業であるため、日々の参加姿勢をも含めた平常点評価とする。

100 ％

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

『パソコン実践教育（入門）』

教員をはじめ、パソコンを教える立場になることを想定し、様々な素材を用い、グループ学習やプレゼンテーションなどの実践を通じて、パソコン

教育の技術や方法を探っていく。

実際には、同僚や友達、家族などにパソコンを教える機会は多く、このような場合にも役立つ。教えることで、自らも分からないことがはっきりし、

自らのスキルアップにつながっていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

また、グループ学習への不参加は、大きな減点となる。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SF)  §  情報処理 (SF)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13194

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

パソコンを教える技術の習得。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

グループ課題などを作成するために、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション  スキルチェックファイル操作復習 1

パソコンの基礎知識 ハード／ソフト／OS/アプリ／NET 2

教材作成の基礎 マニュアルとプリント・スクリーン 3

実習（１）－１ Windwos基本教室づくり 4

実習（１）－２ Windows基本教室プレゼンディスカッション 5

実習（２）－２ Word基本教室づくり 6

実習（２）－２ Word基本教室プレゼンディスカッション 7

Word/Excel/OLE/NET復習 8

実習（３）－１ Excel基本教室づくり 9

実習（３）－２ Excel基本教室プレゼンディスカッション 10

実習（４）－１ NET／OLE基本教室づくり 11

実習（４）－２ NET／OLEl基本教室プレゼンディスカッション 12

コメント 13

実習（５）－１ 終課題 14

実習（５）－２ 終課題 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題、そのほかの実習課題、実習状況など。100 ％
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 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

『PhotoShopとGoLive』：フォトレタッチとWebページ入門

Adobe PhotoShopによる写真などの画像処理と、ソフトウェアによるWebページを作成、公開するまでを学ぶ。デジタルカメラなどによる写真の撮

影、PhotoShopによる写真の調整・加工、ソフトによるWebページ作成、完成したWebページの公開を行い、プレゼンテーションを行う。

Webページを作成する講義としては、「入門」クラス。発展としては、『HTML+CSS+JavaScript』(SHクラス)がある

ソフトとしては、Dreamweaverを用いる予定である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基礎習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後のプレゼンテーション及び採点まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する予定である。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じて講義中に紹介する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SG)  §  情報処理 (SG)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13334

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ネットワークの基礎知識。

画像処理の基本。

ソフトによるWebページ作成の基本。

Webページ公開の基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要である。

素材撮影のために、デジカメあるいはカメラ付き携帯など(200万画素程度以上)が必要である。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

Webページ作成に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

写真の撮り方 画素数画像保存形式画像の取り込み 2

PhotoShop入門 (解像度、全体での明るさ、カラーバランス) 3

PhotoShop入門 (範囲指定／自動・マグネット中心､縁取り) 4

PhotoShop入門 (画像修正／赤目・パッチ・コピー・ぼかし・スポンジ・指) 5

PhotoShop入門 (フィルター／ギャラリー・シャープネス・描画(逆光)) 6

PhotoShop入門 (画像合成・レイヤー／文字／切り抜き) 7

実習(１） ポスター作成 8

実習(１）内覧 Webページの基礎 (ネチケット・ブラウザ・HTML) 9

Dreamweaver操作法 (作成から保存) 10

実習(2)－１ Webページ作成 11

実習(2)－２ Webページ作成12

実習(2)－３ リンク貼り、アップロード（公開）、更新13

プレゼンテーション (ページ紹介) 14

プレゼンテーション (ページ紹介) まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Webページ（作品）とプレゼンテーション、採点など及び、実習状況など。  100 ％
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必要に応じて講義中に紹介する

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

『Webページ中級』：HTML～JavaScript

Webページを作成するために必要な基本知識と技術を総合的に身につける。

もっとも基本となるHTMLから、CSS（スタイル）、JavaScriptまで。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

後のプレゼンテーション及び採点まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SH)  §  情報処理 (SH)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15867

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

NETの基礎知識。

Webページの基礎知識。

HTML、CSS、JavaScriptの基礎知識。

Webページ公開。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要である。

素材撮影のために、デジカメあるいはカメラ付き携帯など(200万画素程度以上)が必要である。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

Webページ作成に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Webページの基礎  (ネチケット・ブラウザ・HTMLとCSSとJavaScriptの関係) 2

HTML入門 (html,head,body,h,p,br,div／保存・閲覧・更新) 3

HTML追加  (table) 4

CSS入門 (box,座標／box系,font系,img系) 5

CSS入門 (box,座標／box系,font系,img系) 6

実習(1) 基本的なWebデザイン・サンプル作成 7

JavaScript入門  (script,onClick,onMouseOverなどイベント) 8

JavaScript入門  (for／if) 9

JavaScript入門  (その他) 10

実習(2)－１ Webページ作成 11

実習(2)－２  Webページ作成 12

リンク貼り・アップロード・実習(2)－３ リンク貼りアップロード更新 13

プレゼンテーション (ページ紹介) 14

プレゼンテーション・まとめ (ページ紹介) 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『プログラミング入門』:Visual Basicによるプログラミングの基礎。

パソコン上の全ての機能は、プログラムによって提供されている。そのプログラム作成の 初歩を、簡単なゲームなどを学んでいく。同時に、プロ

グラミングに於いて大切な思考と発想も身につけていく。

なお、プログラミング言語としては比較的初心者にも親しみやすい、Microsoft Visual Basicを用いる予定。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

後の課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する予定。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SI)  §  情報処理 (SI)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15891

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プログラムの役割の理解。

プログラミングの基礎の理解。

プログラミングの基礎的な思考と発想の習得。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

プログラミング初歩 Hello World!! 操作の基礎クリックとその反応 2

アニメーション（１） 移動による表現 3

アニメーション（２） 切り替えによる表現 4

計算と落とし穴 四則演算とその落とし穴 5

タイマーの作成6

実習（１） クリックゲーム（VB風モグラたたき）の作成 7

プログラミングの思考（１） 素数を求める 8

プログラミングの思考（２） 計算の効率化9

プログラミングの思考（３） 何が大切か 10

ゲーム・プログラミングのヒント 11

実習（４）－１ オリジナル・ゲーム作り（１） 12

実習（４）－２ オリジナル・ゲーム作り（２） 13

実習（４）－３ オリジナル・ゲーム作り（３） 14

実習（４）－４ オリジナル・ゲーム作り（４）検証と課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Offce総合（中級）』：Officeソフト総合演習（Excel中心）

情報リテラシーI、IIに続く上級編。

Officeソフトの総合的な利用を目指すとともに、もっともよく使われるExcelのスキル・アップを図っていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SJ)  §  情報処理 (SJ)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15922

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実践な使用方法。

Excelの関数

Excelのデータベース機能。

Excelのマクロ機能の基礎。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word・Excel・OLE復習 2

Word発展（１） スタイルとアウトライン／脚注／目次／ページ区切り 3

実習（1） アウトライン 4

Excel発展（1) Database オートフィルタ／並び替え／集計／フォーム 5

Excel発展（２) Database 項目作成／vlookup 6

実習（２）  Database 仮想店舗売り上げ 7

Excel発展（3) 文字列操作(len,mid,find) 8

Excel発展（４) Webデータの利用 9

実習（３） 検索実習 10

Excel発展（５） マクロの基礎（1）記録と保存 11

Excel発展（６） マクロの基礎（２）変数、繰り返し、if 12

実習（４）－１ 課題13

実習（４）－２ 課題14

実習（４）－３ 課題提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Illustrator』：イラスト作成の基礎 ...(SDクラスと同内容）

ドキュメント、Webページなど様々な場面で使われるイラストを、Adobe Illustratorを用い作成する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基本が習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後の作品発表及び評価まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SK)  §  情報処理 (SK)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15923

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

イラスト作成の基礎。

Illustratorの基本操作。

画像ファイルの基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

課題に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習

ペイントとIllustrator (ビットマップ系とベクトル系) 画像形式 

Illustrator 入門 (cmykとrgb／ブラシツール／オプション・バー) 

Illustrator 入門　＋　実習(１）ポスター (カラー／Web用保存)  

実習（１）内覧　＋　Illustrator 入門 （ペン・ツール／ベジエ曲線） 

Illustrator 入門 (ペン・ツール／ベジエ曲線／塗りと線) 

Illustrator 入門 (レイヤー／その他) 

実習（２）－１ 携帯デザイン 

実習（２）－２ 携帯デザイン 

実習（２）－３ 提出､印刷､組み立て＝＞展示 

写真の利用。 デジカメなどによる写真の利用。

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題内覧・まとめ 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Office総合（入門）』：Officeソフト総合演習...(SAクラスと同内容）

「情報リテラシーI」や「情報リテラシーII」に続く中級編。

　上級クラスは、『Office総合（中級）』（SJクラス）。

Microsoft Word、Microsoft Excelや、NETを別々の道具として使うのではなく、これらを組み合わせ、パソコンを効率的に使っていくにはどうすれ

ばよいかを学んでく。講義は、復習から始め、より実践的な総合演習へと進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

講義は、情報リテラシーI及び情報リテラシーIIの復習を含んでいる。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SL)  §  情報処理 (SL)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15924

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Windowsパソコンの基礎。

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実用的な使用方法。

パソコンの総合的な利用方法。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word復習  (文字とオブジェクト／書式／プリント・スクリーンの利用)

 

2

実習（１）  パソコン・マニュアル 3

Excel復習－１  (位置関係／表と計算／絶対参照） 4

Excel復習－２ (表示形式／関数(sum,average,count,if)／グラフ） 5

Excel復習－３ (復習と応用） 6

実習（２） Excelによる分析 7

Excel発展－１ (検索(vlookup)､文字列操作(len,mid,find)) 8

Excel発展－２ (エラー処理(isna)／検索応用) 9

Excel発展－３ (復習と応用) 10

実習（３） 検索実習 11

OLE発展－１ (Web上のデータ利用／ペイント) 12

OLE発展－２ (リンク貼り付け) 13

実習（４）－１ 課題 14

実習（４）－２ 課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　一般教養として学んでおくべき心理学の概要を紹介し、今後の専門の基礎の一つになるよう、基本を押さえた内容になります。また、心理学と

は、人間、すなはち自分を知る学問でもあるので、「三人称的」に終始せず、「一人称的」理解を目指し、体験的内容を取り入れます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　あらゆる科目が大なり小なり関連し、役に立つので、科目特定は特にない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

心理学 (S)  §  心理学 (SG)  §  心理学I (S)  §  心理学I (SG)

担当者名 /  Instructor 内藤 みちよ

10299

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　心理学への理解や関心が深まることを通じ、自分や他者への理解や関心が深まる事。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　毎回授業では、大学生としての積極的な参加を求めます。単なる情報の受信でなく、自発的で柔軟性ある思考と、participant　observation　の

姿勢で臨み、自分自身を見つめ直すきっかけにして下さい。

　対象人数が多いので、大量の質問にオンデマンドに応対しきれないかもしれませんが、できるだけ、授業に反映させたり、授業前後で時間

が許せば、応えたいと思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション：心理学とは何か？ 心理学の歴史と現在、方法１

人間の心理学的理解① 感覚・知覚と生理学的基礎２

人間の心理学的理解② 記憶と忘却３

人間の心理学的理解③ 欲求・動機づけ・感情４

人間の心理学的理解④ 条件付けと学習５

人間の心理学的理解⑤ 知能・思考６

人間の心理学的理解⑥ 人格・性格７

人間の心理学的理解⑦ 社会的行動８

人間の成長・発達① 乳幼児期・児童期・思春期９

人間の成長・発達② 青年期・成人期・老年期１０

心理的援助の方法① 適応とは？障がいの心理学的理解１１

心理的援助の方法② 心理アセスメントと心理検査１２

心理的援助の方法③ さまざまな心理療法１３

心理的援助の方法④ コミュニティ心理学的理解と危機介入１４

まとめ 心理学とは何か？何を学んだか？１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 実施しない0 ％

レポート試験 50 ％

平常点評価 出席率たけでなく、毎回、コミュニケーションカードを回収し、学習した内容や参加度を確認す

る。私語などのめいわく行為は減点対象とする。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GA)  §  特殊講義（自由選択）１ (V1)  §  特殊講義（自由選択） (V1)  

§  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CA)  §  専門特殊講義 (SR)  §  地域活性化ボ

ランティア (JA)  §  地域活性化ボランティア (PA)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60148

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～7

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

9～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

　

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与定する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GB)  §  専門特殊講義 (SX)  §  地域活性化ボランティア (JB)  §  地域

活性化ボランティア (PB)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TB)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V2)  §  特殊講義（自由選択） (V2)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CB)

担当者名 /  Instructor 角谷 嘉則

60156

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GC)  §  専門特殊講義 (SY)  §  地域活性化ボランティア (JC)  §  地域

活性化ボランティア (PC)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TC)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V3)  §  特殊講義（自由選択） (V3)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CC)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60164

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8



2011 年度シラバス立命館大学

評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

〈

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GD)  §  専門特殊講義 (S1)  §  地域活性化ボランティア (JD)  §  地域

活性化ボランティア (PD)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TD)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V4)  §  特殊講義（自由選択） (V4)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CD)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60172

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参する。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8



2011 年度シラバス立命館大学

評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与定される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に

参加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題題解決の一助となり

得たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと

言えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたの

か）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GE)  §  専門特殊講義 (S2)  §  地域活性化ボランティア (JE)  §  地域

活性化ボランティア (PE)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TE)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V5)  §  特殊講義（自由選択） (V5)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CE)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60180

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8



2011 年度シラバス立命館大学

評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GF)  §  専門特殊講義 (S3)  §  地域活性化ボランティア (JF)  §  地域

活性化ボランティア (PF)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TF)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V6)  §  特殊講義（自由選択） (V6)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CF)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60188

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11 

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GH)  §  専門特殊講義 (S5)  §  地域活性化ボランティア (JH)  §  地域

活性化ボランティア (PH)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TH)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V8)  §  特殊講義（自由選択） (V8)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CH)

担当者名 /  Instructor 角谷 嘉則

60204

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GI)  §  専門特殊講義 (S6)  §  地域活性化ボランティア (JI)  §  地域活

性化ボランティア (PI)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TI)  §  特殊講義（自由選択）１

 (V9)  §  特殊講義（自由選択） (V9)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CI)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60212

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11 

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

14～15 

授業スケジュールについての留意事項 ※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を

中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定され

ます。また別途経費がかかります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GJ)  §  専門特殊講義 (S7)  §  地域活性化ボランティア (JJ)  §  地域

活性化ボランティア (PJ)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TJ)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V0)  §  特殊講義（自由選択） (V0)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CJ)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60221

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） 【キーワード】

①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

1～2

オリエンテーション 【キーワード】

①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） 【キーワード】

①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） 【キーワード】

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

5～7

中間振り返り（授業１回分） 【キーワード】

①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

ボランティア活動（後半） 【キーワード】

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

9～11

事後学習（授業２回分） 【キーワード】

①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13

活動報告会（授業２回分） 【キーワード】

プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　グローバル化のもとでの経済変動や人口の流動、少子高齢化のなかでの不透明な未来社会への不安や危機意識の拡大など、ゆらぐ現代社

会のなかで、いまあらためて地域社会の機能が問い直されつつある。戦後の高度経済成長期における急激な都市化を経て、身近な地域社会の

人間関係が希薄化してきた事態に鑑み、とくに近年では、福祉や教育、食、環境など人々の暮らしに関わる問題領域への関心の高まりとともに、

日々の暮らしの場である地域社会での対応力が期待されてきている。

　本講義では、こうした地域社会を分析対象としてきた地域社会学を中心に据えながら、地域社会の成り立ちや構造的特質をふまえ、戦後日本

の地域社会変動を都市と農村の双方を視野に入れつつ読み解いていく。また、現代において、地域社会で生起している具体的な社会問題に対

して、その背景にある政治・経済・社会・文化など複数の視点から分析し、問題解決の可能性について地域社会を構成する様々なアクターの主

体的営為に着目しながら多角的に考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　講義で配布するプリントや資料は限られた時間内では消化しきれないため、講義後にも隅々まで目を通しておくこと。また、講義は本テーマをよ

り深く考えていくための素材を提供する契機であるため、上記の参考書以外にも、関連する文献・資料を自ら熟読して、知見を豊かにしていくこ

と。さらに、講義内容は、福祉社会学や理論社会学などの社会学隣接領域、政治学（地方自治論、行財政論、福祉国家論など）や経済学（社会

政策、社会経済論など）、地理学などの隣接諸科学にも触れることになるので、それらの分野の基礎知識も視野に入れておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

地域社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

15900

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）地域および地域社会を対象としてきた地域社会学の基本的概念や分析方法を習得するとともに、地域社会の変動過程とその要因につい

て、都市・農村の連関構造から解明することができる。

（２）戦後日本資本主義の展開と地域政策の動向を把握するとともに、近年の地方分権改革や規制緩和、民営化という流れのなかで、地域社会

に生活する人々の具体的な諸相を社会科学的に把握することができる。

（３）現在の地域社会が抱えている様々なコンフリクトや生活課題に気づくとともに、それを解決していくために実際に様々な取り組みがなされて

いる現状を学びながら、一アクターとして積極的に地域社会に関わっていくことの重要性を認識することができる。

（４）地域社会を理論的・経験的に理解し、「持続可能な地域社会」像を描くことのできる職業人・地域人としての素養を身につけることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション—いまなぜ「地域社会」なのか 地域、地域社会、生活の社会化、共同消費、地域の福

祉力

第1回

「地域社会」の原型とその変容 —「村落」の解体と再編— 村落、自然村、聚落的家連合、農村、過疎問題、限界

集落

第2回

＜続＞「地域社会」の原型とその変容 —「村落」の解体と

再編—

村落、自然村、聚落的家連合、農村、過疎問題、限界

集落

第3回

「地域社会」の現状と課題（１）—農業・農村問題と地域社

会—

世界同時食糧危機、農業問題、 WTO（世界貿易機

関）、FTA（自由貿易協定）

第4回

「地域社会」の現状と課題（２）—雇用・就労と地域社会— 雇用・労働問題、フリーター、非正規労働、派遣労働、

就労支援

第5回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（２）—雇用・就労と地域

社会—

雇用・労働問題、フリーター、非正規労働、派遣労働、

就労支援

第6回

「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と地域社

会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第7回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と

地域社会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第8回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と

地域社会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第9回

「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域社会— 福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第10回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域

社会—

福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第11回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域

社会—

福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第12回

「地域社会」の再生と創造に向けて（１）—地域社会の新し

い主体像—

全戸包括型住民組織、目的意識型市民組織、NPO、公

共性

第13回

「地域社会」の再生と創造に向けて（２）—英国の「第三の

道 The Third Way」と地域再生戦略—

イギリス、Welfare to Work、第三の道、地域再生、パート

ナーシップ、コミュニティ・ガバナンス、グラスルーツ

第14回

「地域社会」の再生と創造に向けて（３）—社会的企業と社

会起業家—

社会的企業、社会起業家、ボランタリー・アソシエーショ

ン、市民セクター、サードセクター、非営利・協同組織

第15回
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教科書は使用しないが、毎回、プリントおよび資料を配布する。

上記以外の参考文献は講義の中で適宜提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

○地域社会学会ホームページ　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/

○内閣府ホームページ　http://www.cao.go.jp/

上記以外のホームページは講義の中で適宜提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会科学的な見地から地域社会をめぐる諸事象・問題に関心を持ち、日頃からそれに関する新聞やテレビのニュース・話題に接し、社会的想

像力を働かせて自分自身の考えや行動の指針を表明できるようにしておくこと。また、地域社会の学習にあたっては、当該の現地を観察するとと

もに人々の生の声を聴くこと（ヒアリング）が重要な分析材料ともなるので、可能な限り、実際のフィールドに出向くことを心がけてもらいたい。そし

て、複数の文献や資料、事例にあたり、それらの裏づけをもとに真理を追究していくという姿勢を忘れないこと。

オフィスアワーに研究室に来室するか、メールで連絡のこと。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『地域社会へのまなざし』 大久保武・中西典子編著／文化書房博文社、2008／9784830110757／

『地域社会学講座３ 地域社会の政策とガバナン

ス』

岩崎信彦・矢澤澄子監修／東信堂、2006／4887136803／

『越境する都市とガバナンス』 似田貝香門・矢澤澄子・吉原直樹編著／法政大学出版会、2006／4588675117／

『キーワード地域社会学』 地域社会学会編／ハーベスト社、2000／4938551462／

『現代都市と地域形成』 蓮見音彦・似田貝香門・矢澤澄子編／東京大学出版会、1997／4130501372／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問と小論形式で、授業全体を通しての受講者の理解度を把握する。小論では、論理的思考

力と独創性を評価する。

80 ％

平常点評価 授業の節目において数回の小レポートを課すが、コメントシートとして、質問や感想を求めるも

のである。

20 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

「人間らしい発達とは何か」という問いをメインテーマとしながら，人間の生涯にわたる発達のプロセスを発達の時期ごとに概観する。その際、人

格の発達に焦点を当てるが，それと同時に，認識や感情といった発達の諸相についても、可能な範囲で触れることとしたい。

それに加えて，人間発達に関わる近年の理論的発展についても触れる予定である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

上記以外にも，参考となる文献は，随時授業で紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

小レポートを2～3回程度実施する予定である。小レポートに臨むに当たっては，授業内容をよく理解していることが重要であり，授業で扱った内

容を復習しておくことが求められる。それとともに，レポートでは文献を読み解く力を求めるので，授業時に紹介した文献を読み込むことが必要で

ある。

単位数 /  Credit 2

人間発達論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

13315

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①人間の発達に関して，基本的な知識を得ること。

②人間発達に関わる知識を，福祉や教育の観点と結びつけて理解を深めること　

③これらを基礎に，発達上の諸問題について一定の考察ができるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生涯発達のダイナミズム：知の多様性 生き方の

可塑性

鈴木忠／東京大学出版会／9784130133012／講義の一部で言及する

朝倉心理学講座３発達心理学 南徹弘(編)／朝倉書店／9784254526639／講義の一部で言及する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「授業の進め方についての説明」および「発達とは何か」 機能連関，発達権第1回

人間発達と進化 進化，遺伝と環境，人間性，個体発生と系統発生第2回

胎生期の発達的特徴 受精，着床，胎芽期，胎児期第3回

乳児期前半の発達的特徴 周産期，新生児期，原始反射，顔の知覚，姿勢第4回

乳児期後半の発達的特徴 共同注意，三項関係，歩行第5回

幼児期前半の発達的特徴 言葉の始まり，表象，自我，愛着第6回

幼児期後半の発達的特徴 認知世界の広がり，素朴理論，自己主張と自己抑制第7回

児童期前半の発達的特徴 学校への移行，勤勉性，具体的操作第8回

児童期後半の発達的特徴 ギャング・エイジ，9，10歳の発達の節，仲間関係と自己

意識

第9回

青年期の発達的特徴 性的成熟，第二反抗期，アイデンティティ，自立と依存第10回

成人期の発達的特徴 労働，結婚，親になること第11回

老年期の発達的特徴 子どもの巣立ち，関係性の変容，衰退，英知第12回

人間発達理解の新しい展開①：発達の可塑性 経験の意味，進化生物学，遅れからの回復，第13回

人間発達理解の新しい展開②：知的発達を捉え直す IQ，経験知，分析的知能，実践的知能第14回

人間発達理解の新しい展開③：英知に向かう発達を捉え

る

英知，人生回顧，知識，知能，越境，意志第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 学習内容に関する基本的な理解があること，ならびに，そうした理解に基づく妥当な考察ができ

ること。

60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーや小レポートにより、講義に対する理解度や関与度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ボランティア活動や社会貢献活動、非営利活動などの実践的事例を紹介しつつ、そのコンセプトや社会的意義を学びます。さらに、NPO学会や

ボランティア学会などの研究成果を交えながら、実践科学としてのボランティア活動の現状と課題について考察します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　積極的な授業外学習を評価します。ボランティア活動経験から学んだことや自主的なリサーチ・フィールドワークの報告をまとめて提出すること

で、成績に加算します。

単位数 /  Credit 2

ボランティア入門 (S)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

15904

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動に関する主要コンセプトを理解し、ボランティアの視点から社会を概観する視座を獲得することが目標です。ただし、ボランティア

について知識を深めるだけでなく、実際のボランティア活動から学ぶ姿勢も重視します。ボランティアを通して社会・他者・自分自身を見つめ直す

姿勢が大切です。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

「ボランティアについて学ぶ」この授業の目的は、「ボランティア」を無批判に礼賛することではありません。それは、「ボランティア」のさまざまな側

面を多角的に捉え、かつ「ボランティア」を取り巻く社会のあり様を理解することです。正義や倫理を説く道徳の授業ではありませんので、その点

を理解しておきましょう。

よってこの授業は、「私はボランティアを楽しんでいるから他の人にも勧めたい」と思っている人にも「ボランティアなんて偽善だ」と思っている人に

も向いています。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション－講義の進め方、受講のルール、目

標などについて－ 

ボランティア・イメージ、ボランティア概論1

現代の社会課題とボランティア活動の領域①2

現代の社会課題とボランティア活動の領域②3

現代の社会課題とボランティア活動の領域③ 4

現代の社会課題とボランティア活動の領域④ 5

現代の社会課題とボランティア活動の領域⑤ 6

現代の社会課題とボランティア活動の領域⑥ 7

中間テスト 希望者によるプレゼンテーション（1） 8

ボランティアの思想 市民的公共性 9

ボランタリーな活動の歴史的背景 地縁型相互扶助、宗教的篤志活動、企業の社会貢献

活動、市民（公益）活動 

10

ボランティア団体の組織と運営 ボランティアマネジメント、NPO、中間支援11

行政の変革とボランティア 市民社会、パートナーシップ、地域社会 12

ボランティアニーズの発見と行動 ボランティアコーディネーション 13

諸外国のボランティア動向 意識調査結果の比較 14

期末テスト 希望者によるプレゼンテーション（2） 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 第8講に中間テスト（40点）、第15講に期末テスト（60点）を実施します。

＊その他：

希望者は、ボランティア活動経験から学んだことや自主的なリサーチ・フィールドワークの報告

をまとめて提出してください。また、提出者の中からさらに希望する学生は、授業中に成果をプ

レゼンテーション形式で発表してください。（授業時間が限られているため、プレゼンテーション

希望者が多い場合は、提出された報告書の内容から教員が選考します。）これらは、上記の

100点にプラスしてさらに成績に加算します。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

京都市市民活動総合センターhttp://shimin.hitomachi-kyoto.jp/

京都市福祉ボランティアセンターhttp://v.hitomachi-kyoto.jp/

Yahoo!ボランティアhttp://volunteer.yahoo.co.jp/

立命館大学ボランティアセンターhttp://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

日本ボランティアコーディネーター協会http://www.jvca2001.org/

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ボランティアが社会を変える : 支え合いの実践

知 

柳田邦男／関西看護出版／4906438784／

ライフストーリーでつづる国際ボランティアの歩

き方

久保田賢一, 浅野英一／晃洋書房／9784771020436／

市民社会の創造とボランティアコーディネーショ

ン : ボランティアコーディネーション力 (りょく) : 検

定公式テキスト

早瀬昇, 筒井のり子／筒井書房／9784887205949／

よくわかるNPO・ボランティア 川口清史, 田尾雅夫, 新川達郎／ミネルヴァ書房／4623040984／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SA)  §  社会学 (SG)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

12621

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％



2011 年度シラバス立命館大学

随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SB)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

12622

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％



2011 年度シラバス立命館大学

随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SC)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

12623

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 新自由主義、市場、規制緩和、自由化、民営化11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％



2011 年度シラバス立命館大学

随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SA)  §  現代と福祉 (SA)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

11211

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SB)  §  現代と福祉 (SB)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

11212

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SC)  §  現代と福祉 (SC)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

11213

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義は３つのパートに別れており、３人の講師（筒井、浪田、粟谷）がそれぞれのパートを担当する。「メディアの成り立ち」（第1回～5回：浪田

担当）では私たちの社会環境の不可欠な部分となっているメディアの仕組みや歴史について、「メディアと社会」（第6回～10回：筒井担当）では広

い視点から社会全体におけるメディアの位置づけについて、「メディアと現代」（第11回～15回：粟谷担当）ではメディアと現代社会に関する諸問

題をいくつかのトピックから学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

導入科目につき、特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代とメディア (SA)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、筒井 淳也、浪田 陽子

12580

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアについて理解し、研究するための基礎知識を身につける。

・メディアが社会の様々な働き（政治、経済、社会的ネットワーク等）に作用する仕方について理解する。

・メディアが現代社会とどのように関係しているのかについて学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアとは何か？：そもそもメディアとは何をさすのか。

メディアの基本概念を説明する。

1

メディアの歴史(1)：活版印刷術は社会をどう変えたのか。

活字メディアを中心にメディアの歴史を学ぶ。

2

メディアの歴史(2)：ラジオとテレビを中心に、放送メディア

の歴史を学ぶ。

3

メディアとオーディエンス：オーディエンスとは何か。またメ

ディアとオーディエンスの関係を考える。

4

メディア・リテラシーとは何か？：メディア・リテラシーの基

本概念を説明するとともに、メディアを能動的に学習・活

用する方法を探る。

5

情報化とは何か？：「情報化」に取り囲まれる今日の社会

状況ついて説明する。

6

情報と政治・経済の関わり：社会的領域にメディアがどう

作用するのかを説明する。特に政治・経済とメディアのか

かわりについて学ぶ。

7

電子ネットワークのインパクト(1)：電子ネットワーク、特に

インターネットについて、その成立から発展までの成り行

きを説明する。

8

電子ネットワークのインパクト(2)：ネット社会が新聞・放送

など、既存メディアの枠組みをどのように変えていく可能

性があるのか？

9

ネットが変える広告のかたち：プッシュ型メディアとプル型

メディア

10

メディアの思想(1)：ジャーナリズム、その定義、ジャーナリ

ストの活動と思想について説明する。 

11

メディアの思想(2)：メディアは何を報じているのかについ

て事例から考える。

12

メディアと広告：テレビCMを中心にメディアと広告につい

て学ぶ。

13

メディア産業と文化：メディア産業とグローバルなメディア

について、映像・音楽などのポピュラーな文化との関係か

ら理解する。

14

グローバル化とメディア：グローバル化の問題を、グロー

バルメディア、戦争報道から考える。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書と授業内容の理解度をはかる。試験形式は、選択式と記述式の併用。教科書やノート、55 ％
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授業中に適宜指示を行う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

本講義は各パートを３人の担当者がリレー形式で行うため、実際の講義の順序はクラスによって異なる。学生は自分が登録しているクラス（SAま

たはSB）の教室で、全１５回受講すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・コミュニケーション・ペーパーは、講義をしっかり聞きその内容に基づいて自分なりの考えが書かれているかをチェックし、その出来によって０～

６点で評価する。単に出席しているだけでは点数がつかないので注意すること。

・コミュニケーション・ペーパー提出の際には、必ずQRコードシールを貼ること。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫他／世界思想社／4790710572／

辞書等の持ち込みは不可。

平常点評価 毎回、授業中にコミュニケーション・ペーパーを課す。45 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は３つのパートに別れており、３人の講師（筒井、浪田、粟谷）がそれぞれのパートを担当する。「メディアの成り立ち」（第1回～5回：浪田

担当）では私たちの社会環境の不可欠な部分となっているメディアの仕組みや歴史について、「メディアと社会」（第6回～10回：筒井担当）では広

い視点から社会全体におけるメディアの位置づけについて、「メディアと現代」（第11回～15回：粟谷担当）ではメディアと現代社会に関する諸問

題をいくつかのトピックから学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

導入科目につき、特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代とメディア (SB)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、筒井 淳也、浪田 陽子

12581

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアについて理解し、研究するための基礎知識を身につける。

・メディアが社会の様々な働き（政治、経済、社会的ネットワーク等）に作用する仕方について理解する。

・メディアが現代社会とどのように関係しているのかについて学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアとは何か？：そもそもメディアとは何をさすのか。

メディアの基本概念を説明する。

1

メディアの歴史(1)：活版印刷術は社会をどう変えたのか。

活字メディアを中心にメディアの歴史を学ぶ。

2

メディアの歴史(2)：ラジオとテレビを中心に、放送メディア

の歴史を学ぶ。

3

メディアとオーディエンス：オーディエンスとは何か。またメ

ディアとオーディエンスの関係を考える。

4

メディア・リテラシーとは何か？：メディア・リテラシーの基

本概念を説明するとともに、メディアを能動的に学習・活

用する方法を探る。

5

情報化とは何か？：「情報化」に取り囲まれる今日の社会

状況ついて説明する。

6

情報と政治・経済の関わり：社会的領域にメディアがどう

作用するのかを説明する。特に政治・経済とメディアのか

かわりについて学ぶ。

7

電子ネットワークのインパクト(1)：電子ネットワーク、特に

インターネットについて、その成立から発展までの成り行

きを説明する。

8

電子ネットワークのインパクト(2)：ネット社会が新聞・放送

など、既存メディアの枠組みをどのように変えていく可能

性があるのか？

9

ネットが変える広告のかたち：プッシュ型メディアとプル型

メディア

10

メディアの思想(1)：ジャーナリズム、その定義、ジャーナリ

ストの活動と思想について説明する。 

11

メディアの思想(2)：メディアは何を報じているのかについ

て事例から考える。

12

メディアと広告：テレビCMを中心にメディアと広告につい

て学ぶ。

13

メディア産業と文化：メディア産業とグローバルなメディア

について、映像・音楽などのポピュラーな文化との関係か

ら理解する。

14

グローバル化とメディア：グローバル化の問題を、グロー

バルメディア、戦争報道から考える。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書と授業内容の理解度をはかる。試験形式は、選択式と記述式の併用。教科書やノート、55 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業中に適宜指示を行う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

本講義は各パートを３人の担当者がリレー形式で行うため、実際の講義の順序はクラスによって異なる。学生は自分が登録しているクラス（SAま

たはSB）の教室で、全１５回受講すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・コミュニケーション・ペーパーは、講義をしっかり聞きその内容に基づいて自分なりの考えが書かれているかをチェックし、その出来によって０～

６点で評価する。単に出席しているだけでは点数がつかないので注意すること。

・コミュニケーション・ペーパー提出の際には、必ずQRコードシールを貼ること。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫他／世界思想社／4790710572／

辞書等の持ち込みは不可。

平常点評価 毎回、授業中にコミュニケーション・ペーパーを課す。45 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業はこれからスポーツを学ぶ学生が、自分がこれまで考えてきたスポーツの見方を相対化し、スポーツが社会や文化、歴史、あるいは身

体との交点の上に成り立つ複合的な文化であることを考えていけるようになっていくことを目的としている。またそのためにスポーツの領域ではど

のような学びがこれまでつくられてきたか、諸学の概要と現在の到達状況も合わせて学び、今後の自己の学びの設計にいかしていけるようにす

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教養科目「スポーツの歴史と発展」「スポーツと現代社会」をあわせて履修することが望ましい。

教科書は指定しない。適宜資料を配付する。

授業中指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業では理解度を確認するため適宜小レポートを課す。

授業はゲスト講師も交えて行うので、講義順が入れ替わる場合がある。その場合は事前に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/　　日本体育学会HP

単位数 /  Credit 2

現代とスポーツ (S)  §  人間と文化 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

11354

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・スポーツを単に運動場面の事象として捉えるのではなく、様々な要素が複合した文化であることを理解す　る。

・スポーツ学の今日の到達段階を理解し、自らの学びを考えていけるようにする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

自己の行ってきた経験のみに頼らず、様々なスポーツのあり方や、様々な人々のスポーツへの取り組みを考えていくこと。また社会環境との関

連で考えていけるように、教養科目も含め産業社会学部で展開されている多様な科目を学び、複眼的な目でスポーツを見ることができるように

すること。このことを常に心がけて下さい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

自己のスポーツ観を相対化する 学校体育、運動部、甲子園１

スポーツとはどんな文化か（１） 遊び論、カイヨワ、ホイジンガ２

スポーツとはどんな文化か（２） オフサイド、スポーツ技術３

スポーツとはどんな文化か（３） アマチュアリズム、プロフェッショナリズム４

スポーツとはどのような文化か（４） 競技、観衆、メディア５

スポーツと社会（１） ナショナリズム、国民国家６

スポーツと社会（２） イベント、マスメディア７

スポーツと民族・文化 スポーツ文化人類学、祭儀、ダンス８

スポーツを哲学する プレイ、聖－俗、本能９

スポーツの歴史を学ぶ 中世、近代、市民社会１０

スポーツをどのように「経営」していくか イノベーション、マーケティング、スポーツビジネス11

スポーツ政策の変遷 保体審答申、スポーツビジョン、スポーツ立国論12

スポーツと身体の関わり 身体、脳、制御、運動学13

スポーツサイエンスの今日 栄養、医学、バイオメカニクス14

スポーツの今日と専攻での学び グローバリゼーション、メディア、地域社会15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 理解度、授業を踏まえた自己の学びの課題設定やその設計60 ％

平常点評価 授業にて適宜行う小レポートを加点する。40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　社会的に重要な役割を持ち始めたNPO・NGOについて学んでいきたい。福祉、環境、人権、まちづくり、IT等様々な分野の組織を中心に取りあ

げる。また、企業および行政組織と比較して、NPOのサービスの特徴を考察していく(例えば、NPOのリーダーの多くが①いわゆる「専門家ではな

い」地域の市民 ②既存の制度から「はみ出した」専門家、である)。さらに、 近はより事業性の高い｢社会的企業｣｢社会起業家｣にも注目が集

まっている。

　上記のテーマを学んでいくため、講義においてはビデオ等の視覚教材を毎回使用し、ゲスト・スピーカーを2回程度招くなどして 新の話題を取

り上げていく。また受講者の意見を求める等、なるべく双方向のコミュニケーションに努める。

　なお国際協力分野のNPO・NGOについては、本講義では取り扱わず、(秋葉が後期に担当する)「国際NPO・NGO論」で取り扱うこととなるので、

留意されたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

｢国際NPO・NGO論｣(後期：担当教員：秋葉武)

ガイダンスに出席して、｢面白そうだな｣と思ったら受講登録してみましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が講義中に随時紹介するNPOのホームページなどは閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

ＮＰＯ・ＮＧＯ論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15809

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

下記のことを理解し、社会の動向を自ら考察することを目標とする

・サードセクターとしてのＮＰＯ――政府および企業だけでは、なぜ社会がうまく機能しなくなっているのか

・NPOは閉塞感を深める日本社会のなかで、具体的にどのような役割を果たせるのか

・NPOという組織における働き方は、新しい働き方を社会に提起しているといわれる。職員、ボランティアを含めたＮＰＯの人材をみる

・NPOは呼称、活動分野が多様であることから、一見理解し辛いイメージがあるが、その点についても整理する

・世界景気の悪化がＮＰＯセクターにいかなる影響を及ぼしているかを理解する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NPO・NGOの概論①――阪神大震災時のボランティア活

動を事例として――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、行

政の限界

2

NPO・NGOの概論②――NGOでの職員の働き方を事例と

して――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、サー

ビスの特質

3

無給ボランティアから有給スタッフへ――阪神大震災時

のボランティア活動を事例として――

NPO・NGOの学術的概念、呼称の固有性、有償化のプ

ロセス

4

政府とNPOの関係――｢NPO大国｣アメリカのボランティア

活動を事例として――

アメリカのNPOの歴史、寄付行為、公共への市民参加5

政府とNPOの関係――アメリカのNPOの企業、政府との

パートナーシップを事例として――

｢大きな政府｣の世界的な退潮、市民の公共への参加を

促す社会制度

6

地球環境問題とNGO――地球温暖化防止に取り組む

NGOの役割から――

国益追求の限界、市民組織の役割7～8

市民の公共への参加を促す社会制度――1998年のNPO

法成立の背景から――

｢認証｣と｢認可｣の違い、法人格の意味9

NPOの制度化――NPOの介護保険制度への参入を事例

として――

在宅福祉NPOと介護保険、経営管理の重要性10

企業とNPOの比較――Linuxの成功から―― 情報化、IT化とNPO11

事業型NPOおよび社会指向型企業の誕生 ソーシャル・ベンチャー、社会企業家12～13

NPOの資源開発――パブリックリソースセンターの取り組

みから――

寄付マーケットの開拓、SRI(社会的責任投資)14

NPOの将来と展望 日本のNPOの果たす役割と今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述と穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主に、コミュニケーションペーパーの提出となります。授業内容に関して記入してください。30 ％
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他の受講生の受講権の侵害は辞めましょう。授業中の私語、大幅な遅刻、頻繁な途中入退室など

新聞でNPOの記事をチェックしてみましょう

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

NPOを取り巻く外部環境は急速に変化していますので、下記のHPなどをぜひチェックしてみて下さい。

日本NPOセンターHP　　　　　　　http://www.jnpoc.ne.jp/

パブリックリソースセンターHP　　http://www.public.or.jp/

内閣府ＮＰＯHP                 http://www.npo-homepage.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

せっかく受講されるので、ぜひ授業以外で勉強すると、新しい視野が開かれると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ＮＰＯ基礎講座〔新版〕 (2005) 山岡義典／ぎょうせい／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

私たちは、「学校」「企業」「市民社会」など、多様な集団および組織に属しているが、自分にとって も身近な集団が「家族」である。家族をめぐる

諸問題は、非常に身近な問題であるだけに、社会的・個人的関心の高い学問領域である。本講義では、「家族」というフィルターを通して、戦後日

本社会の生活構造の歴史的形成過程および今日的課題について検討する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

事件、映画、小説といった家族に関するトピックスを意識的にチェックすること。講義の理解を深めるために、講義で関連する参考文献を適宜提

示する。

単位数 /  Credit 2

家族社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

13336

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、家族社会学に関する理論的知識を習得すると同時に、こうした分析ツールを用いて、自分の家族関係を含む現代の家族変動の趨

勢を客観化し、批判的に読み解くことを目標とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

レジュメは、WebCTにおいて公開する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

迷走する家族 山田昌弘／有斐閣／4641173125 ／

ジェンダーとライフコースで読む家族 岩上真珠／有斐閣／9784641173378／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

家族研究の課題 家族の定義　主観的家族論  第1回

家族社会学史①  ライフサイクル、ライフコース、エルダー、ライフスタイル 

 

第2回

家族社会学史② パーソンズ、バージェス・ロック、近代家族　社会システ

ム  

第3回

「近代家族」以前の家族 伝統家族　直系家族　親族  第4回

「近代家族」の成立 アリエス、子ども、性別役割分業、専業主婦、母性愛  第5回

日本における「近代家族」の成立 戸籍制度、専業主婦、企業戦士、性別役割分業、婚外

子 

第6回

「近代家族」と結婚①  宮廷恋愛、恋愛結婚、ロマンティックラブ・イデオロ

ギー、純粋な関係性 

第7回

「近代家族」と結婚②  未婚化、晩婚化、新・専業主婦願望  第8回

「近代家族」の病理①  デートＤＶ、恋愛依存症、共依存  第9回

「近代家族」の病理②  閉鎖的育児、三歳児神話、児童虐待第10回

「近代家族」のゆらぎ①　結婚をめぐる変化 離婚、積極的破綻主義、ステップファミリー、事実婚、同

性婚、ドメスティック・パートナー法　

第11回

「近代家族」のゆらぎ②　子育ての「社会化」  育児休業制度　主夫　パパ・クォータ制第12回

「近代家族」のゆらぎ③　介護の「社会化」 家族介護者、男性介護者、介護者支援第13回

「近代家族」のゆらぎ④　生殖技術 生殖技術、不妊第14回

私たちがつくるこれからの家族第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 講義の際にミニレポートを提出してもらう場合がある。30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

いま人類は、地球温暖化・気候変動に代表される地球環境破壊という自らの存在基盤を喪失する重大問題に直面している。この問題を克服し、

持続可能な社会を構築することが21世紀の 重要課題であろう。そのためには、CO2などの温室効果ガスの大幅削減が不可欠である。CO2の

大幅削減を実現するには、エネルギー利用のあり方を見直し、持続可能なエネルギーシステムへ転換しなければならない。

本講では、まずこれまでのエネルギー利用の中心をなす化石資源や原子力の問題点について概説する。次いで、 近の世界のエネルギー動向

と特徴、とくに21世紀のエネルギーの中核を担うであろう再生可能エネルギーの普及を目指す世界各国（ドイツ、デンマーク、アメリカ、インド、中

国、東南アジア諸国等）の動向と特徴に焦点を当てて、日本と比較しながら紹介し、持続可能なエネルギー利用について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代環境論」は、本講の背景にある環境問題の理解に役立つ。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生諸君が力をつけるには、予習、復習と同時に、積極的に関心あるテーマについての自主的な研究・学習を行うことが重要である。多くの諸

単位数 /  Credit 2

資源エネルギー論 (S)  §  環境技術論 (S)

担当者名 /  Instructor 和田 武

13220

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

20世紀のエネルギー利用の問題点について理解を深める。

21世紀の中核となる再生可能エネルギー（太陽エネルギー、風力、バイオマス、地熱など）の基礎知識を獲得する。

現代世界の再生可能エネルギー普及動向とその特徴についての認識を深める。

持続可能なエネルギー利用のあり方を知り、日本でのその実現を目指す市民としての力を習得する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「資源エネルギー論」講義の概要

エネルギーとは？　人類の資源・エネルギー利用の歴

史、エネルギーの基礎知識

資源、エネルギー、歴史、電気、熱、動力、１

従来のエネルギー利用の問題点（1）エネルギー資源の

枯渇

地下資源、再生不能資源、化石資源、石炭、石油、天

然ガス、原子力資源、ウラン、埋蔵量、可採年数

２

従来のエネルギー利用の問題点（2）化石資源利用によ

る環境汚染；大気汚染と酸性雨

化石資源、石炭、石油、天然ガス、大気汚染、NOX、

SOX、酸性雨、酸性降下物

３

従来のエネルギー利用の問題点（3）化石資源利用によ

る地球温暖化・気候変動

化石資源、石炭、石油、天然ガス、CO2、温室効果ガ

ス、地球温暖化、気候変動

４

従来のエネルギー利用の問題点（4）原子力発電の苛酷

事故とその影響

ウラン、核分裂生成物、高レベル放射性物質、放射能、

放射線、原子力発電所事故、

５

従来のエネルギー利用の問題点（5）原子力発電におけ

る核燃料サイクルの問題点

沸騰水型原子力発電所、加圧水型原子力発電所、使

用済み核燃料の再処理、プルトニウム、高速増殖炉、

６

持続可能な資源・エネルギー利用とは？ 省資源、リユース、リデュース、リサイクル、省エネル

ギー、エネルギー効率改善、再生可能エネルギー、再

生不能エネルギー

７

世界のエネルギー利用動向（1）世界のエネルギー利用

の現状と特徴

エネルギー、石炭、石油、天然ガス、原子力、再生可能

エネルギー国際エネルギー機関（IEA)、

８

世界のエネルギー利用動向（2）デンマークの再生可能エ

ネルギー

再生可能エネルギー、風力発電、バイオマス、地域暖

房、エネルギー21計画、市民参加

９

世界のエネルギー利用動向（3）ドイツの再生可能エネル

ギー

再生可能エネルギー法、再生可能エネルギー熱法、電

力買取補償制度、再生可能エネルギー普及による産業

発展・雇用創出・農村地域活性化、風力発電、太陽光

発電、バイオマス

１０

世界のエネルギー利用動向（4）アメリカの再生可能エネ

ルギー

連邦と州のエネルギー政策、オバマ大統領、グリーン

ニューディール、風力発電、バイオ燃料、太陽光発電、

スマートグリッド

１１

世界のエネルギー利用動向（5）インドの再生可能エネル

ギー

発展途上国、新・再生可能エネルギー省、統合農村エ

ネルギー計画、未電化村の電化、風力発電、太陽光発

電、バイオマス、

１２

世界のエネルギー利用動向（6）中国、アジア諸国の再生

可能エネルギー

中国、東南アジア、フィリピン、タイ、エネルギー政策、熱

帯地域、風力発電、太陽光発電、バイオマス、

１３

日本のエネルギー利用の現状と課題 京都議定書、CO2削減目標、エネルギー政策、電力買

取制度、原子力、再生可能エネルギー、

１４

まとめ・持続可能なエネルギー社会を目指して ２１世紀、省エネルギー、エネルギー効率改善、再生可

能エネルギー、原子力

１５
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上記のように，優れた自主レポートについては、上記評価に加点（ただし 大10％以内）する。

教科書による予習、復習に努めることを望む。

上記のほかに、必要に応じて講義中にも紹介する予定である。

君が取り組むことを望む。その成果は「自主レポート」として提出することができる。なお、自主レポートのテーマや書き方は自由で、授業期間内

に1回に限らず何度でも提出できるものである。優れたレポートについては、成績評価にプラスする。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国際機関：国連エネルギー機関（IEA)；http://www.iea.org/、IPCC；http://www.ipcc.ch/、国際再生可能エネルギー機関；http://www.irena.org/、

国際原子力機関（IAEA)；

国内機関：経済産業省；http://www.env.go.jp/、環境省；http://www.env.go.jp/、資源エネルギー庁；http://www.enecho.meti.go.jp/、NEDO（新エ

ネルギー産業技術開発機構）；http://www.nedo.go.jp/、自然エネルギー市民の会；http://www.bnet.jp./pare/、など。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講用ノートをとる習慣を身につけることを勧める。受講での学びを自主的に補充や発展的学習し、ノートに記録することで、力がつくはずであ

る。

下記参考書のうち，『環境事典』や『環境資料集成』以外の参考書を少なくとも，１冊以上，読むことが望ましい。また、新聞等を通じて環境問題

や環境政策に関する記事に日常的に目を通しておくことも重要である。

質問等は授業終了後に直接聞くこと。やりとりで理解が深まる。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

拡大する世界の再生可能エネルギー 和田　武／世界思想社／／2011年４〜5月出版予定

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境辞典 日本科学者会議／旬報社／978-4-8451-1072-8 ／環境用語の調査に 適。

環境資料集成（全９巻） 日本科学者会議／旬報社／／環境関連資料調査に 適。

飛躍するドイツの再生可能エネルギー 和田　武／世界思想社／978-4-7907-1346-3 ／ドイツのエネルギー動向、政策、市民

の取り組み

増補版：デンマークという国 自然エネルギー先

進国

ケンジ・ステファン・スズキ／合同出版／978-4-7726-0361-4／デンマークの先進的再

生可能エネルギー普及

クリーン＆グリーンエネルギー革命　―　サステ

イナブルな低炭素社会の実現に

東京大学サステイナビリティ学連携研究機構／ダイヤモンド社 ／978-4478012581／

21世紀のエネルギー改革の方向

再生可能エネルギー先進国インド 和田幸子／日報出版／978-4-89086-249-8／インドの再生可能エネルギーの先進性

よくわかる自然エネルギー 自然エネルギー推進市民フォーラム／合同出版／9784772602969／再生可能エネル

ギーの基礎知識

地球温暖化を防止するエネルギー戦略 林・矢野・青山・和田  ／実教出版／4-407-02971-4 ／温暖化防止のエネルギー利用

のあり方

ソーラー地球経済 ハーマン・シェーア／岩波書店／9784000056076／今後の再生可能エネルギー経済

環境展望　1〜5巻 日本科学者会議 ／実教出版／978-4-407-31352-9／各巻に温暖化・エネルギー関連

の論文を掲載

エネルギーと環境の話をしよう 西尾 漠／七つ森書館／978-4822808754／原子力問題について理解を深める

データから読み解くエネルギー問題 松井賢一／エネルギーフォーラム ／978-4885553585／エネルギーデータの理解の仕

方

新・地球環境論 和田　武／創元社／4-422-40017-7／地球環境問題の全容の理解に役立つ　　　　　　

グリーンニューディール 末吉竹二郎 ／読売新聞社／9784860181703／オバマのグリーンニューディール政策

の解説

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％

レポート試験 提出義務のあるレポートは課さないが、自主レポートの提出は何回でも可能である。そのなか

で優れたレポートの場合、成績評価に 大10％まで加点することがある。

0 ％

平常点評価 授業の感想、意見、質問等を記述する小レポートの提出を数回，求める予定である。それらを

平常点評価の対象とする。必ず，提出すること。

20 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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地球環境問題の克服のために資源エネルギー利用のあり方が問われている。市民生活を営む上でも、行政、企業などで働く立場からも、エネル

ギーについての見方、考え方を身につけなければならない時代になっている。自主的、積極的に学んでほしい。
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授業 の概要 /  Course Outline

第二次世界大戦以降の世界経済は、急速な成長を遂げると同時に、深刻な環境問題が発生した。そして、今日では環境問題の範囲は先進国だ

けではなく世界的な規模で展開されている。

本講義では、主に第二次世界大戦以降から現代における世界経済の変化と環境問題に焦点を当てながら、環境問題の発生メカニズムについて

考えていく。なお、講義内容は進捗状況と受講者の要望等に応じて内容を変更する場合がある。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

環境論 (S)  §  環境問題論 (S)

担当者名 /  Instructor 中村 真悟

15864

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

第二次世界大戦以降から現代に至る環境問題の事例について学ぶ。環境問題の発生と世界経済の変化について学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『科学・技術と社会を考える』 兵藤友博編／ムイスリ出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第二次世界大戦以降の世界経済と環境問題 世界経済／環境問題1

高度経済成長と環境問題（１） 水俣病2

高度経済成長と環境問題（２） イタイイタイ病3

大気汚染公害問題 四日市公害／西淀川・尼崎大気汚染公害4

企業の多国籍展開と環境問題の「国際化」（１） 途上国／環境問題の「国際化」5

企業の多国籍展開と環境問題の「国際化」（２） 産業空洞化／都市再開発／市街地土壌汚染6

途上国の経済成長と環境問題（１） 船舶解体7

途上国の経済成長と環境問題（２） 中国の環境ビジネス8

資源枯渇問題とリサイクル（１） 資源枯渇／リサイクル／普及の条件9

資源枯渇問題とリサイクル（２） 日本のリサイクル法の現状と課題10

地球温暖化問題と新エネルギー（１） 地球温暖化問題とは11

地球温暖化問題と新エネルギー（２） 日米欧の地球温暖化対策比較12

地球温暖化問題と新エネルギー（３） オイルショック／エネルギー需給構造13

地球温暖化問題と新エネルギー（４） 日欧のエネルギー戦略比較14

現代社会と環境問題 環境問題／発生メカニズム15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、一人ひとりにとって居心地のいい居住環境とはどのようなものなのかを明らかにするとともに、そのような環境を創出するための考

え方や知恵や技を伝えたい。

多くの具体的事例を通して、「空間・場（都市・まち）」の質が「ひと」の在り方（社会関係や文化等）を規定し「できごと（生活のドラマ）」を誘発すると

同時に、「ひと」の「思い」や「できごと」が「場」に意味を与えるという、「場」と「人」の「創り・創られる」相互浸透的で重層的な関係として「居住環

境」を読み解く視点を学んでいく。

講義では、スライド映像等を活用しつつ、多くの事例をもとに「見える都市」から「見えない都市」を読み解いていく。知識提供型ではなく、事例を

物語りその意味を考えてもらう問題提起型の講義。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義のみで完結する内容です。ただし、より理解を深めるため、後期におこなう「参加のデザイン論」をあわせて受講することを期待します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

画像を多用し事例から考える。　

身近な場所である「京都」を題材に講義をスタートし、論を拡げ、 後にもう一度「京都」を題材にする。

可能な限り応答型講義を心がける（講義中の応答＋コミュニケーションペーパーで感想や質問を受け、次回に質問や意見をもとに講義を行う、な

ど）。

単位数 /  Credit 2

居住環境デザイン論 (S)  §  都市構造論 (G)

担当者名 /  Instructor 乾 亨

13179

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講生が、「わたし」あるいは「わたしたち」が、より「豊かに」暮らすためにはどうしたらいいかを考えるようになることが、本講義の 終的な狙い

である。

そのために、人々が心地よく暮らしうる「場＝居住環境」とはなにかについて、事例とその解説を通じて自ら考え、そのような環境を創出するため

の方法や技を、事例からまなびとる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

知識提供型ではなく、事例を物語りその意味を自ら考えてもらう問題提起型の講義なので、きちんと出席して継続して受講することを望みます

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「居住環境デザイン論」ってなに？「居住環境」ってなに？

 

本授業の視点の提供：「ひと」と「場所＝都市（まち・地

域）」の関係論 

1

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

１

京都歴史散歩…京都は千年の都、万古不易って本

当？ 

2

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

２ 

続・京都歴史散歩…「都市」の魅力は多層性・多義性に

ある

3

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

３ 

都市はうつろいゆくもの。網目としての都市・自己創出

系としての都市＝「まちづくり」の視座 

4

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その１ 都市計画とはなにか 5

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その2 ｢理想の都市｣は創りうるか＝近代都市計画の光と影

(1) 

6

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その3 ｢理想の都市｣は創りうるか＝近代都市計画の光と影

(2) 

7

中間まとめ これまでの流れを整理して後半につなぐ 8

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その1 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(1） 9

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その2 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(2） 10

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その3 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(3） 11

「まち」に住み続けるために　その1 京都の現状…京都は住み続けられるまちか？(1) 12

「まち」に住み続けるために　その2 京都の現状…京都は住み続けられるまちか？(2) 13

「まち」に住み続けるために　その3 新しい京都の動き 14

まとめ 再度、居住環境をデザインする意味を考える 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 成績は基本的には試験レポートの点数で評価します。ただし、それなりに厳しく採点します。

評価基準はレポート課題発表時に示します。 

100 ％

平常点評価 適宜、出席確認を兼ねて感想や質問を提出してもらい、出席率がいい人は「レポート試験」の評

価に加点します。 

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

教科書は用いず、そのつどレジュメを配布します。レジュメは教室でのみ配布（講義に出ずレジュメだけみても内容は伝わりません）。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

mail:inui@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代日本経済分析をテーマとし、はじめに方法として「市民社会と企業社会」について考えたうえで、1990年以降のバブル崩壊不況と近年におけ

る若干の景気回復状況など、文字通りの「現局面」分析を行なう。

本科目は、もちろん独立した科目であるが、私のもう1つの担当科目「日本経済論」と連結しておりその前半部分にあたる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

松葉正文『現代日本経済論：市民社会と企業社会の間』晃洋書房。

授業中に適時紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

13183

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに－問題の所在1

日本経済の概況2

「高度成長」と企業社会の成立3

企業社会と市民社会4

市民社会の概念規定5

大企業体制の２類型6

貿易関係と資本の対外的展開7

同上（２）8

不良債権問題の経過と問題点9

同上（２）10

六大企業集団と法人資本主義11

同上（２）12

日本的経営について13

まとめ１－現代経済論の課題14

まとめ２－現代経済論の課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

いま社会の中で「人々の絆」が弱くなってきています。「あなたは、見知らぬ他人を信じることができるか」というアンケートに信じることができない

と答えた人の割合が以前と比べて増えてきています。それとともに社会的犯罪や病理現象も増えてきているといいます。なぜでしょうか？いろい

ろな答えがあるかもしれません。しかし、人々が利己的になりつつあること、社会のことを考えなくなってきたことが大きな原因の一つであることは

確かです。こうしたなかで市民社会についての議論が近年大きくクローズアップされています。人々はどのようにこれまで他人と絆を結びつつ社

会を形成してきたのか。またなぜ絆が弱くなりつつあるのか、それを克服することができるのか。本講義は、近代社会が市民社会として形成され

てきた歴史をたどりながら、人々が市民社会のなかで個人と社会（他人）との関係をどう捉えてきたのかを思想家の議論をたどりながら見ていくも

のであり、そのなかで上記の問いを考えていくものである

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは使用しない。れじゅめに基づいて講義。参考文献は適時、知らせることとする 

単位数 /  Credit 2

現代市民社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 篠田 武司

15831

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）近代（市民）社会形成の原理が何であったのかを、ルソー、スミスをとおして理解すること

２）現代(市民）社会の構成原理をハーバマス、パットナム、ハーストをとおして理解すること

３）現代社会において自明とされている社会・人間観を懐疑し、再考すること 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに  

 

市民社会とはなにか？１

近代市民社会の成立－フランス革命   

絶対王制、ブルジョアジー、プロレタリアート、市民革命

２

市民社会の原理－フランス人権宣言を読む   

  

自由、平等、博愛、所有   1789年、封建制度、産業化 ３

 古典に見る社会像１－ルソーの描いた社会   自然状態、文明社会、不平等、自愛心と慈愛心４

古典に見る社会像２－スミスの描いた社会   

  

商業社会、利己心、同感の原理、正義, ホッブス  ５

古典に見る社会像３－ヘーゲル、マルクスの描いた社会 

  

人倫国家、公民のモラル、個人と私人、資本の文明化

作用、貨幣物神

６

小括・まとめ   

  

補足講義、また理解確認のためのアンケート、質問など

 

７

ハーバマスと市民社会１－ハーバマスの課題 東欧革命、システム世界、生活世界、植民地化  ８

 ハーバマスと市民社会２－市民的公共性   批判的公共性、熟議民主主義、公共圏   ９

パットナムと市民社会１－ボーリング・アローン   市民社会の衰退、政治参加、市民参加、友人、家族  １０

 パットナムと市民社会２－社会関係資本と格差   

  

社会関係資本、信頼、互酬性  １１

小括・まとめ  補足講義、理解確認のためのアンケート、質問等 １２

ハーストと市民社会   

 

ガバナンス、市民諸組織、社会への参加、市民社会の

公共

１３

ギデンズと市民社会  

  

アクティブ市民社会、社会包含、政府と市民社会との

パートナーシップ   

１４

市民社会と日本  市民社会論のまとめ、日本で、それはどう論じられてき

たのか？

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問によって、講義の理解度を考課する 80 ％



2011 年度シラバス立命館大学

評価は、定期試験80点。出席点（５～７点）20点＝100点とする。

テキストは、使わない。レジュメに沿って講義を行う

参考文献追加：『第三の道』ギデンス（佐和訳）日本経済新聞社

順次、講義中に参考文献を指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義はできるだけ続けて聴講してほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『市民社会論』             山口定  ／有斐閣／／

『市民の政治学』   篠原一   ／岩波新書  ／／

『相対化の時代』   坂本義和   ／岩波新書  ／／

『公共性』   斎藤純一   ／岩波書店  ／／

『孤独なボーリング』 パットナム（鹿内訳） ／柏書房  ／／

平常点評価 出席を3～4回とり、点数化する。20 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

発展途上国には不就学児や非識字者が未だに大勢おり，その支援が国際的に急がれている。本授業では，国際教育援助の現状と課題につい

て概説し，国際社会の潮流や歴史的展開にも言及しながら，教育援助における基本的な原理と実践手法を概観し，その論点整理と展望の探究

を行う。また，本授業は一方的な講義形式ではなく，受講者小集団によるプレゼンテーションや議論形式を取り入れた参加型学習を進める。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

事前履修が必要な科目は特にありません。日頃から，様々な報道機関，諸外国のメディア等にも目を通して情報を比べることで，物事を多角的

に考える習慣をつけて下さい。 

特別な事情がない限り，開講回数の２／３以上を出席することを単位認定の基本条件とします。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

本授業は一方的な伝達形式ではなく，受講者の関心や問題意識に基づいた議論を中心に進めていきます。教員の指示をただ待つのではなく，

教育援助に関する課題を様々な一次資料から探究していくことが大切です。 

単位数 /  Credit 2

国際教育援助論 (S)  §  国際教育援助論 (I)

担当者名 /  Instructor 小原 豊

13185

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１　国際教育援助の基本原理を理解し，発展途上国支援の諸課題を探究する力量を形成すること。

２　国際教育援助の歴史的展開を踏まえ，発展途上国支援の実践的手法について理解すること。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

我々は国際社会を生きる上で，自国の文化に根ざしながらも，多様な価値観をもって異なる文化の在り方を尊重し，受け入れねばなりません。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

国際教育援助とは何か？：国境を越えて人が人の学びを

支援する 

国際社会の潮流，世界識字実験計画(EWLP)，援助理

念と政策 

第01回

国際教育援助の仕組み  ＯＤＡ，円借款，無償／有償資金協力，技術協力 第02回

国際教育援助の概略史 ジョムティエン会議，ダカール行動枠組み，成長のため

の基礎教育イニシアチブ 

第03回

世界の基礎教育の現状と課題 量的拡大と質的向上，識字率・就学率，世界銀行，女子

教育， 

第04回 

日本による教育援助①その比較優位性：Jugyou-Kenkyu

とは何か

授業研究，カスケード方式とクラスター方式，住民参加 第05回 

日本による教育援助②ＪＩＣＡの活動と青年海外協力隊の

展開

JICA，JOCV，選考・訓練・実情，自助努力，協力隊５か

条 

第06回 

日本による教育援助③文部科学省による国際教育協力

イニシアチブ

拠点システム，日本の教育経験集約，協力知見の体系

化・共有化 

第07回

途上国理解・支援の原理①文化的アイデンティティ 民族性，多言語・他文化社会，僻地複式モデル第08回 

途上国理解・支援の原理②持続可能性（Sustainability） 技術移転，プロジェクト評価，参加型ガバナンス第09回 

途上国理解・支援の手法①教育開発モデル 社会構造，モデル分析（ハービンソン&マイヤーズ，カミ

ングス） 

第10回 

途上国理解・支援の手法②教育セクター分析 包括性と選択，優先課題，ファストトラックイニシエティブ

(FTI) 

第11回 

国際教育協力フィールドワーク①NGOの活躍：アフガニス

タンを事例に 

実際に国際教育協力に勤しむＮＧＯの方を招聘し，議

論・懇談する 

第12回

国際教育協力フィールドワーク②草の根交流：インドネシ

アを事例に

実際に国際教育協力に勤しむ活動家を招聘し，議論・

懇談する 

第13回 

国際教育協力フィールドワーク③専門家派遣：ラオスを事

例に

実際に国際教育協力に勤しむ専門家を招聘し，議論・

懇談する

第14回 

国際教育援助の論点整理と展望：支援から共生へ 世界人権宣言の理念，Education for All (EFA)，ヨハネ

スブルグ宣言

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 小集団による課題発表に対する自己評価，受講者同士による相互評価，教員評価を参照す

る。 

40 ％

平常点評価 出席を重視する。また日常点（学習態度，質問内容，討論参加等）も加算する。60 ％
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教科書は指定しません。必要に応じて授業時に参考資料を適宜配布します。 

その他，参考図書の内容は随時紹介し，必要に応じて抜粋を配布します。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国際協力機構(JICA)や国際教育イニシアティブの活動関連のweb site 等を随時紹介していきます。 

 その他 /  Others

授業において不明な点，疑問に感じた点を大切にして，まずは自らその解消に努めて下さい。またＰＣを利用した授業を行う場合もあります。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

国際教育援助については，ドナー国と被援助国が対等な立場で相互理解を深め，国際社会での共生を目指す立場で学ぶ必要があります。とか

く視野が狭窄しがちな教育分野ですが，国際的な視野で教育問題を捉える経験が，受講者各位にとって大きな財産になることを願います。 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

国際教育協力論   内海成治／世界思想社／ 4-7907-0910-8  ／教育協力分野の学際的な知識が得ら

れる。 

国際教育開発論   黒田一雄，横関祐見子  ／有斐閣 ／4-641-07697-9 ／多様な領域の教養が体系的

に得られる。

国際教育協力を志す人のために 千葉杲弘，寺尾明人，永田佳之／学文社 ／4-7620-1359-5 ／専門的知識が包括的

に得られる。 

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

 社会政策には労働政策、社会保障・社会福祉政策、ジェンダー政策など多様な政策が含まれるが、いずれの領域においても国際的な政策の立

案・実施がますます求められるようになっている。その大きな要因は、20世紀末に新たな段階への発展を見せた経済グローバル化にあると考え

られる。グローバル化が一国単位の社会政策の有効性に対する歯止めとして作用し、「福祉国家の時代が終焉した」という見方をする論者もい

る。

　本講義では、第一次大戦終結後に創設されたＩＬＯの役割と国際社会政策の発展を概観した上で、上述したような近年のグローバル経済・社会

の文脈において、国際社会政策の形成や実施にどのような変化が生じているのかを、中心的なテーマとして取り上げていきたい。さらに、国際的

な基準に照らした場合、日本の社会政策にはどのような特徴と課題があるのかについても、社会福祉政策と労働政策の例で検討していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用せず、レジュメを配布して講義を行う。参考書は以下に掲げるもののほか、随時授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業の前週に参考文献の予習を指示する場合があるので、準備して出席してほしい。

単位数 /  Credit 2

国際社会政策論 (S)  §  国際社会政策論 (I)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

15852

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．国際社会政策の基本的概念や関わる機関、近年の変化や課題を理解できるようになること

２．いくつかの国（日本、イギリス、北欧諸国等）の国家レベルの社会政策について、その特徴を理解した上で、グローバルおよびリージョナルレ

ベルの社会政策との連続性について考察できるようになること

３．とりわけ日本の社会政策の特徴や特異性、国際基準との乖離について、自分の意見を述べられるようになること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、社会政策とは何か 社会政策論、「労働力」と社会政策１

国際社会政策の内容と性格 労働基準政策、雇用政策、労使関係政策、社会保障政

策

２

国際社会政策の成立とＩＬＯの創設 国際労働者保護立法協会、ヴェルサイユ条約、国際連

盟

３

ＩＬＯの機能と日本の関わり フィラデルフィア宣言、条例と勧告４

グローバル化の進展と社会政策への影響 グローバル化、福祉国家、社会民主主義、保守主義、

（新）自由主義

５

いくつかの国際レジームが果たす役割 Ｇ７、ＷＴＯと「社会条項」、ＩＭＦと開発援助６

ＮＧＯの役割と課題 国際ＮＧＯ、アンチ・スウェットショップ７

国際労働基準を巡る攻防 ＩＬＯの中核的労働基準、労働ＣＳＲ、ＩＳＯ、国連グロー

バルコンパクト

８

ジェンダーと国際社会政策 女性差別撤廃条約、ＩＬＯ156号条約、ポジティブ・アク

ション

９

地域の取り組み（ＥＵの社会政策） ローマ条約、構造基金と結束基金10

日本の社会政策：障害者福祉政策（スウェーデンとの比

較

障害者自立支援法、障害者雇用促進法、障害者手帳、

発達障害

11

日本の社会政策：高齢者介護政策（イギリスとの比較） 介護保険制度、地域支援事業、コミッショニング12

日本の社会政策：男女平等・共生政策（オランダとの比

較）

労働時間、同一価値同一賃金、育児・介護休業制度13

日本の社会政策：社会的企業と就労支援政策（イギリス、

イタリア等との比較）

社会的企業、労働者協同組合、ワークフェア政策14

日本の社会政策と国際労働基準、定期試験に関する情

報提供

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容に関連した試験を実施する。80 ％

平常点評価 授業時間中のコミュニケーションペーパーや感想文の提出（数回）をもって、平常点として加点

する。

20 ％
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その他の参考文献はレジュメで随時紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

ＩＬＯ（http:www.ilo.org）　　ＯＥＣＤ（http://www.oecd.org）　　ＥＵ（http://europa.eu/）

  その他はレジュメで適宜紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールでの連絡も可。junri@pa2.so-net.ne.jpまで。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

三訂　社会政策を学ぶ人のために 玉井金五、大森真紀／世界思想社／／

ＩＬＯの創設と日本の労働行政 吉岡吉典／大月書店／／

福祉国家再編の政治 宮本太郎／ミネルヴァ書房／／

社会的企業の主流化「新しい公共」の担い手とし

て

ＯＥＣＤ／明石出版／／

労働ＣＳＲ入門 吾郷眞一／講談社現代新書／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では，世界の諸国の関係性を，特に経済（学）の視点から学んでいきます。具体的には，第2次世界大戦頃から現在までの時期を対象に

置き，（1）昨今のグローバル化する世界経済の現状と諸問題（第1回～第5回），（2）欧米先進諸国の社会経済システムの歴史的な成長と相違

（第6回～第9回），（3）開発途上国の経済発展と欧米先進諸国との関係性（第10回～第15回），という3つのトピックを設け，国際貿易と，1国の経

済運営・成長という2つの主題に焦点を当てて議論を進めます。同時に，これらの3つのトピックそれぞれについて，経済と政治，あるいは文化，

宗教等の諸要因が重なりあっていることを，制度理論（主に欧米先進諸国の関係）や開発経済論（主に途上国と先進国の関係）のアプローチを

利用しつつ考えていきます。以上の様な形で，講義を進めることで，世界の諸国間での経済的な結びつきとその意味を，理論と現実の両方の視

点から理解します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

（1）各項目の詳細は，初回講義で説明・確認。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

各回講義終了後に，内容の要約・学習の手引きをほぼ各回配布していく（配布方法は，初回講義で確認）。これと，各自の講義板書ノート，パ

ワーポイント資料の3つを併せて，講義のポイントや用語の意味などを特に復習すること。

単位数 /  Credit 2

国際社会論 (S)  §  国際社会論 (I)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

13339

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　（1）授業の概要に挙げた3つのトピックの中で 低1つについては，それを理解する上での基本的な現状や論点を，明確に説明出来ること。

　（2）欧米先進諸国もしくは，開発途上国の歴史や現状を，講義で用いるアプローチに即しつつ理論的にも説明出来ること。

　（3）世界の経済を理解する上で，新聞やニュース等にも出てくる基本的な用語の意味を説明出来ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講上の諸ルールの確認／イントロダクション：国際関係

を巡る様々なアプローチと講義の視点

「経済学」「政治学」「文化人類学」「社会学」「宗教学」

「制度」

1

世界経済を巡る現状，諸問題，そしてグローバリゼーショ

ンの意味

「自由貿易体制」「GATT」「WTO」「為替相場」「地域統

合」

2

世界経済とリーマンショック①：アメリカでの意図的な政策

とサブプライム問題の発生

「政策」「住宅減税」「サブプライム」3

世界経済とリーマンショック②：金融市場の発展と金融商

品の複雑化を中心に

「心理的要因」「確率論」「債務の証券化」4

世界経済とリーマンショック③：日本及び諸外国への影響 「不況」「雇用」「消費」「国債」5

欧米先進諸国の第2次世界大戦後の経済成長の特徴：

1970年代まで

「フォーディズム」「大量生産」「大量消費」「耐久消費財」

「労働者の生活」「福祉国家」

6

欧米先進諸国間での社会経済システムの相違と多様性 「CMEｓ」「LMEs」「制度比較優位」「経済成長の国民的

軌道」「資本主義の多様性」

7

現在のEU諸国に見る諸問題と政策課題 「環境」「移民」「社会的排除」「文化」8

経済学的に世界経済を理解する上での諸論点の整理 「貿易」「為替」「労働」「資源」9

アジアでの宗主国からの独立を巡る植民地の歴史的経

緯

「インド独立」「ベトナム戦争」「朝鮮戦争」10

開発途上国の独立時の諸問題：経済学的な意味 「社会経済システムの移行と移植」「社会的慣習」「国

家」「市場」

11

開発途上国の経済成長と先進国や国際機関の役割 「交易条件」「一次産品」「単線型成長」「複線型成長」

「流血的テーラー主義」「周辺部フォーディズム」

12

NIESからASEAN地域へと伝播した経済成長：東アジアの

奇跡

「直接投資」「プラザ合意以後の円高」「構造転換連鎖

論」「市場拡張的見解」

13

アジア通貨危機とその後：タイの事例を中心にして 「投機マネー」「IMF」「コーポレート・ガバナンス」14

世界はどこへ向かうのか：講義内容の総括 「経済格差の拡大」「環境・資源問題」「利害関係」「経済

コスト」

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 3つの到達目標に対する主に相対的な到達度によって判断。60 ％

平常点評価 ①講義内容に関連した各自の興味や関心に関する小レポート（20％）。

②ランダムな出席確認や講義に関する質問票への回答（20％）。

③講義中に，一度警告したにも関わらず，再度騒いでいた場合には，氏名等を確認し減点対象

とする（1回につき－5％）。

40 ％
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（2）上記「％」は「点」に換算し100点満点で成績算定。

●特定の教科書は，使用しない。

●講義内容への各自の理解を深めるために

＜欧米先進国の経済成長と類型＞

　①福島清彦（2002）『ヨーロッパ型資本主義：アメリカ市場原理主義との決別』講談社現代新書no. 1628，ISBN：4-06-149628-X。

　②山田鋭夫（1993）『レギュラシオン理論：経済学の再生』講談社現代新書no. 1146，ISBN：4-06-149146-6。

　③遠山弘徳他訳（2007）『資本主義の多様性：比較優位の制度的基礎』ナカニシア出版，ISBN：4-77-9501680-7。

　　（中・上級者向け）

＜途上国の開発問題と経済成長＞

①渡辺利夫（2010）『開発経済学入門：第3版』東洋経済新報社，ISBN：978-4-492-44364-4。

②末廣昭（2000）『キャッチアップ型工業化論：アジア経済の軌跡と展望』名古屋大学出版会，ISBN：4-81-580394-3。（中・上級者向け）

※その他，必要に応じて適時，紹介・指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

●講義で用いる代表的なデータの所在

http://data.worldbank.org/（世界銀行：英語）

http://www.adb.org/Economics/（アジア開発銀行：英語）

http://www.oecdtokyo.org/pub/statistics.html（OECD：一部英語）

http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.htm（世界の統計／総務省統計局：日本語）

 その他 /  Others

・メール連絡の場合には，必ず，自分の学年・組・学籍番号・氏名をメールの「Title」に書くこと。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（1）経済学の知識・テクニックの有無は問いません。但し，講義への出席を前提に授業は展開します。

（2）講義は，板書とパワーポイントの併用形式です。パワーポイントを使用する場合は，適時，資料を配布します（方法は，初回講義で確認）。ま

た，話していることもメモする習慣・技術を身につける様に。

（3）日常の学習は，「授業外学習の指示」を参照し実践すると共に，各自の興味や関心ある各種社会問題を講義の視点や内容に基づいて説明

出来ないかどうかを考えてみると，講義への理解も深まります。

●メールでのやり取り，または，事前に予約の上でオフィス・アワー時の対面。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

発展途上国における多くの社会問題に取り組む、国際協力活動を行うNGOを中心に取り組んで取り上げる。その関連で、国際機関(国連、世界

銀行等)、政府のODAについても一部で取り扱う。途上国における貧困や、民族紛争、テロ、環境破壊は、世界全体を不安定な状態に陥れてい

る。そうしたなか市民によって結成されたNGO(非政府組織)の役割に注目が集まっている。本講義では「NGOの時代」といわれる21世紀のなかで

組織の活動、課題を検証していく。講義は毎回ビデオを使用し、また2回ほどゲストスピーカーを招聘する。それによって、アップデイトな事象につ

いてより具体的な理解を深めてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ＮＰＯ・ＮＧＯ論(担当：秋葉武) 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が授業内で紹介するNPOのHPなどは随時、閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

国際NPO・NGO論 (S)  §  国際ボランティア論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15931

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・国際協力において、なぜ政府だけでは役割を果たせないのか

・ＮＧＯが具体的にどのような役割を果たしているのか

・国際協力ＮＧＯにおいてなぜマネジメントが重要になり「ビジネス化」が言われるようになったか

・国際協力においてどのような人材が求められ、その特徴は何か

上記のことについて、理解することを目標とする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ガイダンスに出た上で、納得した上で受講登録をして下さい。せっかく受講するのですから、受講するだけでなく、自主的に勉強してテーマを深め

ていくと面白いと思います。

なお、下記の行為をする受講生は「F」評価となる可能性があるので、留意してください。①他の受講生の受講権の侵害‥授業中の私語、大幅な

遅刻、頻繁な途中入退室など　②マナーの欠如(携帯電話の時計以外の目的での使用など)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NGOの台頭とその社会的背景 NGOの機動性、国境なき医師団、地雷廃絶キャンペー

ン、アフリカ

2～3

日本のNGOの活動分野と協力形態 適正技術、児童支援NGO、シャンティ国際ボランティア

会、東南アジア

4～5

NGOの活動分野と協力形態 持続可能な発展、環境NGO、アマゾン6～7

NGOと国内の国際化 コミュニティにおける他組織との連携、多文化共生、多

文化共生センター

8

NGOの新たな戦略　――マイクロクレジット―― ビジネスモデル、エンパワーメント、貧困と女性、グラミ

ン銀行

９～10

NGOの新たな戦略　――フェアトレード―― 世界貿易の不均衡、ピープルツリー、フェアトレードラベ

ル

11

NGOを取り巻く環境①―政府とのパートナーシップをめ

ぐって―

創造的緊張、協働、下請け化の危機12

NGOを取り巻く環境②―国連とのパートナーシップをめ

ぐって――

国連の危機、アメリカとの相克、協働の進展13

NGOを取り巻く環境③――グローバリゼーションによる社

会構造の変化――

グローバル化、社会的排除、絶対的貧困14

国際協力NGOの今後 NGOの課題と今後の展望について15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述および穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主にコミュニケーションペーパーを通してです。講義内容に関して、コメントを求めます。30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.janic.org/  国際協力ＮＧＯセンター　

http://www.mofa.go.jp/mofaj/　外務省

http://unic.or.jp/index.php　国連広報センター

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ハンドブックNGO――市民の地球的規模の問題

への取り組み――(1998)

馬橋憲男、斎藤千宏編／明石書店／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

＜本講義を受講しようとするあなたへの問いかけ＞

・参加と聞くと、政治参加（情報公開やパブリックコメントや住民投票など）を想像して、

　「私には関係のない」ことと思うらしい（「政治参加は私には関係ない」というのも問題だが）。

・でもこの講義で語る「参加」は、政治参加も含みつつ、もっと広い概念。

　単純に言うと「私と社会の＜関わり方＞」＝私とあなたの関わり方・私とコミュニティとの関わり方・

　私と京都市との関わり方、等々に関して、主体的に関わる在り方を「参加」と考える。

・例えば…

　・「私」のことを決めるのは誰なのか　　…私が決める？ほんまに決めてる？

　・「私たち」のことを決めるのは誰なのか　…みんな？科学的な正しさ？

　・「客観的・科学的にこれが正しい」とされることに抵抗できる？抵抗していい？（例：河川改修）

　・みんなが望ましいと思っていることに抵抗できる？抵抗していい？（例：道を通す）

　・「みんな」って誰？「私たち」って…誰？範囲は？…世界市民〜国民〜市民〜コミュニティ〜私

　・（わたしやあなたが集まって）みんなで「決める」「合意する」って、ほんまにできるの？

　　どうやって？話し合えるの？話し合って答えはでるの？

　…等々…これらが参加のデザイン論で考えるテーマとなる（誰にも関係のある大切なテーマのはず）。

＜本講義でいう「参加」をもうちょっと難しく説明すると（講義中は言わないから安心して）＞　

一般的には「参加」とは政治参加の形態を言うことが多かったが、これは政治学や法学の分野であり、かつもう古い（大切だけど、これだけでは

不十分）。

参加（政治参加）を単に制度や仕組みの中だけで考えれば、結局、AかBかの対立と多数決であり、「勝った・負けた」「誰かが幸せになるために

誰かが犠牲になる」という構造は残る。

いま求められていることは、AかBかの対立を超えて双方の重なり合うところを探り、できればCという価値を共に創りだす（価値づくり）、あるい

は、そのようことが可能になる状況を（主体的に）創り出す（プロセス・デザイン）と言う意味での「参加＝共に関わる」の状況づくり。

これは「多文化共生＝違いを認めあいながら、重なる部分を探り出す、創り出す」「win win game＝みんながよくなる道を探る」にも通底する「態

度」。

でも、「ヒトはみんな違う」とすれば、こんなことができるのだろうか？！

…本講義では、事例を通じて経験則的に、人と人とが違いを認め合いながら重なり合うことができる、という可能性と、そのために私たちに求めら

れる「態度」や「方法」を学ぶ。

そのため、本講義ででは実質的な「参加」が見えやすい「小さなコミュニティ」における「暮らしづくり・まちづくり」活動に注目する（ 近はやりのグ

ローバルな論点はでてこない＝生活レベルの事例が中心…でも、結局「小さな単位」を大切にしながらひろげていくしかないのではないかとも

思っている→グローカルな視点）

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義のみで完結する内容ですが、前期におこなう「居住環境デザイン論」をあわせて受講すれば、より理解の幅が深まるはずです。

単位数 /  Credit 2

参加のデザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 乾 亨

15897

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義は、私たち一人ひとりが大切にされ、よりよく暮らしていくための在り方や、そのような状況を達成するための考え方や取り組み方を示すこ

とを目的としている。

具体的事例を通して｢参加｣を概念化するとともに、参加の状況を創りだす（デザインする・マネージメントする）態度と技を学ぶ。　　

理論を学習する講義ではなく、事例を参照しながら、何が問題で、そのためにはどのような参加形態が必要で、それを生み出すためにはどのよ

うなプロセスが求められているのか、を自ら考えるための課題提供型の講義。

知識を覚えることより、それぞれが社会を読み解き、社会に働きかける応用力を身につけることをめざす。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「参加のデザイン」ってなに？ 講義の目的と位置づけ1

参加を考えるワークショップ なんで「参加」なんやろぉ…みんなで考える「参加」の発

見たいむ 

2

ワークショップの振り返り 「参加」をめぐる課題の発見と整理 3

参加の事例をみて考えよう…幻灯会（その１） コーポラティブハウジング（住み手参加の住まい・まちづ

くり）ユーコートの事例を見て考える 

4

ユーコートを通してまなぶ参加のヒミツ（その１：入門編） 幻灯会をみた皆さんの感想を参照しながら、ユーコート

の「参加」のヒミツを解き明かし

さらなる課題を提起します

5

「参加」の事例を見て考えよう…幻灯会（その2） 40年にわたり住民主体のまちづくりに取り組む真野地

区の事例を見て考える

6

真野まちづくりのヒミツ（その１：入門編） 幻灯会をみた皆さんの感想を参照しながら、真野まちづ

くりのヒミツを解き明かし

さらなる課題を提起します

7
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教科書は用いず、適宜レジュメを配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

画像データを多用して事例を追体験し、そこから考えてもらう

毎回感想や質疑をもらい、それに答えながら講義をすすめる

講義規模と時間が許せば、ワークショップによる参加応答型講義を行いたい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

事例を物語りその意味を考えてもらう問題提起型の講義なので、継続的出席を望みます。とりわけ第2週のワークショップ、および第4週・第6週

の幻灯会（週変更の可能性あり）は問題提起編なので、必ず、絶対、万難を排して、出席のこと（本来講義は出席するものですからこの指示はヘ

ンですが…笑）。

mail:inui@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ユーコートを通してまなぶ参加のヒミツ（その２：理論編） ユーコートと真野まちづくりの事例で提起された課題に

たいして、ユーコート事例が示す

参加の在り方や考え方を読み解いていきます

8

インターメッツォ（なかやすみ）：コーポラティブ・ハウジン

グとはなにか

日本〜海外の、コーポラティブ住宅によるさまざまな住

まいづくり・まちづくりの事例を

画像で紹介

9

真野を通してまなぶ住民参加と地域まちづくり〜理論編

（その１）

真野まちづくりの流れを追いながら、地域コミュニティに

おける「参加」の意味と成立要件を

明らかにする

10

真野を通してまなぶ住民参加と地域まちづくり〜理論編

（その2）

全員が同じ方向を向く「参加」や「全員合意」はあり得な

い…とすればユーコートや真野の

「参加」をどう解釈し、そこからどのような智恵を導き出

せばいいのか

11

パートナーシップ型まちづくり〜京都の事例をもとに考え

る

なぜ市民参加・住民参加が求められるのか、市民参加

の時代の市民・住民と行政の関係は

はいかにあるべきか

12

参加の手法をまなぶ（その１） イキイキとした参加の状況を創る手法である「ワーク

ショップ」の事例を紹介する

13

参加の手法をまなぶ（その２） ワークショップの基盤となる「参加」の歴史や考え方14

参加の哲学・参加の政治学 まとめの意味をこめて、参加の考え方や作法を整理す

る

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 基本的には、成績は、提出された「試験レポート」の質で評価。それなりに厳しく採点する。

評価基準はレポート課題時に発表。 

100 ％

平常点評価 適宜、出席確認を兼ねて感想や質問を提出してもらい、出席率がいい人は「レポート試験」の評

価に加点する。 

20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　産業社会学を「産業社会としてとらえられる現代社会の社会学」としつつ、主としてそこに生きる人々の生活スタイル（労働や生活をめぐる生き

方）に焦点をしぼり、生活スタイルの今まで、今日、そしてこれから、を見ていく。主として日本社会をあつかうが、企業社会／新自由主義社会が

いかなる変容をするのかを問題意識としつつ、働くこと、女性、若もの／子どもなどをめぐる環境変化のなかで、日本人の生活スタイルおよび日

本社会の今後の像を考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学、コア科目（現代と社会）

コメントの扱いについては下記のように行うが、具体的評価（１５点）については授業中に説明する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レジュメ・資料にもとづいて講義する。時々コメント（コミュニケーション・ペーパー）を出してもらい、講義へのあなたたちの思索を把握したり、講義

の往復に使ったりする。このコメントは、評価に加味する場合もある。決まったテキストはない。講義のなかでレジュメ・資料を配布する。参考文献

は、講義のなかでで紹介する。

単位数 /  Credit 2

産業社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

15875

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１　生活スタイルにかかわる社会学理論を理解する。

２　日本人の生活スタイルの今まで、今日、これからを理解する。

３　生活スタイルを通して日本社会の今まで、今日、これからを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

時々、授業の理解についてコメントを書いてもらう。授業の 後に書いたり、ペーパーを持って返り授業外で書いてもらい、翌週の授業で提出す

ることもある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

０本講義の産業社会学について 産業社会、産業社会論、産業社会学 第１回 

１現代社会と生活スタイル：１−１生活スタイルとは 生活スタイル、社会的生活諸過程、生活空間／生活

史、 生きること、価値志向

第２回 

：１ー２生活スタイルの社会学理論＝ウエーバー／マルク

スから

エートス、合理性、カリスマの日常化、疎外、私有財産 第３回 

：１−３生活スタイルの社会学理論＝リースマン、ゴールド

ソープから 

他者志向、本来的志向、手段的志向 第４回 

２日本社会と生活スタイル：２ー１日本的なるもの 日本的集団主義、間人主義、日本人のルーツ 第５回 

：２ー２私生活志向と企業志向：両方志向 閉ざされた／開かれた私生活志向、本来的仕事志向、

企業社会志向、 古い／新しい両方志向

第６回 

：２−３日本人の生活スタイルの病理と陥穽 企業中心社会、閉ざされた／開かれた自立性と共同

性、公共性

第７回 

３日本社会と日本人の諸層：３−１働く人のすがた＝格差

社会と階層

格差（拡大）、移動、階層第８回 

：３−１働く人のすがた＝一億層中流と階級 中流、階級、正規ー非正規、ワーキングプア、失業 第９回 

：３−２女性のすがた＝日本のすがた Ｍ字カーブ、逆U字カーブ、ワーク＆バランス、共同参画第１０回 

：３−２女性のすがた＝世界のすがた スエーデン型（男性参加）、オランダ型（ワークシェアリン

グ） 

第１１回 

：３−３若ものすがた＝職を得ることと失うこと 若ものの失業率（世界と日本）、フリーターとニート第１２回 

：３−３若もののすがた＝働くことと生きるの意識 仕事観／働く動機、家族／結婚／子ども観第１３回 

４これからの現代社会／日本社会：４−１今までと今日は

＝世界と日本のすがた

福祉社会（国家）、企業社会、新自由主義社会第１４回 

：４−２これからは？＝世界と日本のすがた 第３の道、ワークフェア、日本型第３の道、日本型福祉

社会（国家）？

第１５回 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の内容の理解に関して試験 85 ％

平常点評価 講義へのコメントを、評価に加味する場合がある 15 ％
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決まったテキストはない。講義のなかでレジュメ・資料を配布する。参考文献は、講義のなかでで紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『変容する企業と社会—現代日本の再編—』  浪江巌・木田融男・守屋貴司編  ／八千代出版 ／／

『転換期の人間と社会』 佐々木嬉代三・中川勝雄編  ／法律文化社／／

『変貌する社会と文化』 木田融男・佐々木嬉代三編  ／法律文化社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義の狙いは、受講生が「階層（社会階層）」という概念を理解し、その理解に基づいて日本社会を認識する力を習得することです。「階層」と

は、収入などの社会的資源の格差を記述するための概念です。したがって、階層を論じることは「総中流」と言われてきた日本社会の中にある格

差を認識することでもあります。講義では、教育、家族、仕事といった身近なトピックと絡めつつ、このテーマについて論じていく予定です。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。講義では「数字・データ」や「数式」も登場します。しかし、議論の中心は、階層（格差）を維持したり、作りだしたりする仕組みであ

り、その仕組みを認識するための概念・論理です。「数字アレルギー」「数学アレルギー」の方も毛嫌いせず、受講してください。

授業中にプリントを配布します。

配布のプリントに記載し、紹介します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

社会階層論 (S)

担当者名 /  Instructor 中井 美樹

13213

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会階層論および関連分野の概念・論理を習得すること。すなわち、そうした概念・論理を用いて（日本）社会を論じることができるようになるこ

と。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

近年マスメディアには「格差」をめぐる議論があふれています。それらに親しんでおいてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会階層とは何か 社会階層、社会移動 １

階層および階層論の現状(1) 階層、階級、社会移動 ２

階層および階層論の現状(2) 社会階層、社会移動、社会的資源の配分 ３

現代日本の社会階層(1) 社会階層、社会移動、社会的地位、職業 ４

現代日本の社会階層(2) 社会階層、社会移動、開放性 ５

現代日本の社会階層(3) 地位達成、階層再生産 ６

教育と社会階層(1) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド 

７

教育と社会階層(2) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド 

８

教育と社会階層(3) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド

９

社会階層とジェンダー(1) ジェンダー、セグリゲーション １０

社会階層とジェンダー(2) ジェンダー、セグリゲーション １１

社会階層と家族(1) 家族、世帯 １２

社会階層と家族(2) 家族、世帯１３

社会階層と文化 文化的再生産、ハビトゥス１４

確認テスト（70分）と解説（20分） １５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 15週目に実施する確認テストと、数回のレポート課題により評価を行う予定です。 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

ガバナンス（governance）という言葉は、社会科学の様々な分野で、様々な意味で用いられています。この講義では政治・行政分野における「ガ

バナンス」を理論的、実証的に示します。

　政治・行政の分野ではガバナンスは大きく分けて二つの意味で用いられています。一つは政策の形成過程・運営過程への関係者（住人、

NPO、企業等）の参加、もう一つは行政組織の効率化の試みです。両者とも、従来の行政機構（government）が時代のニーズを捉えきれていない

ことや、行政活動において資源が有効に使われていないことに対する不満から生まれました。

　講義では、ガバメントが機能しない理由、ガバメントからガバナンスへの動き、ガバナンスとガバメントの補完関係などについて考えてゆきたい

と思います。なお、具体的事例を取り入れながら講義を進めます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

原則として、期末試験に基づいて成績評価を行います。

日常点を加味することもありますが、日常点はあくまでも補足資料です。

特に指定しません。

特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞、雑誌などで、ガバナンスに関する情報に気をつけていてください。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義中に、適宜、紹介します。

単位数 /  Credit 2

社会ガバナンス論 (S)

担当者名 /  Instructor 太田 美帆

15893

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ガバナンスの必要性を理解していること。

・ガバナンスのための仕組みを理解していること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

疑問点が生まれたときには、質問するなどして、早めに解決してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『福祉国家のガヴァナンス』 武智秀之／ミネルヴァ書房／／

『福祉社会：社会政策とその考え方』 武川正吾／有斐閣／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入：ガバナンスとは何か？ 社会ガバナンス、コーポレート・ガバナンス  

  

第１回目

ガバメントとガバナンス 官僚制第２回目

地方自治の変遷 地方自治改革第3-5回目

行政活動をシステムという視点から考える ネットワーク、組織連関分析第6-7回目

政策ネットワーク コーディネート第8-9回目

小課題第10回目

福祉提供の「バランスのとれた」役割分担に向けて 政府の失敗、市場の失敗、ボランタリーセクターの失

敗、福祉多元主義

第11-12回目

住民主体のための条件整備 スウェーデンにおける地域創生活動第13回

市民民主主義とそれを実現する仕組み 市民民主主義第14回

まとめ ガバメントとガバナンス第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本問題や概念について理解しているかどうか、また、それを自分の言葉で

論じることができているかどうかを評価する。 

90 ％

平常点評価 出席状況と小課題で判断する。小課題では講義内容の理解度を確認する。   10 ％
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 その他 /  Others

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　気候変動（地球温暖化）緩和、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換

この講義では、気候変動、再生可能エネルギー、環境保全と消費生活とのかかわりについて、考察する。

①気候変動　(climate change)　が消費者の生活に及ぼす影響、温室効果ガス削減に対して消費者が果たすべき責任について考える。危険な気

候変動を緩和するためのemission pathway、温室効果ガスの削減量と削減期限、削減ペース、消費者部門における温室効果ガス削減対策を学

ぶ。②現代の大量消費スタイルによるエネルギー資源の消費、環境負荷について学ぶ。エネルギー自給率、再生可能エネルギー普及政策の重

要性を考察する。③食生活から発生する温暖化負荷の実態を学ぶ。

④再生可能エネルギー普及政策について学ぶ。⑤追加：福島原発事故にてらして、原発廃止の必要性、原子力発電に伴う健康リスク、原子力

発電廃止と再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換を学ぶ

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし

単位数 /  Credit 2

環境ライフスタイル論 (S)  §  消費者環境論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

15812

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①「温室効果ガス削減は、なぜ、緊急かつ大量に必要なのか」を理解することが第一の目標である。温室効果ガスの長期的影響、climate 

inertia、排出削減パスについて、基礎知識を獲得する。

②climate scienceに関する基礎的科学データ、 気候変動政策に関する統計データ、英文科学ニュースを読む訓練をする。③消費者部門から発

生する環境負荷のついて、基礎的知識を獲得する。環境配慮型製品における有害物質削減、廃棄物削減、省エネ、省資源の対応、環境ラベル

制度、住宅における省エネ性能などについて、学ぶ。

④日本とEUにおける主な温室効果ガス削減策を学ぶ。再生可能エネルギー普及政策、炭素税、排出権取引の特徴、交通部門における温室効

果ガス削減対策を学ぶ。

⑤エネルギー自給率の国際比較から、日本のエネルギー政策の問題点、再生可能エネルギーの意義を理解する。⑥食生活における温室効果

ガス排出削減の必要性、フードマイレージ、日本の食料自給率の問題点を学ぶ。

⑦（重要、緊急追加）：原子力発電の廃止の必要性、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造の必要性について学ぶ

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

変更（福島原発事故を受けて追加）：脱原発､再生可能エ

ネルギー中心の日本再建にむけて  

【キーワード】電力構造の国際比較。チェルノビルの教

訓、あなたはなぜ大学で学ぶか?

1

変更（福島原発事故を受けて、臨時に変更）：経済産業省

のエネルギー政策、原子力政策の要約、その問題点

H22年経済産業省、資源エネルギー庁の政策文書の検

討（電力供給計画概要、エネルギー基本計画、原子力

立国計画、長期エネルギー需給見通し）。国家、原子炉

関連企業、原子力研究者による原発推進の構造の問

題点。

2

変更（福島原発事故を受けて、緊急に変更）：原子力中心

政策と再生可能エネルギー政策の比較

雑誌「世界」２０１１年、１月号、１２６－１３８ページ。「原

子力のたそがれ──米・仏・独のエネルギー政策分析

から浮かび上がる再生可能エネルギーの優位性」マイ

ケル・シュナイダー 著

下記のアドレスから、無料でダウンロード可能

　　http://www.iwanami.co.jp/sekai/

3

温室効果ガス排出削減パス：　IPCC第四次報告書の概

略、温度上昇、海面上昇の予測、必要な排出削減量、削

減の期限とタイミング

 

【キーワード】温度２℃上昇リスク、温室効果ガス安定化

濃度、排出削減パス、必要な削減量と

peakingの期限。Carbon cycle、温室効果ガスの大気中

寿命、放射強制力、climate inertia、 重要なthresholds、

4

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況、 【キー

ワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国の温室

効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐる議論の

要点、EUにおける温室効果ガス削減対策、再生可能エ

ネルギー政策、】欧州の削減量の目標、再生可能エネル

ギー政策と再生可能エネルギー目標、ドイツの再生可能

エネルギー法

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況

キーワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国

の温室効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐ

る議論の要点

5

温室効果ガス削減策としての自然エネルギー促進の効

果と費用

 【キーワード】ドイツ、再生可能エネルギー法、Feed-in 

Tariff（買取制）、欧州における再生可能エネルギー産業

の雇用効果

6

EUにおける温室効果ガス削減対策と排出権取引、環境

税、交通部門における対策｡

排出権取引の構造､EUにおける交通部門からの温室効

果ガス削減基準､

7
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『消費経済学体系・３・消費者問題』、 『呉世煌・西村多嘉子編／慶応義塾大学出版会／ ISBN 4-7664-1211-7／ 第９章､竹

濱朝美、「地球温暖化の影響と家庭部門における二酸化炭素削減策

「気候変動をめぐる消費者向け環境情報――温

暖化影響および家庭部門における二酸化炭素

削減策――」　

竹濱朝美／立命館産業社会論集／／第４１巻第２号、2005年12月

IPCC, Climate Change ２００７: The Physical 

Science Basis, Summary for Policy Makers, 

contribution of working Group I to the Forth 

Assessment Report of the Intergovernmental 

panel on Climate Change. 

IPCC／／／インターネットより入手可能

「環境展望」、Vol. ２、３、４、５　　  日本科学者会議､公害問題研究会／実教出版／／

日本の科学者､「温室効果ガス排出削減の道す

じ」

竹濱朝美 ／本の泉社／／２００７年１２月、４２巻､雑誌論文 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「飛躍するドイツの再生可能エネルギー―地球

温暖化防止と持続可能社会構築をめざして」 

和田武 ／世界思想社／／

消費者部門における温室効果ガスの削減方法、省エネ

対策

 【キーワード】住宅における断熱性能の改善。省エネ性

能住宅。

8

消費者向け温室効果ガス削減方法、製品の環境ラベル、

省エネラベル

 【キーワード】家電製品に関する省エネラベルの役割、各

種の環境配慮製品の環境ラベルの制度、ＥＵエコラベ

ル。エコリーフの読み方

9

交通部門における温室効果ガス削減策、

キーワード：　EUにおける乗用車に対する二酸化炭素排

出規制、日本との比較

10

日本の食料自給率、フードマイレージ、食生活における

温室効果ガス排出削減

 【キーワード】気候変動による農産物生産への影響。食

料自給率、フードマイレージ。オーストラリアの穀物生産

と旱魃の影響。

11

日本の食料自給率の問題点、食生活からの温室効果ガ

ス削減

 【キーワード】地産地消費、食料自給率、水資源消費、日

本の農業

12

エネルギー自給率と温室効果ガス削減

　【キーワード】エネルギー自給率の国際比較、再生可能

エネルギーによるエネルギー自給率引き上げの意義､原

油高騰による資金流出､原油輸入先とOPEC比率､再生可

能エネルギー導入目標､エネルギー長期需給見通し

13

レポートの課題､レポートの書き方についての注意､統計

資料の参照について：

14

講義のまとめ、重要事項の復習、質疑応答。15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

環境省：　環境白書（環境・循環型社会・生物多様性白書），各年版,　 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/pdf.html

環境省：　地球温暖化の科学的知見,　http://www.env.go.jp/earth/ondanka/knowledge.html

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)：Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change,　http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html

農林水産省：食料・農業・農村白書、各年版、http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

食卓にあがった放射能、新版 高木仁三郎、渡辺美紀子／七つ森書館／／

原子力と共存できるか 小出裕章、足立明／かもがわ出版／／

完全シミュレーション、原発事故の恐怖 瀬尾健／風媒社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

 マルサスが「人口の原理」で提起した「食糧と人口の関係に関する命題・仮説」の再考をこの講義の「縦糸」とし、人口再生産と生活構造の関係

に関する知識・理論を「横糸」とします。

 そして日本の過去３００年の人口規模と人口行動（経験）を、歴史人口学と生活構造論の視点からデータに基づいて概説していく。そうして、現

代の先進諸国と開発途上国の人口問題・生活問題の本質を理解する一助とします。

 トピックは、人口維持と生活水準、人口の少子・高齢化、飢饉疾病と危機的死亡増、中絶と生活水準など。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

授業進行その他の理由で、授業スケジュール・ＶＴＲ・ＤＶＤ視聴日などに変更が生じる場合があります。その時は、事前に教室でアナウン

ス。必要に応じて出席をとり、受講実数を把握していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

人口論 (S)  §  生活構造論 (S)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

13318

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 人口を長期的に観察するどういうメリットがあるか。日本の歴史人口学と生活学の成果、オリジナル資・史料、省庁公開データなど具体的デー

タ・事例の検討を通じて、日本人の将来生活を理解・予測する。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

序論（講義解題、基礎概念、人口の現在） マルサスの命題、人口の定義、世界の人口問題、現代

日本の人口問題、world population clock 

１

ＶＴＲ－１「寿命」（アフリカ・シエラレオネ）＋（小ペイパー）

 

シエラレオネの概要、乳児死亡、平均余命、GIS data 

map 

２

人口再生産と生活構造－Ⅰ 生活構造概念の生成史、サラリーマンの誕生、家族論 ３

人口再生産と生活構造－Ⅱ 家族論、家計論、支出曲線と家族周期４

ＶＴＲ－２「サラリーマンの誕生」（日本）＋（小ペイパー） 東京市、産業化・都市化、明治大・正期、腰弁、学歴と

賃金（帝大卒と私大卒）　

５

人口再生産と生活構造－Ⅲ 労働力の保全、生活時間・空間論６

人口再生産と生活構造－Ⅳ world population clock 階級・階層論、現代日本の人口規模・構造（populaion 

bonus, population onus）・2050年予測 

７

ＶＴＲ－３「医療革命・集団検診」+（小ペイパー） 昭和農村の戦前・戦後（人口増加への助走）、佐久病

院、病気と呪術、栄養水準、女性 

８

近世人口論－Ⅰ（人口データの取得） 江戸システム、幕府・諸藩の文書体系、細川氏の人口

調査 

９

近世人口論－Ⅱ（人口データの取得） 村方・町方の文書体系、村絵図の世界、　幕府・諸藩の

人口調査、　人口史料の取得法

１０

近世人口論－Ⅲ（東北・太平洋諸藩の人口） なぜ東北地方か？　仙台藩のアウトライン、推計結果の

検証 

１１

ＶＴＲ－４「２０世紀の食糧生産」（インド、アメリカ、カザフ

スタン）＋（小ペイパー）

マルサスの命題、緑の革命、略奪農法/有機農法、遺伝

子操作 

１２

近世人口論－Ⅳ（凶作・飢饉と栄養供給） 過去帳、天保飢饉、栄養（カロリー）供給－異常年と平

常年〖GISデジタルマップ〗　庶民の暮らし、出産/出生

比、人口調節（sex selective）

１３

近世人口論Ⅴ（東北諸藩の人口対策）　　world 

population clock 

近世末期の人口減少対策：社会調査、移民・植民、育

児支援

１４

近代日本人口論Ⅰ（東北の藩・県） 東北日本の凶作経験と食糧生産・人口移動〖GISデジ

タルマップ〗結論（マルサス命題再考）－講義まとめ 

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記による回答を以下の３点で評価。1）設問に対する回答の妥当性＝講義の理解度、2）「自

分のことば」で論理的に記述、3）丁寧な文字で記述。

70 ％

平常点評価 「小ペイパー」の水準を評価。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

人口学の基本用語は「人口学大事典」（日本人口学会,2002）を、社会学は「新社会学辞典」（有斐閣,1993）を参照するとよい。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

www.mhlw.go.jp/ （厚生労働省ＨＰの統計を参照）、www.cao.go.jp/（内閣府ＨＰ）

www.stat.go.jp/（総務省統計局ＨＰ）、www.ipss.go.jp/（国立社会保障・人口問題研究所ＨＰ）

google, yahooなどで省庁・機関名、key wordを入力してアクセス。 

 その他 /  Others

◎VTR・DVDは、上記より適切なものがあれば、可能なかぎり予告の上で、変更することがあります。

◎配布レジュメは、①当日分は教室で配布。②残りは、次週まで（１週間）以学館レジュメboxにおかれる。

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

18・19世紀の人口変動と地域・村・家族─歴史

人口学の課題と方法─

高木正朗／古今書院／978-4-7722-4114-4／後半の授業に直接関連した参考書

人口で見る日本史 鬼頭　宏／PHP研究所／978-4-569-69204-3 ／日本人口の規模を通史的に概観した

入門書

人口学への招待－少子・高齢化はどこまで解明

されたか─

河野稠果 ／中公新書／978-4-12-101910-3 ／現代日本の人口問題の入門書

我が国の人口動態 厚生労働省大臣官房統計情報部（編）／厚生統計協会／ 新版 ／日本の人口動態

指標をコンパクトにグラフ化（安価に入手可能）

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

新たな社会モデルとして、「多文化共生社会」が模索されている。本講義では、異なる文化の間に生じる激しい軋轢や摩擦の現状を見極めなが

ら、いかにして、そうした困難を乗り越え、ひとびとが、文化の違いを、むしろ、「生き方の多様性＝豊かさ」として捉え返していけるのか、参加者と

ともに考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目は、現代社会専攻社会文化領域の入門専門科目として位置づけられている。そうした位置づけを意識しながら授業展開をこころがけるの

で、社会文化領域の関連科目を継続的に履修することが望ましい。

教科書は使用しない。

授業中に適時紹介していく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

期中に４回ほどレポートを課す。

単位数 /  Credit 2

多文化共生論 (S)  §  多文化共生論 (I)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

15857

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）文化の多様性について理解する。

２）自分とはいったい何者かという問いを出発点として、異なる文化に接近する

　　方法を理解する。

３）多文化共生問題の本質を理解する。

４）問題を乗り越えていく視点を獲得する。

５）具体的に提案し活動していく発想力・構想力を身に付ける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

初に、『１２人の怒れる男』を視聴する。単調な映画で、しんどいと思いの方は、この授業の受講自体を再検討されたい。なぜなら、こうした映

画を 後まで見ることができるか、いなか、それが、「多文化共生」という困難なテーマに立ち向かう皆さんの潜在能力を計る試金石となるからで

ある。分析レポートを課す予定。履修を希望する者は、初日から必ず参加すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入：映画『12人の怒れる男』鑑賞　 映画分析　レポート提出（以下、レポートスケジュールに

ついては、初回に説明する）

第１回

多文化共生問題へのアプローチ 「共生」という概念　エスニシティとは何か？第２回

ネイションとは何か？ TST分析について　「想像の共同体」　「民族という名の

宗教」

第３回

文化摩擦の事例研究 「イスラムのヴェール事件」第４回

国民国家とは何か？Ⅰ リヴァイアサンの登場　　フランス共和制の構造第５回

国民国家とは何か？Ⅱ 普遍主義のジレンマ　　　「相互性」の変質第６回

新たな国民国家像への挑戦 多文化主義のジレンマ　文化的ネットワーカーの必要性第７回

差別問題へのアプローチ ビデオ『青い目、茶色い目』　差別の普遍性第８回

文化的再生産の理論 文化にもとづく差別の構造化第９回

日本におけるエスニシティ問題Ⅰ 在日問題、新屋英子『身世打鈴』、中国帰国者問題第１０回

日本におけるエスニシティ問題Ⅱ 東九条マダン　多文化共生に向けた文化装置　第１１回

外国籍住民の政治参加 外国人市民会議の可能性　外国人選挙権付与問題第１２回

多文化共生に向けた社会形成 多文化社会とＮＰＯの役割第１３回

日本において多文化共生社会は可能か？ レポートフィードバック　ディスカッション第１４回

検証テスト 振り返りまとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験期間あるいは 終講義日に検証試験を実施する。60 ％

平常点評価 授業理解および授業参加度を評価する。

期中に、４回ほどレポートを課す。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適時紹介していく。

 その他 /  Others

期中に４回ほどレポートを課す。授業への参加姿勢をできるだけ評価したい。問題領域は、社会学・福祉問題・文化に関する学・NPO論など広範

囲にわたる。紹介する図書を、少なくとも２，３冊は授業を受講しながら読んでいって欲しい。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

その他 / Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　都市政策とは、われわれが日常生活の場で直面する種々の都市問題を解決するための社会工学的取り組みに他ならない。本講義では、主と

して京都市を事例としつつ、都市のグランドデザインと局所的な地域デザインとの相互関係を分析する。このような作業を通じて、都市政策にお

ける基本コンセプトの構築方法とそれを具現化するための技術的アプローチの体系のあり方を考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「都市論」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

　学生諸君に可能な限り 新の情報を提供したいので、授業の内容が変更されることがあります。

単位数 /  Credit 2

都市政策論 (G)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

15828

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　都市の地域特性の把握方法、地域特性に対応した政策立案の実例についての知識、政策技法のトレーニング。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　教室で意見交換の場を設ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

まちづくりコーディネーター リムボン他編著／学芸出版社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　教養としての「まちづくり」　－都市政策を学ぶ意義を考

える－

　まちづくりコーディネーターの職能第１回

　まちづくりの達人 　あるスーパー公務員の実践例第２回

　景観の扉を開けると、「まちづくり」が見えてくる 　景観、景観保全地区、景観機構、ランドマーク、京町

家、国家戦略

第３回

　壊れゆく歴史街 　京都の都心部における景観破壊と住民運動第４回

　京町家の再生　－市民社会と地域社会－ 　パリ、パッサージュ、京都の袋路、細街路、密集市街

地、建築基準法

第５回

　京町家の再生② 　国際戦略とファンドレイジング 第６回

　住民自治組織の持続性と多様化 　京都の都心部のまちづくり活動と住民組織第７回

　コミュニティのパワーが地域を再生する 　学区のまちづくり活動第８回

　企業とのパートナーシップで拓く「まちづくり」 　住宅開発の新しいシステムの紹介第９回

　地域まちづくりに行政はどう関わるか 　行政マンの苦悩を考える 第10回

　公共事業の検証 　平安京、琵琶湖疏水、戦後ダム建設、談合問題。第11回

　都市の危機管理　⇒　犯罪都市の増加と対策 　ロンドン、犯罪、監視カメラ、移民排斥運動、コミュニ

ティ、ネットワーク 

第12回

　排斥の町 　米国におけるゲーディッド・コミュニティの実態第13回

　人権コミュニティの創造 　京都、被差別部落、人権、文化、近代化遺産、保存運

動、まちづくり、京都再生

第14回

　総括 　まとめの講義と質疑応答第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　マークシート方式で、50問出題する。 100 ％

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 古代から未来までの時間軸で都市の歴史的変遷過程を通時的に捉え、同時に、各時代断面ごとにみられる都市の地域間特性を共時的に概観

する。誰もが同意できるような「都市の定義」というものは今もって確立してはいないが、本講義では、これまでの都市づくりの実践例とその背景

にある諸学説とを学ぶ作業を通じて、われわれの身近にある都市の風俗や空間のコンテクストを解読する能力を養うことを目的としている。

　都市工学的、社会学的、文化人類学的方法を用いた都市解析の方法も紹介する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　特になし。

教科書は指定しない。参考書は授業中に適宜紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

都市論 (S)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

13333

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　歴史都市の概念の把握、都市の基本構造の理解、京都を舞台としたフィールドワークの実践力の獲得

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　教室で意見交換の場を設ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　歴史都市の超再生：歴史都市の光と影の分析 　歴史都市とは何か、京都、ニューヨーク、プラハ、フィレ

ンツェ、北京、空間、建築  

第１回

　平安京の都市設計思想 　風水思想、四神相応、右京と左京、権力と都市計画第2回

　京都の町衆と都市構造 　応仁の乱、信長と秀吉、都市改造第3回

　京都の近代化と都市政策 　明治維新、遷都、都市再生、町衆、番組小学校、先端

技術、伝統と革新の融合

第4回

　ニューヨーク①・マンハッタンの誕生から現在まで 　氷河、先住民、移民、貿易港、都市計画、摩天楼第5回

　ニューヨーク②・マンハッタンの20世紀 　ボヘミアン、経済の隆盛、都市文化の開花、ハーレム・

ルネッサンス

第6回

　ニューヨーク③・第二次ハーレムルネサンス 　アフリカン・アメリカン、ハーレム、スラム、都市再生、

NPO  

第7回

　ニューヨーク④・国連ビルの建築をめぐる建築家たちの

攻防

　ル・コルビュジエ、建築家、デザイン、権力闘争第8回

　ニューヨーク⑤・グラウンドゼロの復興計画 　9・11同時多発テロ、国際コンペ、ダニエル・リベスキン

ド

第9回

　リサーチデイ 　平安京の都市構造を体感するためのフィールドワーク

を実施する。

第10回

　建築家と都市計画 　ル・コルビュジエの作品群第11回

　都市の地域性と建築文化 　アントニオ・ガウディの建築と生涯第12回

　上海の都市と建築 　外国人租界、経済成長、未来都市、再開発、住民の

立ち退き

第13回

　ヨーロッパの歴史都市 　戦争と都市破壊、そして再生へ　⇒　ワルシャワ、ドレ

スデンなど

第14回

　総括 　総論としてのまとめ、質疑応答第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　マークシート方式で、50問主題する。100 ％

その他 ／ Other
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 その他 /  Others

　可能な限り 新の情報を提供したいので、授業内容が変更されることがあります。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代日本経済分析をテーマとし、1990年以降のバブル崩壊不況と近年における若干の景気回復状況および国民生活の諸相について、文字通

りの「現局面」分析を行なう。

本科目は、もちろん独立した科目であるが、私のもう１つの担当科目「現代経済論」と連結しておりその後半部分にあたる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

松葉正文『現代日本経済論：市民社会と企業社会の間』晃洋書房。

授業中に適時紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

日本経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

13207

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに－日本経済の概況1

市民社会と企業社会2

大企業体制の２類型3

国家財政の動向4

勤労者層の賃金構造5

同上．労働諸条件6

外国人労働者問題の現状7

農民層の経済生活条件8

中小企業経営の現状9

国民の所得構成10

同上．資産構成11

社会保障の現状と問題点12

住宅・土地問題13

まとめ14

定期試験15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ジェンダーは一般に「社会的・文化的性別」と呼ばれる。性別は自然で普遍的な現象として捉えられがちだが、そのありようは、文化／社会によっ

て大きく異なる。この授業では、ジェンダーとはそもそも何か、という問いから始め、ジェンダーがどのように社会の中で生み出され、機能するか

を、比較社会学的観点から考える。具体的には、①ジェンダーという概念が生み出されてきた経緯を考察する。②セクシュアリティや生殖、恋愛

など、親密な関係性にまつわるテーマに焦点を当てながら、近現代のジェンダーをめぐる社会的変化を考察する。③映像資料などを用いなが

ら、ジェンダーがイメージとしてどのように作られていくかを考察する。④ジェンダーの越境可能性やその実践について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介した文献や映像作品などには、できるだけ多く目を通すこと。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

比較ジェンダー論 (S)

担当者名 /  Instructor 赤枝 香奈子

13314

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

性別を自然な現象としてではなく、社会的に構築されたものとして見る視点を獲得する。また、性や親密な関係など、従来、「私的な問題」として

認識されてきた事柄の、社会性や歴史的背景について理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は半期の授業中、かなりの分量の文章を書くこと、そのために授業テーマについて深く掘り下げて考えることを要求されるので、その覚悟

を持って臨むこと。

私語は厳禁。見つかった場合は退出を求める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：ジェンダーとは何か セックス／ジェンダー／セクシュアリティ1

ジェンダー研究の歴史（１） 第一波フェミニズム、新しい女、モダンガール2

ジェンダー研究の歴史（２） 第二波フェミニズム、ウーマン・リブ3

ジェンダー研究の歴史（３） 第三波フェミニズム、ジュディス・バトラー4

ジェンダーと親密性（１） 家族、性別役割分業5

ジェンダーと親密性（２） 友情、恋愛6

ジェンダーと親密性（３） ロマンティック・ラブ、ロマンティック・フレンドシップ7

ジェンダーと親密性（４） 同性婚、パートナーシップ制度8

ジェンダー・イメージ（１） 母／妻／娘／娼婦9

ジェンダー・イメージ（２） 少女／少年10

ジェンダー・イメージ（３） ホモソーシャリティ／ホモセクシュアリティ11

性別を超える（１） トランスジェンダー、トランスセックス、第三の性12

性別を超える（２） 性同一性障害13

性別を超える（３） 異性装、トム／ディー、ブッチ／フェム14

まとめ クィア15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったテーマや作品の中から、受講者の関心に基づいて一つを選び、それについて考

えを問うもの。論理的思考や批評的態度をもって検討、記述しているかどうかを見る。

50 ％

平常点評価 授業時間の 後に10～15分ほど時間をとって、リアクション・ペーパー（小レポート/感想文）を

課す。授業中に関心をもったことや、授業の内容に関連する身のまわりの事例、批判的意見な

どを書いてもらう。リアクション・ペーパーの内容と提出状況は成績評価に含まれる。リアクショ

ン・ペーパーは7回以上提出すること。

50 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、比較政治学の諸理論を学び、それらの観点から日本政治を検討することによって、①日本政治の諸特徴をよりよく理解し、②そして

（比較）政治学の基本的な発想法を学ぶことを目的としている。具体的には、①政治体制の多様性、②民主主義体制内における多様性、③先進

諸国内の多様性という三つの観点から、現代日本政治の諸特徴を検討していく。また、映像資料や新聞・雑誌などを利用して、できるかぎり現実

政治に引きつけていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・現代政治論などの政治（学）系の科目

本講義では、特定のテキストを採用せず、各回ごとにレジメを配布し、それに基づき授業を進めていく。講義内容を理解し、各自で学習を進め

ていくために、比較政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する。各パートごとの代表的な教科書は以下の通りである。

第一部：Ｊ．リンス＆Ａ．ステパン『民主化の理論』一藝社、2005年。

第二部：建林政彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』有斐閣、2008年。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較政治論 (S)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

15887

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・比較政治学のさまざまな理論を身に付ける

・比較政治学の理論に位置づけることで、日本政治の特徴を把握する

・現代（日本）政治に対して、自分自身の意見を持てるようにする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：比較することの意義、比較政治（学）と

は何か？

比較の二つの意義、比較分析の代表的な方法第1回

１：世界の中の日本①－政治体制の多様性－ 全体主義体制、権威主義体制、民主主義体制第2回

２：世界の中の日本②－政治体制の歴史的変遷－ 民主化の波、民主化の二つの局面（移行と定着）第3回

３：世界の中の日本③－民主化のゆくえ－ 民主化の諸理論、移行の条件、定着の条件第4回

４：民主主義体制としての日本①－選挙制度－ 小選挙区制、中選挙区制、比例代表制、選挙制度のイ

ンパクト

第5回

５：民主主義体制としての日本②－執政制度－ 議院内閣制、大統領制、半大統領制、執政制度のイン

パクト

第6回

６：民主主義体制としての日本③－政党システム－ 二大政党制、多党制、一党優位制、政党システムのイ

ンパクト

第7回

小テストとこれまでの復習第8回

７：民主主義体制としての日本④－議会制度－ 一院制、二院制、議会制度のインパクト第9回

８：民主主義体制としての日本⑤－政官関係－ 中央集権、地方分権、行政改革、ガバナンス第10回

９：民主主義体制としての日本（まとめ）－民主主義体制

の二つのモデル－

多数決主義型民主主義、コンセンサス型民主主義第11回

１０：先進諸国としての日本①－資本主義の多様性－ 自由市場経済（LME）、調整市場経済（CME）、国家主導第12回

１１：先進諸国としての日本②－福祉国家の多様性－ 社会民主主義レジーム、自由主義レジーム、保守主義

レジーム、日本型福祉国家

第13回

１２：先進諸国としての日本③－福祉国家の多様性の背

景とこれから－

福祉国家分析の諸理論、ネオリベラリズム、新しい社会

民主主義

第14回

まとめ：さまざまな視角からみる現代日本政治の諸特徴第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・講義内容の理解度および学習の到達度を確認する

・試験問題は、講義で説明した用語や概念を数行で説明する短答式および論述形式とする

70 ％

レポート試験 ・講義で学習した内容をふまえた、現代政治に関するもの20 ％

平常点評価 ・前半を終えた段階に行い、講義の理解度を確認する

・形式は、講義で説明した用語や概念を簡単に説明する短答式とする

10 ％



2011 年度シラバス立命館大学

第三部：新川敏光・井戸正伸・宮本太郎・眞柄秀子『比較政治経済学』有斐閣、2004年。

個別のテーマに関する参考文献については、授業で適宜紹介していく。上述の各パートごとの代表的な教科書以外にも、自分にあった（比

較）政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する（以下の文献なども参照のこと）。

加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学（第三版）』有斐閣、2008年。

久米郁夫・川出良枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝『政治学』有斐閣、2003年。

河野勝・岩崎正洋（編）『アクセス比較政治学』日本経済評論社、2002年。

岩崎美紀子『比較政治学』岩波書店、2005年。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義で適宜紹介していくが、政府機関や各新聞社などのホームページなどが有益である。

 その他 /  Others

講義中の私語は、他の受講生の迷惑になるため、厳禁とします。また、その他の注意点については、イントロダクションの際に説明します。講義

内容や学習方法など分からないことがあったら、講義の前後の時間や質問用紙を用いて、積極的に質問してください。

参考書 /  Reference Books

オフィスアワー以外の時間については、メールなどで事前に連絡してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　バブルが崩壊してからおよそ15年の間に、日本の雇用（仕事を得ること）や労働のあり方（働き方）は急激に変化し、それが私達の生活や意識

にも大きな影響を与えている。授業では、他の国の状況と比較しながら、雇用や労働のあり方がどのように変化し、それが私達の生活にどのよう

な影響を与えているか考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　授業への出席が少ない場合、試験で合格点を取れないことがある。

必要な資料は、授業中に適宜配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　労働政策研究・研修機構　http://www.jil.go.jp/

　厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/

単位数 /  Credit 2

労働社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 大野 威

13171

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　雇用や賃金に関わる新聞記事やニュースを、その背景まで含めて十分に理解できるようになる。

　また授業をきっかけにして、自分はどのような仕事をしたいのか、あるいはどのような働き方をしていきたいのか自分なりのイメージを持てるよ

うになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　新聞やテレビ等で、雇用、働き方、賃金にかかわる記事や番組があったら、興味を持って見て欲しい。また、身近に働いている人がいたら、授

業で興味を持ったことをいろいろ質問（インタビュー）してみることも有益である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代の労働問題(第3版) 笹島芳雄／中央経済社／450236150X ／

雇用不安 野村正実／岩波書店／4004305675／

日本的雇用慣行 野村正實／ミネルヴァ書房／4623049248 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

労働社会学で何を学ぶか1

労働力の需要構造2

多様化する雇用：パート、派遣、請負という働き方3

非正規雇用の増大と格差問題4

女性雇用の現状：M字型雇用と少子化5

女性雇用政策の国際比較１：育児と仕事の両立6

女性雇用政策の国際比較２：男女雇用機会均等法7

働きすぎと過労死１：労働時間の国際比較8

働きすぎと過労死２：長時間労働の背景にあるもの１9

「新しい」働き方：変形労働時間制、裁量労働制10

失業率とは何か？11

各国の失業の状況112

各国の失業の状況213

若年と高齢者の雇用：フリーターは日本だけの問題か？14

フリーターについて考える15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容の理解度。100 ％

平常点評価 場合によっては出席を加点することがある。0 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、映像メディアと時代とのかかわりを考えつつ、その一つである映画をとりあげる。

映画については、第七芸術と呼ばれた時代の芸術的な側面、そして商業的価値で語られるエンターテイメント性ばかりが重視されてきた。本講

義では映画の110年に及ぶ歴史をさぐりながら、第二次世界大戦までの時代を中心に、そのなかで映像の表現の変化がどのように行なわれてき

たのかを考えつつ、映像の社会的意味について考えるきっかけとしてもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・映像をはじめとしたメディア分析に関わる科目を受講していることが望ましい。

教科書は、特に指定しない。授業中にレジュメや資料を配付する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・時間の関係上、講義に関連した作品をすべて見ることは難しいので、できる限り講義で取り上げた作品を各自で見ておくこと。 

単位数 /  Credit 2

映像表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

13188

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・115年に及ぶ世界の映画の発展の歴史の外観が把握できる。

・映画を中心とする映像表現の基礎が理解できる。

・プロパガンダと映画の関係を中心に学ぶことによって、映画を時代や社会との関係から考察することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・随時具体的な作品を示しつつ授業を進めるが、映画が見られるという安易な考えで受講しても楽しいばかりの作品ではないので、十分に検討

した後で登録することを勧める。

・遅刻には厳しく対処する。特に、他の受講生への迷惑もあり、30分を超えた遅刻の場合、入室は遠慮してほしい。

・授業開始から30分後、レジュメ等の配布を一切しないので注意すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：映画の歴史とは？　動く映像のはじま

りから映画の誕生までの経緯と時代

リュミエール兄弟、シネマトグラフ、サイレント映画第１回目

映像の文法１：記号としての映像 シニフィアンとシニフィエ、デノテーションとコノテーション第２回目

映像の文法２：映画の空間と時間の統辞法 演出（ミザンセヌ）、モンタージュ第３回目

1920年代のフランス映画：実験映画を中心とした総合芸

術としての映画製作

シュルレアリスム、アバンギャルド、第七芸術論第4回目

ドイツ表現主義と映画 ウーファ、第一次世界大戦、「カリガリからヒトラーへ」第5回目

プロパガンダと映画１：ドイツの映画利用 第3帝国、映画法、レニ・リーフェンシュタール第6回目

プロパガンダと映画２：第二次世界大戦とハリウッド① スタジオシステム、プロダクション・コード第7回目

プロパガンダと映画３：第二次世界大戦とハリウッド② combat film、教育映画第8回目

プロパガンダと映画４：日本における戦時下の映画利用

①

映画法、合作映画第9回目

プロパガンダと映画５：日本における戦時下の映画利用

②

ニュース映画、文化映画第10回目

プロパガンダと映画６：アニメーションとアニメキャラクター ドナルドダック、桃太郎第11回目

プロパガンダと映画７：「満州」と映画 満州映画協会、大陸映画、李香蘭第12回目

植民地支配と映画１：台湾と日本 植民地主義、映画政策、現地製作映画第13回目

植民地支配と映画２：朝鮮と日本 植民地主義、映画政策、国民映画第14回目

まとめ：映像表現とは何か 映像表現、フィクションとノンフィクション第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業で扱ったテーマの中から出題し、それについての知識と考えを問う。60 ％

平常点評価 授業中に受講エッセイを数回課す。

課題の回数によっては、40％以上になることもありえるが、その時はボーナス点として扱う。

40 ％
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その他のものについては、随時授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Internet Movie Database(IMDb)　 http://www.imdb.com/

(社)日本映画製作者連盟　http://www.eiren.org/ 

 その他 /  Others

大学のメールによる連絡を受け付ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

映画の教科書 ジェイムズ・モナコ／フィルムアート社／4845983486／映像の文法や映画の記号的性

質について、参考になる。

映画映像史 出口丈人／小学館／4093874859／映像映画の歴史を概観するのに役立つ。

ワールド・シネマ・ヒストリー アンドレア・グローネマイヤー／昇洋書房／4771015244／『映画映像史』とともに参考

にすることを推奨する。

映画技法のリテラシー〈１〉〈２〉 ルイス・ジアネッティ／フィルムアート社／4845903547,4845903547／〈１〉と〈２〉合わせ

て読むと、より参考になる。

アメリカ映画に現れた「日本」イメージの変遷 増田幸子／大阪大学出版会／4872591771／第２次大戦とハリウッドについての部分

を参考にしてほしい。

映画と「大東亜共栄圏」 岩本憲児編／森話社／4916087453／アジア諸国における植民地主義と映画の状況

糊化に役立つ。

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この百年は映像の創出と発展の世紀だった。なかでも映画/テレビの発展による報道における映像ジャーナリズムの創出、制作者の思想で真実

を再構成するドキュメンタリーの誕生、近年の電子映像による伝送は、その同時性、臨場性、世界性によって現代社会に大きな影響を与えてき

た。

この授業では、まず各時代の戦争報道を例に、近代の映像報道を分析する。さらに遡って動画の発明にはじまり、記録映画と映像ジャーナリズ

ムの成立、ドキュメンタリー表現にいたる複合的な映像表現の技法と表現の発達をおさえる。その後さらに具体的なニュースやドキュメンタリー作

品を通して、激変する現代社会における映像報道の諸課題を実践的に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

近代・現代史関連の科目

ジャーナリズム関係の科目

映像関連の科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

映像ジャーナリズム論 (S)  §  映像プロデュース論 (S)  §  映像ジャーナリズム論 (W)

担当者名 /  Instructor 津田 正夫

15928

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・映像ジャーナリズム成立と発展の歴史的/文化的背景を理解する

・映像報道の際立った特性（機能・技法・思想）を理解する

・現代の映像ジャーナリズムが内包する課題を批判的に理解する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス　～崩壊するジャーナリズムの中で～　 授業全体のねらい、20世紀とジャーナリズム、映像の時

代

1

「正義のジャーナリズム」　～ベトナム戦争報道「映像の

世紀・ベトナム」～

戦争報道の3つの時代、プロパガンダへの反省、メディ

ア研究

2

冷戦とメディアコントロール　～北朝鮮報道「再会」～ 冷戦構造、メディアコントロール、報道の現場、日本の

外交と主流メディア

3

報道グローバリズムの開幕　～湾岸戦争報道～ 冷戦の終結と新たな紛争、ベトナムの教訓と統制、衛

星、グローバリズム

4

イラク戦争報道の諸問題　～総合的な統制「ＮＮＮ戦争報

道」～

電子化した情報・映像、メディアコントロールとのたたか

い、戦争広告会社

5

映像の誕生・進化と社会化 リュミエール、シネマトグラフ、娯楽としての映像、「映像

の世紀」

6

キャパ神話　～フォトジャーナリズムの成立～ 30年代内戦の時代、ジャーナリズムとしてのカメラ、マグ

ナム

7

大本営発表　～映像の影響力とプロパガンダ「激動の記

録」～

情報統制、日本のプロパガンダ映画と抵抗、日本ニュー

スの表現

8

エド・マローの世界　～リベラル・ジャーナリズムの時代

「シー・イット・ナウ」～

事実を伝える、イデオロギー支配、テレビの時代、マッ

カーシズム視角・聴覚、絵画と動画

9

鉄のカーテン崩壊　～撮影・中継技術の飛躍～ ＥＮＧ・ＳＮＧ、ＦＰＵ、現場中継、天安門事件・ベルリンの

壁報道

10

ドキュメンタリーというジャーナリズム１　～「苦海浄土」～ 水俣病と「苦海浄土」、石牟礼道子、木村栄文、演出と

構成

11

ドキュメンタリーというジャーナリズム２　～「A2」～ 地下鉄サリン事件、オウムたたき、森達也、“中立の立

場”

12

ダイアナ事件を読む カメラと取材の他者性・暴力性、表現の多義性、エン

コーディング/ディコーディング

13

「発掘！あるある大事典Ⅱ」の発掘　～テレビ制作の構

造と倫理～

関西テレビ、調査委員会、ＢＰＯ、企業ジャーナリズム14

映像リテラシーと対抗的ジャーナリズム　～「瀋陽事件」

報道～

独立ジャーナリスト、アルジャジーラ、フレームの外、、

当事者/代理者、表現の主体

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％
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佐藤忠男『日本のドキュメンタリー』岩波書店、2009

津田正夫編『テレビジャーナリズムの現在』現代書館、1991

橋本晃『国際紛争のメディア学』青弓社2006

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・ドキュメンタリー（映画、テレビ）を、できるだけ数多く見ること

・その作品やニュースのメモを取って、全体の構成や演出の作為や工夫を考えること

津田正夫アドレス　tsudam@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

映像メディアと報道 今村庸一／丸善　1996／／

戦争写真家　ロバート・キャパ  加藤哲郎／ちくま書房／／

桜井均 テレビの自画像／筑摩書房　2001／／

新版・ジャーナリズムを学ぶ人のために 田村紀雄/林利隆編／世界思想社　1999／／

世界ドキュメンタリー史 Erik Barnouw/近藤耕人訳／風土社1978／／

平常点評価 20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義は映画鑑賞のためのものではありません。理論的講義です。どんなことを勉強するかと言うと、次のようにまとめることができます。キー

ワードは人間・虚構化・文化です。私たちが問題にするのは、私たちの外部に客観的に存在する現象としてのフィルムではなく、私たちの内部に

立ち現れてくる虚構化された内的空間です。つまり、現代科学で「環境世界」とか「生活世界」とか言われているこうした世界は、観客の外部に客

観的に存在するものではなく、観客が存在して初めて姿を見せる後験的な世界なのです。言い換えると、観客の内部に絶え間なしに立ち現れて

くる映像とは、観客によって分節化される時間の密度、すなわちその時間性が観客の内部に絶え間なしに作り上げる、構造化され、時間化され

ていく生成の世界なのです。つまり重要なこととは、映画作家がフィルムに刻印した時間を、観客がそのフィルムを観ながら分節化する時間のあ

り方、すなわちその時間性こそが観客の内部に、シネマという内的虚構化空間を現前化させ、現在化させる原動力だ、という点です。一言で言え

ば、観客によって絶え間なく分節化され、構造化され、時間化されていく、いわゆる生成の世界としてのシネマというものを考えていきたいので

す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別にありません。

久津内一雄『映画と現代思想』を配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

映画芸術論 (S)  §  映像文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

13219

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標を一言で言えば、人間と虚構化と文化の相関性の仮説にたつ現代思想の神髄に迫ることです。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

映画作品に具体的に接してみたい場合には、前期・後期木曜４限「異文化研究Ⅰ・Ⅱ」がお勧めです。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書 2002年／／

日常が底光りする理由 茂木健一郎／文學界 2004年１月号／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

映画芸術論への導入１～３

モンタージュ論４

作家主義論５

タルコフスキーのショット論６～７

映画と言語論８

映画と構造論９～１０

映画と時間論１１～１２

映画と解釈学１３

映画と言語ゲーム論１４～１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、戦後の世界の映画史に足跡を残してきた各国の映画について学ぶ。主に、日本を含むアジア各国の近代史と映画とのかかわりを

踏まえながら、アジア映画の現状と課題を整理していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

映像や映画、そして、アジアの歴史や社会に関わる他の科目を受講していることが望ましい。

教科書は、特に指定しない。授業中にレジュメや資料を配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・講義で触れた映画作品などは可能な限り、各自が見ておいてほしい。

・映画産業の現状などについては、ニュースでも取り上げられることがあるので、新聞など日々意識して目を通しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

映画と社会 (S)  §  エンタテインメント論 (S)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

15926

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・映画と社会や時代との関係について学ぶ。

・アジア各国の映画について学ぶ。

・国境を越える映画について考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・映画を見るだけの講義ではないので、登録の際、よく検討してほしい。

・遅刻には厳しく対処する。特に、他の受講生への迷惑もあり、30分を超えた遅刻の場合、入室を考慮してほしい。

・授業開始から30分後、レジュメ等の配布を一切しないので注意すること。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

天皇と接吻  ～アメリカ占領下の日本映画検閲 平野共余子／草思社／／

偽りの民主主義　～GHQ・映画・歌舞伎の戦後

秘史

浜野保樹／角川書店／／

男たちの絆、アジア映画 斉藤綾子編  ／平凡社 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス、イントロダクション：戦後の世界と映画の状況 第二次世界大戦 ネオリアリスモ第1回

大戦後のイタリア映画と1950年代の日本映画 第二次黄金期、五社協定、小津・黒沢・溝口第２回

戦後占領下の日本映画 ＧＨＱ、映画政策、東宝争議第３回

1950年代の日本における外国映画と日本映画 ランナウェイ・プロダクション、蓄積円映画第４回

フランスのヌーヴェルバーグとその周辺 作家主義、シネマ・ベリテ派、カイエ派第5回

1950年代までのアメリカ社会とアメリカ映画 スタジオ・システム、パラマウント判決第6回

アメリカン・ニューシネマからニューハリウッドへ プロダクション・コード、レイティング・システム第7回

1960年代の東アジアを越境する映画 香港映画、韓国映画、インド映画第8回

香港映画のニューウェイヴと中国返還前後 ニューウェイヴ（新浪潮）、香港返還、香港ノワール第9回

1980年代以降の中国映画 文化大革命、第五世代第10回

台湾ニューシネマの誕生とその後 植民地主義、戒厳令解除第11回

1990年代以降の韓国映画 映画振興法、検閲、スクリーンクォーター第12回

ナショナルシネマとしてのイラン映画 イスラム革命、児童映画、宗教と映画第13回

インド映画：日本におけるブームとその現在 ボリウッド、マサラムービー第14回

まとめ：越境する映画 映画の越境性と土着性、社会性第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業で扱ったテーマの中から出題し、それについての知識と考えを問う。80 ％

平常点評価 授業中あるいは授業外に数回のエッセイを課す。

課題の回数によっては、20％以上になることもありえるが、その時はボーナス点として扱う。

20 ％
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他は授業中に随時紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

アメリカ映画協会　http://www.mpaa.org/

(社)日本映画製作者連盟　http://www.eiren.org/

 その他 /  Others

大学のメールによる連絡を受け付ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

中国映画　－百年を描く、百年を読む－ 藤井省三／岩波書店／／

台湾映画のすべて 戸張東夫／廖金鳳／陳儒修／丸善／／

インド映画への招待状 杉本良男／青弓社／／

イタリア映画史入門1905-2003 ジャン・ピエロ・ブルネッタ（川本英明訳）／鳥影社／／

アジアのなかの日本映画 四方田犬彦／岩波書店／／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

活字メディア（新聞・出版）の歴史と現在の状況を紹介するとともに、過去・現在の重大ニュースを通じて活字メディアの社会的役割と課題を考え

ていく。講師が新聞記者として主に担当してきた政治・行政・司法分野を中心に体験を交えながら、分かりやすく講義していく。そしてひとりでも多

くの学生がマスコミを希望する気になるようにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

毎回の授業でレジメを配る。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

活字メディア論 (G)

担当者名 /  Instructor 三谷 茂

13277

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

民主主義社会で活字メディアが果たすべき役割をきちんと理解する。その上でニュースの価値や背景を自分なりに読み解く力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

低限、日々のニュース（国際問題、政治の動き、地元京都の話題まで）を新聞で読んで理解しておくこと。社説や解説も読むこと。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫ほか／世界思想社／／

ジャーナリズムの可能性 原寿雄／岩波新書／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

活字メディア（新聞・出版）の現状と他メディア比較 活字離れは本当？　経営危機、出版不況、電子書籍、

速報性、詳報性、連携・融合

１

活字メディアの歴史ー時代を切り開く 活版印刷の発明、表現の自由、言論弾圧、不偏不党、

民主主義

２

ニュースとは、ジャーナリズムとは 価値観、伝えるべきもの、調査報道、権力監視、組織と

個人、パブリック・ジャーナリズム

３

政治報道 番記者、政治記事のつくられ方、政治家・政党の思惑、

政権交代

４

選挙報道 公正・正確、政党のメディア操作、政局より政策、公職

選挙法

５

官僚と政策 政治主導、官僚主導、財務省の力、予算編成、民主党

政権

６

自治と地域主権 地域主権、地域政党、市町村合併、地方議会、住民自

治

７

事件報道 犯罪報道の意義、警察・検察・裁判所、人権尊重、匿名

社会、裁判員制度

８

大事件報道 オウム真理教ほか９

大災害報道 阪神・淡路大震災、報道の視点、減災報道１０

大事故報道 日航ジャンボ墜落、福知山線脱線ほか１１

戦争報道 イラク戦争、ベトナム戦争１２

環境報道 公害から地球環境、温暖化、水問題、生物多様性１３

不作為の報道 ハンセン病、らい予防法、強制隔離、メディアの怠慢１４

メディア規制 メディアスクラム、個人情報保護法、人権擁護法案、自

主努力

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容に関連して提示するテーマについて自身の考えを記述する。その視点が明確に内容

が説得力を持って展開できているかを評価する。

50 ％

平常点評価 ６回目と１１回目前後に、その授業中に提示するテーマで小レポートを書いてもらう。４００字程

度。テーマの理解度と、自身の主張が論旨明快かを評価する。授業中の態度も評価対象。

50 ％
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授業中にも適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

マスコミ界に進みたい人はいろいろ相談に乗ります。メールでも授業後でも声をかけてください。

メール・アドレス　leehoanron3737@gmail.com

携帯電話　０９０－４２９５－７４７１

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

新聞再生 畑仲哲雄／平凡社新書／／

実践ジャーナリスト養成講座 花田達朗ほか／平凡社／／

現代メディア史 佐藤卓己／岩波書店／／

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　現代のメディアをめぐる社会的環境の変化の中で、グローバリゼーションは 重要なものの１つである。しかし、グローバリゼーションは一般に

知られているより遥かに多様な側面を持つと共に、実に複雑な影響をメディアに与え、また逆にメディアそのものがグローバリゼーションに影響を

与えてもいる。

　本講義では、 初にグローバリゼーションの基本的な概念を学び、その上で世界で起きている様々な事例を通して、グローバリゼーションのダ

イナミズムや、メディア・報道とグローバリゼーションの相互影響と、そこから生じる問題を考える。 後にメディア、ジャーナリズムを巡るグローバ

ル化が様々な問題を抱える中で、グローバルな次元での共生、アイデンティティ構築が可能なのか考察する。各回を通して、国際報道、とりわけ

現在起きているニュース報道の実例を重視します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

授業で取り上げるニュースは時事性を重視しますので、授業内容はシラバスで予告したものから変わる可能性があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

グローバルメディア論 (S)  §  グローバルメディア論 (I)

担当者名 /  Instructor 川島 隆

15890

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１・グローバリゼーションを巡る様々な概念的枠組みを、具体的な実例と共に理解し、説明できるようになること。

２・グローバル化時代におけるメディア・ジャーナリズムの構造と様々な問題点の基礎的な理解をし、その上で批判的な視座に立ち、各自の意見

が言えるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

普段から習慣的に新聞を読むこと、そしてテレビのニュースを見ることを通じ、グローバリゼーションの状況やニュース報道一般のあり方につい

て知識と関心を蓄えておくことをお勧めします。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル社会とメディア   武市英雄・原寿雄（責任編集）／ミネルヴァ書房／4623036189／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要の説明、グローバリゼーションをめぐる基本

概念

グローバリゼーションとは何か、資本主義、冷静の終

結、反グローバリゼーション

第１回

マスメディアをめぐる基本概念  マスメディアの分類、マスメディアの歴史、マスメディア

の理論

第２回

マスメディア構造の激変とグローバリゼーション 電子書籍、出版不況、新聞社の倒産、ジャーナリズムの

NPO化

第３回

メディアとナショナリズム① 市民的公共圏、世論、ハーバーマス、ベネディクト・アン

ダーソン

第４回

メディアとナショナリズム② 日中関係、ネット世論、異文化表象、ステレオタイプ第５回

スポーツ・ジャーナリズムの諸問題 スポーツ・体操の歴史、文化ナショナリズム第６回

グローバル時代のテロリズム報道① テロの歴史、イスラム原理主義、報道の客観性第７回

グローバル時代のテロリズム報道② インターネットとテロリズム、WikiLeaks第８回

オンライン・ジャーナリズムの展望 ブログ・ジャーナリズム、SNS、ツイッターの機能、中東

革命

第９回

グローバルなメディアの進展と情報格差 情報寡占、デジタル・デバイド第１０回

文化交流と文化摩擦  多文化主義、移民、マイノリティ第１１回

 国際政治と国際報道 G8、反資本主義、メディアの自由と独立性第１２回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア① 市民メディア、独立系メディア、非営利放送第１３回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア② 新しい社会運動、メディアへのアクセス権第１４回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア③ メディア教育、メディア・リテラシー第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記）  授業で学習した概念を十分に理解し、その上で自分自身の考えを述べられているかを基準に

評価する。

60 ％

平常点評価 出席点は評価の対象としない。授業内にリアクションペーパーを随時配布し、その回答内容か

ら授業への取り組みを評価する。

40 ％
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   受講者は教科書を購入し、毎回持参すること。      

                

参考書の購入は義務ではありません。

     

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル化とは何か デビッド・ヘルド／法律文化社／／

第2版　公共性の構造転換 ユルゲン・ハーバーマス／未來社／／

定本　想像の共同体 ベネディクト・アンダーソン／書籍工房早山／／

コミュニティメディアの未来 松浦さと子・川島隆（編）／晃洋書房／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

美術作品にどのように時代の観察の眼が反映しているのか。本講義は観察者の存在を重視した17世紀オランダ絵画を出発点として、近代の自

然描写、断片的世界観を中心に社会史・思想史のコンテクストにおいて考察する。フリードリヒ、マネ、モネ、セザンヌ、ゴーギャン、ピカソ、カン

ディンスキー、モンドリアン、ポロック、ボイス、リヒター、キーファー、杉本博司など17世紀から現在までの絵画、写真作品、および広告、建築を対

象として、近代以降の観察者の立場の変容を考察し、今日の表象文化の諸前提を問う。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

表象文化論 (S)  §  芸術表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

15929

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

美術、芸術作品の主題を読み取り、時代の思想・世界観を知る。

主観的な感情移入や解釈を排し、客観的に作品を観察する力、ひいてはイメージに対する批判的思考力を養う。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

C.D.フリードリヒ : 「画家のアトリエからの眺め」 -

- 視覚と思考の近代 

仲間裕子 ／三元社／／

美術史をつくった女性たち─モダニズムのあゆ

みのなかで

神林恒道／仲間裕子編／勁草書房／／

雰囲気の美学 G,ベーメ／晃洋書房／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の全体像第１回

観察の眼   17世紀オランダ絵画　静物画第２回

近代の自然観 (1) 美学における自然観─カント、アドルノ、リオタール、

ベーメ他 

第３回

近代の自然観 (2) 19世紀初期　ドイツ・ロマン主義第４回

近代の自然観 (3) 19世紀後期　印象主義、ポスト印象主義第５回

近代の自然観 (4) 19世紀末　象徴主義第６回

近代の自然観 (5) 20世紀　抽象絵画 抽象表現主義第７回

近代の自然観 (6) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第８回

近代の自然観 (7) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第９回

断片的世界観 (1) キュビスム　ダダ第10回

断片的世界観 (2) ハンナ・ヘッヒとコラージュ的身体第11回

断片的世界観 (3)第12回

写真作品とイメージ 第13回

広告とイメージ第14回

建築とイメージ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 毎回、講義で紹介した作品、理論などのコメントを

提出する。

40 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義でどんなことを勉強するかと言うと、次のようにまとめることができます。ことばとは、人間のコミュニケーションの単なるツールではなく、

誕生から死に至るまで人間は、ことばによる分節化を繰り返しながら、フランスの思想家のラカンが言う「想像界」と「象徴界」という虚構化された

世界を絶えず生成しているという点です。つまり、現代科学で「環境世界」とか「生活世界」とか言われているこうした世界は、人間の外部に客観

的に存在するものではなく、人間が存在して初めて姿を見せる後験的な世界なのです。そしてこうした世界は、人間の身体＝欲望との相関性に

よって絶え間なく構造化されていく、いわゆる生成の世界だという点です。従って、ハイデガーとともに現代思想の双璧をなすヴィトゲンシュタイン

が言う「言語ゲーム」とは、人間の欲望の展開であり、その意味では、円環的な人間の生そのものです。こうした人間の生の根幹に関わることば

の世界を考えていきたいのです。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

久津内一雄『言語と現代思想』を配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

言語文化論 (S)  §  言語コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

15930

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標を一言で言えば、人間と言語と文化の相関性の仮説にたつ現代思想の神髄に迫ることです。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

これがﾆｰﾁｪだ 永井均／講談社現代新書／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

近代言語学の成立とその背景

ソシュール

１～６

言語相対主義の潮流

フンボルトに始まる言語相対論、サピア・ウォーフ仮説、ド

イツ意味論学派 

７～９

言語理論の記号学的展開

レヴィ＝ストロース

１０

言語理論の記号学的展開

ラカンの欲望論

１１～１２

言語理論の言語使用論的展開

ヴィトゲンシュタイン言語ゲーム論

１３～１４

言語と現代思想の問題〈まとめ〉１５

 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：「現代広告論」

本講義では、企業の行う広告活動を中心におき、広告および広告産業を包括的に理解することを目指す。広告の定義、機能、また広告キャン

ペーン立案プロセスなど幅広い内容を実際の企業のケースを通し解説する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし 

課題はほぼ毎回行う予定のため出席が難しい学生には不向き。課題は講義の始めに行う場合、あるいは講義外で行う場合もある。

特に市販のテキスト等は使用しない。オリジナルに作成した資料を使用。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

配布のレジュメで復習

単位数 /  Credit 2

広告論 (S)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

13177

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講する学生には、市民としての広告に対するリテラシーの向上を目指す一方、実社会において広告活動に関連する場面に直面した際に十分

対応のできる知識、考え方を身につけることを望む。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

比較的な高度な広告理論の解説もあるため、しっかりとした受講態度を希望する

空欄のあるレジュメを毎回配布するため、遅刻をせず出席し空欄を埋めること。 

授業外での学習を促すために、次週に提出の課題を行う場合もあるため、十分な予習・復習の時間をとれることが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代広告論（新版） 岸志津江、田中洋、嶋村和恵／有斐閣／4-641-12356-X／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の進め方・広告の歴史および定義 マーケティング、宣伝1

広告の種類と機能（社会的役割と企業のマーケティング

活動としての役割）

マス4媒体、SP広告、経済・経営、・社会・文化的機能2

広告産業とは:特に広告代理店の役割と今後の方向性 広告費、総合広告代理店、世界の代理店、クリエイティ

ブエージェンシー

3

広告のブランド構築への役割 ブランドエクイティ、ブランド認知、知覚品質、ブランド連

想、ブランドロイヤルティ

4

広告戦略立案プロセス(1) Plan・Do・See、状況分析、SWOT分析5

広告戦略立案プロセス(2)（ケーススタディ） ポジショニング、ターゲティング6

表現戦略 TVCMの制作プロセス クリエイティブブリーフ、ストーリーボード、TVCM7

広告効果（１） 広告調査、AIDMA、AISAS、関与8

広告効果（２） 精緻化見込みモデル、ロシター・パーシー・ベルマン・グ

リッド、認知的不協和低減の理論

9

メディア戦略 メディアプランニング、ブランドコンタクトポイント10

ゲストスピーカー 広告主あるいは広告会社の方11

IMC戦略 統合型マーケティングコミュニケーション、「牛乳に相談

だ」のケース

12

スポーツと広告 ワールドカップのケース13

新しい広告（１） Ｍｉｘｉ年賀状のケース14

新しい広告（２） Ｗｅｂ広告、ステルスマーケティング、バイラル広告 、

シームレス広告

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書およびノートなどの持込は不可60 ％

平常点評価 不定期に授業内および授業外で課題を課す40 ％
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特になし

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

アドミュージアム東京：http://www.admt.jp/parent_J.html

全日本シーエム放送連盟：http://www.acc-cm.or.jp/

公共広告機構：http://www.ad-c.or.jp/

 その他 /  Others

特になし

個別の質問がある場合には、基本的に直接教員にメールで行うこと（教員のアドレス：koizumi@ss.ritsumei.ac.jp）。一般的な広告理論、広告業

界等に関する質問については、他学生と共有すべきと考えるため、教員のブログにて回答を行う。

http://hidekoizumi.cocolog-nifty.com/blog/

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

新しい広告 嶋村和恵監修／電通／4-88553-183-7／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

・ボーダーレス社会の中でニュースや情報がどのように流通しているのか構造を理解します。

・世界のさまざまな政治経済体制の国々でどのようにジャーナリズムが権力監視の役割を果たしたり、基本的人権が危機に瀕しているかを理解

します。

・ICT社会、ネットワーク社会で情報がどのようにやりとりされ、テクノロジーの発達でプライバシーや表現の自由などがどのような影響を受けてい

るのか理解します。

・国内ではなされていない議論などもカバーするため英語の文献も読んでもらいます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

クラス内で指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回英語のリーディング・アサインメントがあります。授業内の議論に必要ですので読んで来て下さい。

単位数 /  Credit 2

国際ジャーナリズム論 (S)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

15815

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・権力とメディアの関係について、その「構造」を理解する。

・表現の自由とは日常のどのような場面で尊重されなければならず、それが存在しない社会がいかに不健全であるのかを理解する。

・メディアが社会的な信用を維持するために、どのような「決まりごと」が必要なのを理解する。

・日本が世界にどのような受け取られているのか、実態を理解する。

・インターネットの発達が、コミュニケーション、プライバシー、ニュースを含むコンテンツ流通などに及ぼしている影響を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞を 低1紙は読んで下さい。テレビのニュースも見て下さい。 近の時事問題については「常識」と考え、 低限の説明しかしません。

インターネットのSNS(TwitterやFacebookなど）も積極的に使ってみて下さい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入・異文化コミュニケーション・ジャーナリズムの原則 カルチャーショック・ジャーナリズム・ニュース第１回

日本の報道機関は外国のニュースをどのように伝えてい

る

ニュースソース・通信社・外信部第２回

権力とメディア 権力の監視・メディアコントロール・スピン第３回

戦争とメディア 湾岸戦争・イラク戦争・埋め込み型（エンベッド）ジャーナ

リスト・テロ

第４回

表現の自由のない国で／忘れ去られたニュース（１） ニュースバリュー・検閲 第５回

表現の自由のない国で／忘れ去られたニュース（２） メディア規制・インターネット 第６回

メディアビジネスとニュース フリーペーパー・ウェブニュース・コングロマリット 第７回

公共放送のモデル BBC・NHK・PBS・イラク戦争第８回

ゲストスピーカーによる講演と討論 日程変更の可能性あり・ゲストは追ってアナウンスしま

す 

第９回

メディアの倫理をいかに守るか ニュース分析・ジャーナリズム理論・シビックジャーナリ

ズム 

第１０回

日本は世界からどう見られているか（１） 記者クラブ・皇室問題 第１１回

日本は世界からどう見られているか（２） クールジャパン・コンテンツビジネス第１２回

ニュースの新しい形 ブログ・コンテンツアグレゲーター・SNS第１３回

インターネットとコントロール・創造的な社会と著作権 プライバシー・コード・ボット第１４回

記述問題とまとめの議論 ※問題の要領と詳細は追ってアナウンスします 第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ① 終講義日に行う記述問題（オープンノート・詳細はクラス内でアナウンスします）

②（希望者のみ）リーディング・アサインメントの「ディスカッション・グループ」による発表（詳細は

クラス内でアナウンスします）

③クラス内で書くコミュニケーション・ペーパー

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

BBC（英国放送協会）：www.bbc.co.uk

PBS（米公共放送）Newshour with Jim Lehrer；www.pbs.org/newshour/

Reporters sans Frontier（国境なき記者団）：www.rsf.org

Project for Excellence in Journalism（優れたジャーナリズムのためのプロジェクト）：www.journalism.org

Committee of Concerned Journalists（危惧するジャーナリストたち）：www.ccj.org

 その他 /  Others

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

現代の子どもは、テレビやラジオ・新聞・雑誌・映画といった従来のメディアのほか、ゲームやインターネットなどのデジタル・メディアに囲まれて

育っている。本講義では、子どもとメディアのかかわりについて、社会・教育・心理学的見地から考察する。また、子どもが接している様々なメディ

アを実際に授業中に参照し分析を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。他専攻や他学部生でメディアの基礎知識がなくても十分に受講可能。

ただし、平常点評価１００％とはいえ決して楽な授業ではないので、以下シラバスに記載してある授業内容や課題等をよく確認してから登録する

こと。

自分で考える力を身につけたい学生の受講を歓迎する。 

・毎回ＱＲコードシールを持参すること。シールのないものは減点とする。

・子どものインターネット利用状況やそれにまつわる諸問題（ネットいじめ等）を、教育現場での経験をもとに話していただくゲストスピーカーの

回を1度設ける予定である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日常生活において、自分が使うメディアや子供向けのメディアに常に注意を払い、本講義の目的を体して意識的にメディアを観察すること。

単位数 /  Credit 2

子どもとメディア (S)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

15921

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・「メディアが子どもの日常生活においてどのような役割を果たしているのか」、「子どもはメディアをどのように理解し使用しているのか」、「メディ

アが子どもの成長にどのような影響を与えるのか」、といったメディアと子どもについての基本的な事柄について理解する。

・子どもにメディアを教えるにあたり、メディア・リテラシーの基本的な概念や教育の実践についての基礎的な知識を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講義だけではなく、子ども向けのメディアを分析したり自分なりの考察を深めるなど、受講者の積極的な参加が必要とされる授業である。

・初回に授業の進め方、試験、評価方法などの詳細な説明とともにアンケートも行うので、第１回目から必ず出席すること。

・遅刻は他の受講者の迷惑になるので厳しく対処する。レジュメや資料等も授業開始から３０分以降は一切配布しないので注意してほしい（病欠

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義　（授業の進め方）、メディアとは何か 「私のメディア史」（子ども時代に接したメディアを振り返

る）

第１回目

子どものメディア環境：　子ども時代の変化 子ども、子ども時代、子どものメディア利用実態第２回目

子どもの発育、行動、モラル形成とメディア 乳幼児のメディア理解、幼児用教育番組の効果第３回目

子どもとポピュラー・カルチャー ポピュラー・カルチャーと子どものアイデンティティ形成第４回目

メディアと暴力 メディアに描かれるバイオレンスとその影響第５回目

メディアとジェンダー メディアに描かれる「女の子らしさ・男の子らしさ」第６回目

消費者としての子ども（１）テレビ番組 消費社会と子ども、ブランド・ロイヤルティー第７回目

消費者としての子ども（２）広告 子どもへのマーケティング、大量消費社会とメディア第８回目

デジタル時代の子ども：　インターネットと子どものメディ

ア発信

ネットいじめ第９回目

子どもの権利とメディア 権利主体としての子どもと子ども向けメディア第１０回目

子どもにメディアを教える（１）　 メディア・リテラシー、メディア教育とは何か第１１回目

子どもにメディアを教える（２）　 メディア・リテラシーの基本概念第１２回目

子どもにメディアを教える（３）　 メディア教育の実践第１３回目

子どもにメディアを教える（４）　 メディア教育の課題第１４回目

検証テスト（60分）と解説（30分）第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①検証テスト（４０％）

終回の授業で、それまでの授業内容の理解度とそれを踏まえて自分の考えを記述できるか

どうかを確認する検証テストを実施する。未受験の場合は、「不可」となるので注意。

②コミュニケーション・ペーパー（６０％）

授業中に毎回Ａ４用紙一枚程度のコミュニケーションペーパーを課す。内容はメディア分析や小

レポートなど。０～５点で評価する。単なる出席点ではないので注意。１４回中９回以上提出の

ないものは、即「不可」となる。

100 ％
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教科書は特に指定しない。必要に応じて授業中にレジュメと参考文献リストを配布する。

その他、適宜授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

The International Clearing House on Children, Youth, & Media http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

ややむを得ない事情を除く）。

・私語は他の受講生の迷惑となるので厳しく対処する。退出を命じることもあり、その際は当日のコミュニケーション・ペーパーは０点となる。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアと人間の発達　－　テレビ、テレビゲー

ム、インターネット、そしてロボットの心理的影響

坂元章編／学文社／4762012629／

Children, Adolescents, and the Media (Second 

Edition) 

Victor C. Strasburger, Barbara J.Wilson, and Amy B. Jordan／Sage Publications／

9781412944670／

子どもとニューメディア 北田暁大・大多和直樹(編）／日本図書センター／4284301251／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

コンテンツのデジタル化が進む現在、メディアにおけるコミュニケーションがどのように変容していくのか、なぜ変容せざるを得ないのかを主にビ

ジネス面から考察します。講師は2人体制で、カリキュラムの前半は映像メディア（特にテレビ）の見地から松山が担当し、後半は広告コミュニ

ケーションの見地から平田が担当します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・基本的に各回１テーマで開講しますが、順序の変更がありえます。内容によっては専門家を招き、講師と二人で授業を進めることもありえま

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内に参考資料などを適宜紹介します。

単位数 /  Credit 2

コミュニケーション政策論 (S)

担当者名 /  Instructor 平田 佳宏、松山 浩士

15856

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

講義の内容を理解したうえで、この領域について今後自ら認識を広げ、深めていくための「知の自立」を図れるようになること。この領域は日々変

化・進化しており、この講義は到達点ではありません。講義はあくまでも入口にすぎません。また、われわれ講師は水先案内人にすぎません。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 ～デジタルコンテンツ時代のコミュニ

ケーション変容～（松山）

コンテンツのデジタル化　オリジナルとコピー　伝送経路

　双方向

第１回

映像の歴史（松山） 映画の誕生　セザンヌ・鳩・世界初のコント　幼児の言語

獲得過程と映像史のアナロジー　ドキュメンタリーとSF　

「外部」「人間」「文法」の発見

第２回

映像の修辞学（松山） 映像の「零度」と逸脱　映像における比喩とシンタックス

　レトリックとメッセージ　演出と「ヤラセ」

第３回

もうひとつのテレビ史（松山） 映画と音楽と新聞　今のテレビを作った人たち　テレビ

局のキャッチコピーと戦略の変遷

第４回

映像と広告コミュニケーション①（松山） テレビコマーシャルの歴史　広告の機能　消費行動

　AIDMA～AISAS～SIPS　クロスメディア

第５回

映像と広告コミュニケーション②（松山） テレビ視聴における共同体　マスとソーシャル　キュレー

ション　物が売れない時代のマーケティング　欲望する

主体

第６回

デジタルコンテンツ時代の著作権を考える（松山） 著作権　人格権と財産権　著作権が保護するもの

　JASRAC　「まねきTV」事件　デジタル化時代の著作権

のありかた

第７回

視聴者とは誰か（松山） 視聴率　ターゲット論の変遷　視聴者がテレビに求める

もの（テレビ番組の要素分析）　視聴者の意識変化

第８回

放送と通信の融合とは何か（松山） 総務省　放送行政と放送法　経産省のコンテンツの国

家戦略

第９回

広告の歴史とこれから（平田） 広告のはじまり　広告史　広告の役割の変化第１０回

情報大爆発がもたらしたコミュニケーションの大変化（平

田）

情報大爆発　コミュニケーションの変化　インターネット

の本格普及　コンテンツ流通革命

第１１回

米大統領選に見るコミュニケーション・デザインの重要性

（平田）

オバマ大統領　コミュニケーション・デザイン　情報戦　ロ

ングテールの活用

第１２回

クチコミのメカニズム（平田） クチコミ発生の条件　クチコミ発生の条件　WOM　情報

バリア

第１３回

IP TVの現状と今後の影響（平田） インターネットテレビ　I PTV　　radiko(ラジコ)　メディア・

プラットフォーム

第１４回

まとめ　～メディアはどこに向かおうとしているのか～（松

山）

企業としてのテレビ局　コンテンツビジネス　既存メディ

アの危機と生き残り戦略　メディアにおける異業種参入

　メディア企業の将来像

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義では多くのテーマを取り上げますが、その中で特に興味を抱いたテーマについてのレポー

トを課します。授業内容の理解はもちろんですが、単に授業を要約するだけではなく、①なぜ興

味を抱いたのか、②自分で新たに知識を深めた内容、③自分の意見の３つを必ず盛り込むよう

にしてください。

100 ％
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す。

・時事的なテーマに沿った内容も含まれるため、シラバスの内容が部分的に変更されることもあります。それについては開講後にお知らせし

ます。

テーマが多岐にわたるため特に使用しません。

          その都度授業の中で紹介します。                    

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

メールもしくはtwitterのハッシュタグ等で（開講後にお知らせします）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義で言うところのコミュニティ・メディアは、地理的な範囲を中心とした地域コミュニティのメディアである。

　大きな災害が起きるたびに、マス・メディアに登場する小規模なメディアがある。それが、地域メディアと言われる、ローカル新聞やコミュニティＦ

Ｍである。地域メディアは、その名の通りに地域に密着した情報を伝えるために存在している。われわれの生活はマス・メディアを中心に成立し

ているが、一定範囲の地域を意識し、その地域で生活する人びとを中心に成立しているメディアも確かに存在しているのだ。だが、先述のように

その存在が認識されるのは、大きな災害など特別な状況が起こったときに限られている。

　また、われわれが学ぼうとしているメディアにはさまざまな存在理由があり、生まれてきた理由もある。メディアの歴史を学ぶとき、その存在理

由はあまり問われることがない。１本の時間軸の上にトピックスとして並べられ、他の可能性や別の時間軸は無視される。特に、地域という一定

の地理的範囲や人的なつながりのなかで生み出されたメディアの歴史は、その存在すら忘れられている。

　それはなぜなのだろうか？この授業の基本的な関心は、常に疑問と共にある。なぜマスなメディアだけではだめなのだろうか？なぜ、地域コ

ミュニティとメディアが強く結びつくのだろか？なぜ、自らメディアを生み出そうとするのだろうか？自明と思われていることに改めて目を向け、そ

れを確認し、分析し、理解をする。授業は、その繰り返しである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

コア科目（情報メディア学系用）

基礎社会学

メディア社会論

レジュメは、コースツールに１週間前までにアップするので、各自プリントアウトして持参すること。

授業当日は、提出用コミュニケーションペーパー、翌週に使用する関連資料及び当日の補足資料を配付する。きちんと予習しておくこと。

ただし、開始後30分経過した時点で上記配布物の配布を中止し、以後は一切配布を行わない。

各回の授業予定は、 新のトピックスに合わせて変更する場合がある。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

コミュニティメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

13182

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．マス・メディア以外のメディアの存在を理解する。

２．コミュニティとメディアの関係を考える。

３．メディアの存在を自明とせずに、さまざまな角度から観察できる。

４．コミュニティ・メディアにアクティブなアプローチができる。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

日常生活とメディアの関係を、常に意識することが大切。新聞を読み、社会の動きと問題を確認することも大切。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

日常に偏在するコミュニティとメディア 地域メディアとコミュニティ・メディア 第1回

地域メディアとわれわれ 地域、住民、メディアの循環を創る 第2回

コミュニティ・メディア研究と調査 どんな研究視点や方法があるのか- 第3回

災害とメディア　その１ 災害とメディアの関係性を考える 第4回

災害とメディア　その２ 実際の災害とメディア 第5回

災害とメディア　その３ 実際の災害とコミュニティ・メディア 第6回

災害とメディア　その４ 今後の災害とコミュニティ・メディア 第7回

コミュニティ・メディアを事例から考える１ 地方新聞第8回

コミュニティ・メディアを事例から考える２ ケーブルテレビ第9回

コミュニティ・メディアを事例から考える３ コミュニティＦＭ第10回

コミュニティ・メディアを事例から考える４ 有線放送・親子ラジオ第11回

コミュニティ・メディアを事例から考える５ コミュニティ・メディアの営利／非営利問題 第12回

コミュニティガバナンスとコミュニティ・メディア 地域社会の問題解決とメディア 第13回

コミュニティ・メディアを巡る議論 コミュニティ・メディアをグローバルに見る 第14回

地域とメディアの新しい関係作り 今の時代にふさわしい地域とメディアの関係とは 第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内で説明した内容を中心に、論述問題を出題。80 ％

平常点評価 毎回の授業内で提示するテーマについての、コミュニケーションペーパーの提出。20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

sakatak@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

  ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域メディアが地域を変える 河井 孝仁 遊橋 裕／日本経済評論社／／

現代地域メディア論 田村紀雄・白水繁彦／日本評論社／／

コミュニティ・メディア 金山智子／慶応義塾大学出版部／／

地域SNS 前線  庄司昌彦 ／庄司昌彦  アスキー ／／

地域メディアを学ぶ人のために 田村紀雄篇   ／世界思想社 ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、ジャーナリズムの機能・役割と責任、言論・表現の自由について、なぜそれらが私たちにとって重要な意味をなすのかといった観点

を起点に、日本のジャーナリズム活動、ジャーナリストたちの言論活動や思想などを歴史的に踏まえながら考えていきます。現在のジャーナリズ

ムの問題点をとらえ、見る眼を養うためにも、政治的社会的側面から見た現代社会におけるジャーナリズムの状況と課題を整理しつつ、時事的・

実際的な問題などと関連させながら多面的に考察します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代とメディア

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞、テレビ、週刊誌など現代社会の出来事を伝える報道に意識的に接触することです。ジャーナリズム論を深めるための参考文献を授業時に

多数紹介しますが、関連する文献を読んで、問題意識を深めて下さい。なお、ジャーナリズム論は近現代史と深く関わっていますので、近現代史

の知識を増やすよう努力して下さい。授業は資料を中心にビデオ映像などを使いながら進めていきます。コースツールを活用して授業内容に関

する受講者の考察や意見を求める課題を課します。授業の進度によっては予定のテーマが前後・伸縮することもあります。

単位数 /  Credit 2

ジャーナリズム論 (S)

担当者名 /  Instructor 柳澤 伸司

13281

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ジャーナリズムの本質やその現在的問題を歴史的相対的に捉える視座を獲得し、関連する課題について説明し批評することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに～授業の進め方と評価について ジャーナリズムの視点第1回

ジャーナリズムとは何か 原寿雄『ジャーナリズムの思想』岩波新書（1997）マス・

コミュニケーション、ジャーナリズム、ジャーナリスト

第2回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（１）明治期日

本の新聞記者

鎌田慧『反骨のジャーナリスト』岩波新書（2002）ジョセ

フ・ヒコ、福地源一郎、福澤諭吉

第3回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（２）新聞に対す

る読者の視線 

玉木明『ゴシップと醜聞－三面記事の研究』洋泉社・新

書ｙ（2001）、赤瀬川原平『外骨という人がいた！』ちくま

文庫（1992）黒岩涙香、宮武外骨

第4回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（３）言論の力と

大正デモクラシー 

米騒動、井上江花、白虹事件第5回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（４）批判の限

界と新聞人

菊竹六皷、桐生悠々第6回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（５）ジャーナリ

ズム批判と言論活動

吉野源三郎『職業としての編集者』岩波新書（1989）石

橋湛山、高見順

第7回

報道することの難しさ～皇室報道をめぐって 皇室担当記者ＯＢ編『皇室報道の舞台裏』角川oneテー

マ21（2002）皇室報道、表現の自由

第8回

権力を監視するということ～記者クラブというシステムと

取材のあり方

田勢康弘『政治ジャーナリストの罪と罰』新潮文庫

（1994）、大塚将司『スクープ－記者と企業の攻防戦』文

春新書（2004）記者クラブ、報道協定、情報公開

第9回

国家秘密と知る権利～外務省密約事件 西山太吉『沖縄密約－「情報犯罪」と日米同盟』岩波新

書（2007）知る権利、沖縄返還密約事件、記者の倫理

第10回

戦争とジャーナリズム～（１）戦争報道から何を考えれば

よいか

前坂俊之『太平洋戦争と新聞』講談社学術文庫

（2007）、石川文洋『報道カメラマン』朝日文庫（1991）宣

伝、情報操作、報道管制

第11回

戦争とジャーナリズム～（２）メディアは何を伝えているか 武田徹『戦争報道』ちくま新書（2003）、柴山哲也『戦争

報道とアメリカ』ＰＨＰ新書（2003）映像のリアリティ

第12回

取材と報道のバランス～（１）報道と人権の狭間 後藤文康『誤報－新聞報道の死角－』岩波新書

（1996）、河野義行・浅野健一 『松本サリン事件の罪と

罰』講談社文庫（2001）犯罪報道、報道被害、メディア・

第13回

取材と報道のバランス～（２）メディアが作り出す報道被

害

高山文彦『少年犯罪実名報道』文春新書（2002）スクー

プ、報道被害、実名・匿名問題

第14回

ジャーナリズムをどうするか～報道規制の動き／まとめ

の議論

ジャーナリストという職能／ジャーナリズムの可能性第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業時に講義内容に関連した課題レポートを課します。決められた期日までにコースツールへ100 ％
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レポートはコースツールでの提出となりますので、コースツールが使えるようにしておいて下さい。授業期間中に出される課題レポートを提出

しなかった場合は出席していないものと判断します。第1回目に「授業の進め方と評価について」詳細な説明をしますので、受講予定者は必

ず出席して下さい。

特に指定しません。必要に応じて文献資料等を紹介します。配布物は事前にコースツールにアップしておきますので、各自そこから入手する

ようにしてください。

配布物は事前にコースツールにアップしておきますので、各自そこから入手するようにしてください。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

コースツールに紹介しています。

 その他 /  Others

配布物や課題レポート等はコースツール（WebCT）を使いますので、予め「早期利用申請」を申請して使えるようにしておいてください。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

この授業は、ジャーナリズムを見る眼を養うための知識を獲得することも必要ですが、むしろ問題意識を啓発することに主眼を置きますので、そ

こから生じるさまざまなテーマに関する問題意識に対して自分なりに深めることが重要です。問題意識を啓発するための資料を読んだり、ビデオ

映像などを視聴し、そこから得る新たな知見、意見などを求めながら授業を構成していきます。ジャーナリズムの歴史など日本の近現代史に関

わることもあり、歴史上の人物や著作など事典や文献などでさらに調べることで知識を広げて下さい。なお、時事的な問題を扱うこともありますの

でこのシラバスの予定は、開講以降に変更される場合があり、若干講義予定の順序が変動または授業外学習の指示に代替されることがありま

す。授業中の私語は他の受講者の迷惑になるので厳しく対処します。また、配布物等は事前事後にコースツールに入れておきますので、各自そ

こから入手するようにしてください。配布物がある場合は授業時教室以外では配布しません。

授業内容に関する質問等はいつでも対応します。授業終了時などを活用して質問してください。時間がなくその場で十分な対応ができない場

合はメール（syt01970@ss.ritsumei.ac.jp）等でも対応します。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

提出することが求められます。主題に関わる意見の的確性、独自性を中心に評価します

（60％）。 終レポートについては授業に関連したテーマで作成し指定された期間までにコース

ツール提出。論点や表現の的確性、オリジナリティなどの観点を中心に評価します。課題につ

いての理解度、論旨の構成や説得力を重視します（40％）。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

講義担当者は、社会学的議論の根底には何らかの思想が据えられていなくてはならないと考えている。そういった意味で思想性のない社会学の

議論は、必然的に無味乾燥なものにならざるをえないと思っている。本講義は産業社会学部の学生を主な対象としているため、社会学上の議論

と関わらせる形で社会思想史を講じたい。歴史や社会の変化、人間行為、科学の根底には社会思想が関わっているということを受講生に理解し

てほしい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・社会学史に関する講義

・西洋近代史（とくにフランス革命以降）および日本近代史（とくに戦後史）

出席はとらない

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・スケジュールは、大雑把な流れ程度に考えておいて欲しい（学生の関心・意欲・理解等を考慮に入れながら展開したい）

・また本講義では、理解を促進するために適宜、ビデオ等を積極的に利用する

・本講義は双方向性を重視するため、聴講生の主体的参加、および発言の機会を設けたい

単位数 /  Credit 2

社会思想 (S)

担当者名 /  Instructor 尾場瀬 一郎

15886

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・思想を現実と遊離したものとしてではなく、時代・社会の表現として理解していく力を身につける

・今日の私たちの生活と関係している基本的な思想を押さえていく

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・社会思想に対する関心をもつだけでなく、現代の社会問題にも敏感であってほしい

・本講義では知識の一方的伝達ではなく「考える」ことを重視したい

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 自己紹介　授業の進め方　成績評価の基準等に関する

説明

１回

社会思想を考える　 丸山真男　思想史の考え方　古層　執拗低音　マンハイ

ム　思想の社会学　マルクス　ドイツ・イデオロギー　史

的唯物論　

２～３回

勃興する近代社会 デカルト　方法序説　われ　幾何学　ロック　統治二論　

王権神授説批判　契約の思想 人民主権 

４～５回

近代社会の影 ルソー　社会契約論　市民　自然人　文明　ヘーゲル　

法の哲学　人倫　市民社会　欲求の体系国家　世界精

神

６～７回

質問日 ここまでの授業でよく理解できなかった内容に関する質

問に答える

８回

資本主義的生産様式かプロテスタンティズムか マルクス　資本主義的生産様式　貧困　プロレタリアート

　土台　イデオロギー　社会主義　ウェーバー　上部構

造　宗教改革　プロテスタンティズム　合理化　テイラー

主義　フォード主義マクドナルド化　世界の脱意味化

９～１０回

近代社会とファシズム 全体主義　ヒトラー　フロム　自由からの逃走　アドルノ　

ホルクハイマー　啓蒙の弁証法　道具的理性　再魔術

化　ディズニー化　コミュニケーション的合理性

１１回～１２回

戦後日本思想の特質 丸山真男　超国家主義　近代化　「である」論理　「する」

論理　マルクス・ウェーバー問題　高度経済成長　日高

六郎　滅私奉公から滅公奉仕へ　ミーイズム　公害問題

１３～１４回

グローバル化時代の思想 ギデンズ　バウマン　グローバリゼーション　再帰的近代

　個人化　ジャガノートとしての現代社会　リスク社会　

ポスト・モダン社会

１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会思想の根本問題を理解できているか論述試験を課す（６０分・８００字以上）80 ％

平常点評価 授業のなかで感想や意見を２～３回書かせる（２００字～４００字程度）20 ％
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・教科書は使用しない

・毎回、レジュメや資料を配布する（授業の後半部になって「まとめて欲しい」というような要求には、いかなる理由があっても応じられない）

・上に挙げたものは古典中の古典である

・難しいかもしれないが、社会思想史上の古典を何か一冊読んでほしい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

とくにない

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

西洋思想の１６人 尾場瀬ほか／梓出版社／／ウェーバー、フロムやグラムシ等、講義で取り上げる思想

家を扱っている

社会契約論 ルソー／岩波書店／／社会思想史の出発点に置かれるべき思想家

法の哲学 ヘーゲル／中央公論新社／／社会や国家のあり方をヘーゲルが論じた

ドイツ・イデオロギー マルクス／岩波書店ほか／／思想やイデオロギーを批判的に理解する方法について

論じている

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 ウェーバー／岩波書店／／プロテスタンティズムがいかなる意味で近代社会を準備し

たか

日本の思想 丸山真男／岩波書店／／日本の戦後思想を考える際、避けて通れない

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

今日の日本の青少年にとってイジメ経験は も深く共有された、しかも、生の意味感受性の危機に深くかかわる深刻な経験として成立している。

この経験を社会倫理（応答の倫理学）の視点から振り返って、そこに孕まれている実存的諸問題を分析し、あらためて、そこからわれわれの生が

直面している問題を自覚しなおすという思考の作業を試みたい。授業の素材としては、受講生自身のイジメ経験、文学、歌、など、経験を意識化

するうえで刺激となるさまざまな生きた材料を多用したい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし

立命館大学生協書籍部で販売

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会倫理学 (S)

担当者名 /  Instructor 清 眞人

15845

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自己自身の経験を哲学的に分析する思考経験をしてみる。「応答の倫理学」と呼びうる代表的思想家の基本観点を知る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書をよく読み、問題の全体的な相互関連への関心を高めること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

創造の生へ――小さいけれど、別な空間を創る 清眞人／はるか書房／978‐4‐434‐1148‐8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

基礎経験と思想（パースペクティヴ）――イジメ経験を問

い返す意義

基礎経験・パースペクティヴ・イジメ経験 ・記憶・村上春

樹の文学

1

イジメ経験が生みだす実存的諸問題１ 内面的自殺、実存のタマネギ化 、空虚化と暴力による

補償的存在充実、村上春樹の文学、三島由紀夫の文

学

2

イジメ経験が生みだす実存的諸問題2 存在の透明化、世界の夢化と他者の消滅、自傷行為を

とおしての存在確認 村上春樹の文学、三島由紀夫の

文学, ジョン・レノンの歌Strowberryfield for ever 

3

イジメ経験が生みだす実存的諸問題3  傍観者化、友情という基礎経験の崩壊 、可能性意識の

縮減と孤立感、仲間性の人間学 

4

存在承認による生の解放とジョン・レノンの歌 Oh my 

love , Love  

愛と実存、フランクル、ジョン・レノン  5

心的外傷とジュディス・ハーマンからの問題提起  ケアされた経験、ジュディス・ハーマン、治療同盟、ジョ

ン・レノンの歌Mother　Help 

6

応答の倫理学1――レヴィナス レヴィナス、傷つきやすさ（vulnerability）7

応答の倫理学2――フロム 応答責任性、フロム8

応答の倫理学3――ブーバー 「私‐きみ」関係性9

応答の倫理学3――レイン 自己と他者10

応答の倫理学4――ニーチェとサルトル 暴力のマニ教主義11

応答の倫理学5――フランクル 生の意味への問いのコペルニクス的転換、黒澤明作品

「生きる」

12

実存と意味欲求 実存、意味、ニーチェ13

文学と倫理 三島由紀夫と村上春樹のあいだによこたわ

るものとしてのニーチェ

三島由紀夫、村上春樹、ニーチェ14

まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーの提出数

授業中に出すミニレポート課題への取り組み 

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

　気候変動（地球温暖化）緩和、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換

この講義では、気候変動、再生可能エネルギー、環境保全と消費生活とのかかわりについて、考察する。

①気候変動　(climate change)　が消費者の生活に及ぼす影響、温室効果ガス削減に対して消費者が果たすべき責任について考える。危険な気

候変動を緩和するためのemission pathway、温室効果ガスの削減量と削減期限、削減ペース、消費者部門における温室効果ガス削減対策を学

ぶ。②現代の大量消費スタイルによるエネルギー資源の消費、環境負荷について学ぶ。エネルギー自給率、再生可能エネルギー普及政策の重

要性を考察する。③食生活から発生する温暖化負荷の実態を学ぶ。

④再生可能エネルギー普及政策について学ぶ。⑤追加：福島原発事故にてらして、原発廃止の必要性、原子力発電に伴う健康リスク、原子力

発電廃止と再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換を学ぶ

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし

単位数 /  Credit 2

環境ライフスタイル論 (S)  §  消費者環境論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

15812

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①「温室効果ガス削減は、なぜ、緊急かつ大量に必要なのか」を理解することが第一の目標である。温室効果ガスの長期的影響、climate 

inertia、排出削減パスについて、基礎知識を獲得する。

②climate scienceに関する基礎的科学データ、 気候変動政策に関する統計データ、英文科学ニュースを読む訓練をする。③消費者部門から発

生する環境負荷のついて、基礎的知識を獲得する。環境配慮型製品における有害物質削減、廃棄物削減、省エネ、省資源の対応、環境ラベル

制度、住宅における省エネ性能などについて、学ぶ。

④日本とEUにおける主な温室効果ガス削減策を学ぶ。再生可能エネルギー普及政策、炭素税、排出権取引の特徴、交通部門における温室効

果ガス削減対策を学ぶ。

⑤エネルギー自給率の国際比較から、日本のエネルギー政策の問題点、再生可能エネルギーの意義を理解する。⑥食生活における温室効果

ガス排出削減の必要性、フードマイレージ、日本の食料自給率の問題点を学ぶ。

⑦（重要、緊急追加）：原子力発電の廃止の必要性、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造の必要性について学ぶ

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

変更（福島原発事故を受けて追加）：脱原発､再生可能エ

ネルギー中心の日本再建にむけて  

【キーワード】電力構造の国際比較。チェルノビルの教

訓、あなたはなぜ大学で学ぶか?

1

変更（福島原発事故を受けて、臨時に変更）：経済産業省

のエネルギー政策、原子力政策の要約、その問題点

H22年経済産業省、資源エネルギー庁の政策文書の検

討（電力供給計画概要、エネルギー基本計画、原子力

立国計画、長期エネルギー需給見通し）。国家、原子炉

関連企業、原子力研究者による原発推進の構造の問

題点。

2

変更（福島原発事故を受けて、緊急に変更）：原子力中心

政策と再生可能エネルギー政策の比較

雑誌「世界」２０１１年、１月号、１２６－１３８ページ。「原

子力のたそがれ──米・仏・独のエネルギー政策分析

から浮かび上がる再生可能エネルギーの優位性」マイ

ケル・シュナイダー 著

下記のアドレスから、無料でダウンロード可能

　　http://www.iwanami.co.jp/sekai/

3

温室効果ガス排出削減パス：　IPCC第四次報告書の概

略、温度上昇、海面上昇の予測、必要な排出削減量、削

減の期限とタイミング

 

【キーワード】温度２℃上昇リスク、温室効果ガス安定化

濃度、排出削減パス、必要な削減量と

peakingの期限。Carbon cycle、温室効果ガスの大気中

寿命、放射強制力、climate inertia、 重要なthresholds、

4

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況、 【キー

ワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国の温室

効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐる議論の

要点、EUにおける温室効果ガス削減対策、再生可能エ

ネルギー政策、】欧州の削減量の目標、再生可能エネル

ギー政策と再生可能エネルギー目標、ドイツの再生可能

エネルギー法

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況

キーワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国

の温室効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐ

る議論の要点

5

温室効果ガス削減策としての自然エネルギー促進の効

果と費用

 【キーワード】ドイツ、再生可能エネルギー法、Feed-in 

Tariff（買取制）、欧州における再生可能エネルギー産業

の雇用効果

6

EUにおける温室効果ガス削減対策と排出権取引、環境

税、交通部門における対策｡

排出権取引の構造､EUにおける交通部門からの温室効

果ガス削減基準､

7
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『消費経済学体系・３・消費者問題』、 『呉世煌・西村多嘉子編／慶応義塾大学出版会／ ISBN 4-7664-1211-7／ 第９章､竹

濱朝美、「地球温暖化の影響と家庭部門における二酸化炭素削減策

「気候変動をめぐる消費者向け環境情報――温

暖化影響および家庭部門における二酸化炭素

削減策――」　

竹濱朝美／立命館産業社会論集／／第４１巻第２号、2005年12月

IPCC, Climate Change ２００７: The Physical 

Science Basis, Summary for Policy Makers, 

contribution of working Group I to the Forth 

Assessment Report of the Intergovernmental 

panel on Climate Change. 

IPCC／／／インターネットより入手可能

「環境展望」、Vol. ２、３、４、５　　  日本科学者会議､公害問題研究会／実教出版／／

日本の科学者､「温室効果ガス排出削減の道す

じ」

竹濱朝美 ／本の泉社／／２００７年１２月、４２巻､雑誌論文 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「飛躍するドイツの再生可能エネルギー―地球

温暖化防止と持続可能社会構築をめざして」 

和田武 ／世界思想社／／

消費者部門における温室効果ガスの削減方法、省エネ

対策

 【キーワード】住宅における断熱性能の改善。省エネ性

能住宅。

8

消費者向け温室効果ガス削減方法、製品の環境ラベル、

省エネラベル

 【キーワード】家電製品に関する省エネラベルの役割、各

種の環境配慮製品の環境ラベルの制度、ＥＵエコラベ

ル。エコリーフの読み方

9

交通部門における温室効果ガス削減策、

キーワード：　EUにおける乗用車に対する二酸化炭素排

出規制、日本との比較

10

日本の食料自給率、フードマイレージ、食生活における

温室効果ガス排出削減

 【キーワード】気候変動による農産物生産への影響。食

料自給率、フードマイレージ。オーストラリアの穀物生産

と旱魃の影響。

11

日本の食料自給率の問題点、食生活からの温室効果ガ

ス削減

 【キーワード】地産地消費、食料自給率、水資源消費、日

本の農業

12

エネルギー自給率と温室効果ガス削減

　【キーワード】エネルギー自給率の国際比較、再生可能

エネルギーによるエネルギー自給率引き上げの意義､原

油高騰による資金流出､原油輸入先とOPEC比率､再生可

能エネルギー導入目標､エネルギー長期需給見通し

13

レポートの課題､レポートの書き方についての注意､統計

資料の参照について：

14

講義のまとめ、重要事項の復習、質疑応答。15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

環境省：　環境白書（環境・循環型社会・生物多様性白書），各年版,　 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/pdf.html

環境省：　地球温暖化の科学的知見,　http://www.env.go.jp/earth/ondanka/knowledge.html

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)：Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change,　http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html

農林水産省：食料・農業・農村白書、各年版、http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

食卓にあがった放射能、新版 高木仁三郎、渡辺美紀子／七つ森書館／／

原子力と共存できるか 小出裕章、足立明／かもがわ出版／／

完全シミュレーション、原発事故の恐怖 瀬尾健／風媒社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　情報ネットワークインフラの発達は、社会的コミュニケーションのあり方、経済活動、社会活動に大きな変革をもたらした。電子商取引の普及と

ユビキタスネットワークの形成、デジタル・コンテンツの普及により、ビジネスの方法、企業組織、流通構造、産業構造は変革を余儀なくされてい

る。このような変革にともなって引き起こされるさまざまな問題に対する諸制度の整備、消費者の側でのリテラシー涵養も求められている。この講

義では電子商取引を中心とするネットワーク経済の実態、電子商取引を支える技術的基盤の仕組み、社会制度面で必要となる環境整備の課題

等について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特定の教科書は使用せず、教室で提示するスライド、授業中に配布するプリントを使用する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・理解を深めるために、参考文献（あるいは同分野の書籍）を講義の前後に読んでおくこと。

・講義の中で取り上げられた事例をインターネット上で確認してみること。

単位数 /  Credit 2

情報経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

15826

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・経済活動の情報化・ネットワーク化の実態について理解できる

・情報経済を支える技術的基盤の基本的しくみについて理解できる

・経済の情報化・ネットワーク化がもたらす社会的影響について理解できる

・情報経済化に関わる法的問題、消費者保護の基本的課題について理解できる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・新聞やWebサイトから講義に関わる内容はかなり勉強することができるので、意識的に目を通すように。

・ネットショッピングの際に、サイトの取引規約・プライバシーポリシーなど、普段あまり目を通さない所を隅々までしっかりと読んでみよう。また提

供されているサービスをすみずみまで調べてみよう。これだけでもかなり勉強になる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　情報ネットワーク化と経済活動 情報経済、情報化社会、ＩCＴ、ユビキタスネットワーク社

会

第１回

電子商取引（EC、Electronic Commerce）とは何か 電子商取引、定義、取引主体、市場規模第２回

企業・消費者間（BtoC）のEC(1) ユーザー像、市場の実態、ビジネスモデル第３回

企業・消費者間（BtoC）のEC(2) デジタルコンテンツ市場、情報財第４回

企業・消費者間（BtoC）のEC(3) コンテンツ産業、ビジネスモデル第５回

インターネット広告 ネット広告市場、ネット広告の基本類型、効果測定指標第６回

企業間（BtoB）のEC ＥＤＩ，サプライチェーンマネジメント、ｅ－マーケットプ

レース

第７回

デジタル・エコノミーと経済法則の変化 経済性、取引費用、収穫逓増第８回

ECの技術的基盤(1) 　情報処理形態と通信ネットワーク コンピュータの発達、分散処理、通信ネットワーク、イン

ターネット

第９回

ECの技術的基盤(2) 　セキュリティ、暗号化と認証 暗号技術、デジタル署名、電子認証、電子公証、ＰＫＩ第１０回

電子決済システム 電子マネー、企業ポイント第１１回

ユビキタスネットワーク（１） ユビキタス、u-Japan政策、RFID、トレーサビリティ、ト

ラッキング

第１２回

ユビキタスネットワーク （２） ビジネスモデル、プライバシー保護第１３回

ECに関わる犯罪・トラブルと法的規制 特定商取引法、電子契約法、消費者保護、プライバ

シーマーク

第１４回

情報ネットワーク社会における個人情報保護 個人情報、プライバシー、OECD８原則、個人情報保護

法

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本的な用語、概念、基本問題が正確に理解されているかを評価する。70 ％

平常点評価 講義内容に関する具体的事例を実際に自分で調査・確認してもらう。３回の提出課題を課す。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

上記以外の 近出版されている参考書については授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

次世代電子商取引推進協議会　http://www.ecom.or.jp/

日本通信販売協会　　　　　　http://www.jadma.org/ 

総務省　　　　　　　　　　　http://www.soumu.go.jp/

 その他 /  Others

WebCT　http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

eビジネスの教科書 幡鎌 博 ／創成社／4794422849／電子商取引の全体像をざっと理解するのに便利で

ある

IT経済入門 篠崎彰彦／日本経済新聞社／4532109426／第8回目の講義内容の理解が深まる

IT革命を読み解く 岩村充／技術評論社／4774113204／内容的には古くなったがIT革命がもたらした意

義についてわかりやすくまとめている

デジタルID革命 國領二郎、日経デジタルコアトレーサビリティ研究会／日本経済新聞社／4532311179

／第１2回・１3回の講義内容の理解が深まる

インターネットと法　第４版 高橋和之，松井茂記、鈴木秀美／有斐閣／4641130639／第14、15回の講義内容の理

解が深まる

モバイルバリュー・ビジネス NTTドコモモバイル社会研究所（編）／中央経済社／4502662402／第11回の講義内容

の理解が深まる
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授業 の概要 /  Course Outline

高度情報通信社会において情報流通に伴って生じる様々な法的諸問題について、基本的人権としての表現の自由に関する基本的理解を踏ま

えつつ、現行の枠組みの意義と限界等も視野に入れながら講ずることとしたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

憲法（基本的人権） 

教科書は特定のものは指定しないが、下記参考書が準教科書としての位置づけとなる。 

教科書として位置づける。また「事業外学習の指示」参照 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・随時提示される小括的な問いに関し、参考書指定文献等を参照しつつ、自分の言葉で説明できるようなアウトプットを行うこと

・授業中に触れる諸判例について、概要と判旨の確認、授業担当者とは違った視線からの解説に触れること 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし 

単位数 /  Credit 2

情報法 (G)

担当者名 /  Instructor 福島 力洋

15567

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

情報流通をめぐる法的問題について、説得力ある理由付けを伴って（＝単なる独りよがりではない）、自分なりの結論を下すことができる。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞や雑誌、放送、インターネットなど、身の回りにあるメディアのあり方について、単なる一利用者から脱却し、一歩はなれたところから眺めて

みて、「何かおかしい」と思うところを見つけてください。それが学習のスタート地点です。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ﾒﾃﾞｨｱ判例百選  服部政男・長谷部恭男編／有斐閣 ／464111479Ｘ ／

情報法（改正版）   宇賀克也・長谷部恭男編   ／放送大学教育振興会 ／9784595126154 ／

マスメディア法入門 松井茂記   ／日本評論者 ／4535513643 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要説明、講義の進め方、アンケート実施 第１講 

表現の自由総論（1）第２講 

表現の自由総論（2） 第３講 

名誉毀損第４講 

プライバシー侵害 第５講 

 個人情報保護 第６講 

人格権侵害と救済 第７講 

性表現 第８講 

放送 第９講 

インターネット 第１０講 

情報媒介者の責任 第１１講 

ﾒﾃﾞｨｱの融合と規制第１２講 

取材の自由（1） 第１３講 

取材の自由（2） 第１４講 

情報公開 第１５講 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 問題点を法的に分析し、それに対し説得力ある理由付けを伴った結論を下せているかどうか 100 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

グローバル化社会の中で肥大化するスポーツ産業の様々な様相に焦点を当て，スポーツ文化の変容のメカニズムを，国の内外のケースをもと

に解明する．また国内に目を向け．新しい公共の確立に向けて注目されている地域スポーツ環境において，政府の掲げる｢スポーツ立国戦略」と

スポーツ産業の接点，つまり，指定管理制度，NPO法，PFI等の制度を利用した民間活力導入による可能性に関して検討していく．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

スポーツと現代社会の関連性に関する社会学的また経営学的科目

特に指定しない．

その他，トピックに即して，授業時に紹介していく．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業時に紹介．

単位数 /  Credit 2

スポーツ産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 海老島 均

13340

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1.　 現代社会において，スポーツ産業がスポーツ文化を変容させているメカニズムを理解し，スポーツ環境整備にむけてのガバナンスの必要性

を学習する。

2.　スポーツ政策と民間活力との接点という観点での，スポーツ産業の可能性に関して理解する．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツプロモーション論 佐伯年詩雄／明和出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スポーツ産業，スポーツ文化1回

グローバル化社会におけるスポーツ産業① グローバル化社会，スポーツビジネス，NBA2回

グローバル化社会におけるスポーツ産業② 多国籍企業，ラグビー，3回

グローバル化社会におけるスポーツ産業③ サッカー，クラブ，FIFA4回

巨大イベントのガバナンス オリンピック，IOC，ワールドカップ5回

放映権ビジネスのガバナンス オリンピック，FIFAワールドカップ，放映権6回

わが国のスポーツ産業の特殊性 プロ野球，Jリーグ，大相撲7回

スポーツ産業における身体① フィットネス産業，健康産業，医療8回

スポーツ産業における身体② トップアスリート，ドーピング9回

スポーツ政策とスポーツ産業 スポーツ立国戦略，マネジメント，10回

地域スポーツ振興とスポーツ産業① 指定管理者制度，公共施設，ソーシャル・ガバナンス11回

地域スポーツ振興とスポーツ産業② スポーツNPO，PFI，ソーシャル・キャピタル12回

地域スポーツ振興とスポーツ産業③ 総合型地域スポーツクラブ，マネジメント13回

スポーツ産業の将来と新しいスポーツ文化の構築 グローバル・ガバナンス，ローカル・ガバナンス，スポー

ツ文化

14回

まとめ 新しい公共性15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容の理解や応用がレポート内容にいかに反映されているか，また，各自の独自性が織

り込まれているかという観点から評価．

40 ％

平常点評価 授業への参加の姿勢，リアクション・ペーパーへの記述内容，小テスト．60 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、スポーツイベントとメディアがどのような関係にあるのか，スポーツ番組がどのように構成されているのか，視聴者や読者がどの様

な状況に置かれているのかといった問題を，スポーツ文化それ自体の特性（メディア性）をふまえて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にない。

  教科書は使用しない。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内で行うつもりである。

単位数 /  Credit 2

スポーツメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

15818

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアスポーツの構造と機能について理解し，説明できるようにする。

・メディアスポーツ視聴者の楽しみがいかなるものか理解し，説明できるようにする。

・スポーツの意味や価値が自明のものではなく，様々な力関係もとで，一定の仕掛けを経て創り出されてい ることを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　書籍だけで学習することが比較的難しい講義内容なので，授業に毎回出席して，分からないところがあれば質問をして欲しい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアスポーツ解体 森田浩之／NHK出版／ISBN987-4-14-091148-8 C1336／「メディアスポーツ」の理解

に関わって参照されたい。

越境するスポーツ 高津勝・尾崎正峰／創文企画／ISBN4-921164-41-X C3075／「第２章　メディアス

ポーツ」を参照されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入／研究の領域と課題　 オリエンテーション，スポーツとメディアの関係，「メディ

アスポーツ」をどの様に考えるか？

1

スポーツ中継映像の構成原理を考える(1)　 スポーツ種目・特性による違い2

スポーツ中継映像の構成原理を考える(2)　 空間と時間の処理特性3

スポーツ番組のプロデュースとは何か 誰に向けて，何が，どの様に作られるのか？4

メディアスポーツの構造と機能 その生産・流通・消費の過程とは5

プレビュー番組(1)　 プレビュー番組とは：オリンピックを例として6

プレビュー番組(2)　 その構造と役割7

メディアがつくる物語(1)　 問題の提示と修正および「補強と脚色」の物語について8

メディアがつくる物語(2)　 「解釈と評価」の物語について9

メディアスポーツとその消費者  スポーツ視聴の「楽しみ」と「多様性」についてどの様に

考えるか

10

メディアイベント論とスポーツ(1)　 メディアイベントとは何か，新聞の企業化と学生野球の

言説，劇場化

11

メディアイベント論とスポーツ(2)　 武道の近代化・合理化，社会的意味の創造におけるメ

ディアの役割

12

文化装置としてのスポーツ(1)　 メディアによる分節・接合13

文化装置としてのスポーツ(2)　 エンコーディング―ディコーディング・モデル14

まとめ　 作り手の意図，提示される情報，視聴者の読み15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　現象や構造の理解および問題の把握，そしてそれを説明する力の検証。70 ％

平常点評価 　何回かの「宿題レポート」を課す。レポートのテーマは授業内に提示され，次週の授業時間内

に提出するものとする。

30 ％
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　参考書は，私が講義をする上で参考にするものであり，受講者にとっては講義の内容を確認したり，より深く，また広く学習する上で役立て

ることができるものである。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業内で必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

特になし。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

近代日本のメディア・イベント 津金澤聰廣／同文舘／ISBN4-495-86281-2 ／メディアイベント論に関わって参考にさ

れたい。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

パブリックアクセスとは、市民がマス・メディアにアプローチし、それを利用する権利を求めたところから始まった。1970年代前半、アメリカでは地

域のケーブルテレビチャンネルへの市民アクセスが可能となり、これは世界に先んじた市民による情報発信の制度が確立された。これをパブリッ

クアクセス・チャンネルと呼ぶ。パブリックアクセス・チャンネルはヨーロッパや日本を含むアジアの国々にまで広がりをみせている。

既存のメディア・システムに一般市民がアクセスすることで、自分たちの問題意識や社会的な課題を広く社会に提示することは、民主的な社会の

形成にとって必要である。講義ではパブリックアクセスを生んだ社会的な背景をメディア理論の歴史的な変遷と結びつけながら考察し、その上で

実践としてのパブリックアクセスに関わる活動や諸課題を検討・考察する。

ブロードバンドネットワーク網がインターネットと結びつき、マスコミ中心の社会はネット社会へ移行している。音声・動画を活用したさまざまな情

報・コンテンツを受信するだけでなく、市民自らが自由に情報・コンテンツを発信できるようになってきた。このような状況の中、これまでのマス・メ

ディア中心のパブリックアクセスの見方をどのように変えてゆけばよいかについても踏み込んで考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

メディア・ジャーナリズム関連の基礎科目、または映像関連科目を履修していることが望ましい

単位数 /  Credit 2

パブリックアクセス論 (S)

担当者名 /  Instructor 金山 勉

13212

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアアクセスの起源について理解することができる

・メディアの発達と民主主義社会発展の帰結としてパブリックアクセスが生まれたことを理解する

・北米、ヨーロッパ、アジア諸国のパブリックアクセスの現状について理解する

・インターネットメディアを軸として変容を続ける現代のメディア環境の中でパブリックアクセスをどのように捉えなおせばよいかについての考えを

持つことができる

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　パブリックアクセスとは メディアの国際化、メディアの集中統合（Concentration)

と細分化（Fragmentation) 

第1回

デジタル社会と市民参加の拡大（その１）：ネット時代の市

民情報発信、京都町衆の手作りメディア（コミュニティＦＭ

ラジオ）、若者とコミュニケーション思考 

デジタル化、市民メディア、コミュニティメディア、大学生

のメディア教育実践 

第２回

デジタル社会と市民参加の拡大（その２）：音声表現と市

民のつながり、アクティビズムのこれまでとこれから 

音声表現と市民、ペーパー・タイガーテレビジョン、自主

ビデオ制作上映運動

第３回

パブリックアクセスの歴史と現在（その１）：転換期のパブ

リック・アクセス（米国の事例からＮｏ．１）

 

ジェローム・バロン（米）、思想の自由市場論 第４回

パブリックアクセスの歴史と現在（その２）：転換期のパブ

リック・アクセス（米国の事例からＮｏ．２）

レッドライオン判決（1969年）、合衆国憲法修正第一条、

フェアネス・ドクトリン、フランチャイズ・アグリーメント 

第５回

パブリックアクセスの歴史と現在（その３）：社会運動とむ

すびついた自由ラジオ（フランス・イタリア） 

イタリア、「アウトノミア・メディア」、フランス、自由ラジオ

運動

第６回

パブリックアクセスの歴史と現在（その４）：旧社会主義圏

に広がる市民アクセス（統一ドイツ）、パブリックアクセス

の台頭と挫折（韓国） 

排外主義とメディア（ドイツ）、「開かれたチャンネル」（韓

国ＫＢＳ)

第７回

パブリックアクセスの歴史と現在（その５）：公共性を担う

コミュニティメディア（英国ＢＢＣ）とのパートナーシップ 

放送、公共性、コミュニティと公共放送のパートナーシッ

プ 

第８回

パブリックアクセスの歴史と現在（その６）：ケーブルテレ

ビと市民参加の地平（日本） 

市民放送、多様化する市民のメディアアクセス第９回

多文化・多元化とパブリックアクセス（その１）：多文化主

義放送と民族マイノリティ（カナダ）、多彩なコミュニティラ

ジオの展開（オーストラリア）、多文化主義とメディアアク

セス（台湾）

多文化主義、民族マイノリティ、マイノリティラジオ局、多

言語放送局

第１０回

多文化・多元化とパブリックアクセス（その２）：　多文化コ

ミュニティと「場」の共有（神戸市）、多文化・多元化の中で

進む市民メディア

たかとりコミュニティセンター、Ｒｅ：Ｃ、世界コミュニティラ

ジオ放送連盟（ＡＭＡＲＣ）、コミュニティラジオ支援の国

際連携、ハイチ大地震、ＦＭわぃわぃ

第１１回

パブリック・アクセスの可能性と未来（その１）：地域ＳＮＳ

とＩＣＴの可能性、「目で聴くテレビ」がめざす放送バリアフ

リー

ソーシャルメディア、地域ＳＮＳ、地域ミドルメディア、ツ

イッター、ユーストリーム、放送バリアフリー、障害者

第１２回

パブリック・アクセスの可能性と未来（その２）：アーカイブ

とフェアユース（米国の知恵）、コンピュータネットワークと

市民発進

米フェアユース制度、公共図書館、映像アーカイブへの

アクセス、グローバル化とインターネット、市民社会メ

ディア、電子公共圏と市民参加

第１３回
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指定教科書を中心に講義を展開し、試験もこれに対応する内容を問う。

指定教科書は、2011年四月上旬に出版予定である。

その他の参考文献については、講義の際に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

指定教科書『ネット時代のパブリックアクセス』の関連部分を、担当教員の指示にしたがって事前に読んだ上で講義にのぞんでほしい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Downtown Community Television Center: http://www.dctvny.org/

Our Planet-TV: http://www.ourplanet-tv.org/

 その他 /  Others

特になし。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

指定教科書と講義内容のポイントを示すレジメを対照させながら、講義前後には十分に自主学習をしておくこと。また講義の際、推薦書、または

講義内容と関連して視聴しておいてほしい番組や作品などを適宜紹介する。受講者は、音声・映像コンテンツ制作にかかわることで可能な機会

があれば、積極的に参加・活用し、自らが情報を発信する実践的な学習にも可能な限り取り組み、メディア情報の発信者となることにも挑戦する

ことが望まれる。

必要に応じてメールによりアポイントをとれば個別相談に対応することもできる。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ネット時代のパブリックアクセス 金山勉・津田正夫編／世界思想社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

アクセス権とは何か 堀部政男 ／岩波新書／／

現代ジャーナリズムを学ぶ人たちのために 田村紀雄、林利隆、大井眞二編  ／世界思想社 ／4-7907-1056-4 ／

やさしいマスコミ入門：発信する市民への手引き 金山勉／金山智子 ／勁草書房 ／978-4-326-65303-4 ／

パブリック・アクセスの可能性と未来（その３）：グローバル

時代のパブリックアクセス

グローバライゼーション、グローバルな社会正義、公

共、グローカライゼーション、市民

第１４回

まとめ  アクセス権の獲得と概念の揺らぎ、高度化する情報ネッ

ト社会

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義を通じパブリックアクセスを理解する上で重要なキーワード、出来事、概念を的確に理解し

ているかどうかを包括的に問う。 

70 ％

平常点評価 授業出席と授業後のリアクションペーパー内容に基づく取組を評価する 30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

①社会にニュースがどうして必要なのか考えます。

②ニュースがどのように伝えられるのか構造を理解します。

③ニュースが信用されなくなっている原因を探り、解決策を考えましょう。

④テクノロジーの発達とインターネット、マルチメディア化でニュースと社会の関係はどのように変わるか考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

クラス内で指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回リーディング・アサインメントがありますので読んでおいて下さい。その内容を前提として授業をします。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ニュース論 (S)  §  電波メディア論 (G)  §  放送メディア論 (G)  §  放送文化論 (W)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

13221

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞を 低1紙は読んで下さい。テレビのニュースもみてください。 近の時事問題については「常識」と考え、 低限の説明しかしません。イン

ターネットのSNS(TwitterやFacebookなど）も積極的に使ってみて下さい。

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入のはなし・ニュースとは何か 信用・公共性 第１回

ニュースが信頼されるためのルール ジャーナリズム・真実・独立・討論 第２回

ニュースが作られるしくみ①新聞とテレビ マスメディア集中排除原則・再販価格維持制度 第３回

ニュースが作られるしくみ②ビジネスとしての報道機関 購読数・視聴率第４回

取材・編集・制作の現場で起きていること 実名と匿名・推定無罪の法理・報道協定第５回

映像の「約束事」と現実 フレーム・アングル・シーン・字幕第６回

政治・戦争のニュース オフレコ・記者クラブ・取材源の秘匿第７回

メディアの「暴力性」 メディアスクラム・犯罪被害者・ＢＰＯ（放送倫理・番組向

上機構） 

第８回

「公共放送」はなぜ必要か NHK・BBC・受信料・番組改編問題第９回

ゲストスピーカーによる講演と討論 詳細は追ってアナウンスします（スケジュール変更の可

能性あり） 

第１０回

コマーシャリズムとジャーナリズム クロスオーナーシップ・ビデオジャーナリズム 第１１回

デジタルでニュースはどう変わるか 地デジ・オンデマンド 第１２回

放送と通信の融合がもたらすもの 総務省・電波オークション第１３回

ネットワークとコントロール ・未来のメディアと私たち オープンソース・コード・プライバシー 第１４回

記述問題とまとめの議論 ※記述問題の詳細は追ってアナウンスします 第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ① 終講義日に行う記述問題（オープンノート・詳細はクラス内でアナウンスします）

②（希望者のみ）リーディング・アサインメントの「ディスカッション・グループ」による発表（詳細は

クラス内でアナウンスします）

③クラス内で書くコミュニケーション・ペーパー

④レポート(30%)：形式・詳細はクラスでアナウンスします

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

ケータイ―携帯電話やデジタルハイビジョン放送などメディアの技術進歩は日進月歩である。本講は、マクルーハンなどのメディア論をふまえ、

中世のグーテンベルクの活版印刷術の発明から、今日のインターネット、ケータイ、ユビキタスまで、メディア技術がどのように発展してきたのか

を具体的に明らかにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代とメディア」は履修していることが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に指示する参考文献を学習することが望まれる。

単位数 /  Credit 2

メディア技術史 (S)

担当者名 /  Instructor 宮下 晋吉

15889

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

次の３点をめざす。

　第一に、メディア論をふまえたメディア技術史全体の流れの理解

　第二に、活版印刷、写真、映画、ラジオ、テレビ、インターネット等歴史的に も重要なメディア技術の基礎的理解

　第三に、それらメディア技術の歴史的、社会的意味の理解

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

理論的ベースに関わるテクストのエッセンス、必要 小限の部分は、講義資料として配付するのでそれをよく読むこと、また各メディア技術の原

理の基礎に関しては、授業中にできるだけていねいに解説することを心がけるが、不明の点があればその次の回の授業のときに質問すること。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディア・技術・社会 ケータイをめぐって、メディアとは、メディア技術史とは1

グーテンベルクの銀河系（その１） 「42行聖書」、Ｍ．マクルーハン、マクルーハンのメディア

論、「人間の拡張」

2

グーテンベルクの銀河系（その２） 紙とインク、ブックの誕生、J.グーテンベルク、活版印刷

術の発明

3

電子メディアの誕生 腕木式通信から電信へ、近代テレコミュニケーション技

術としての電信と電話、モールスとベル

4

電子とは、電波とは？ マックスウェルの電磁気学、ヘルツと電磁波の発見、マ

ルコーニと無線電信の発明

5

写真と映画の発明 ニエプス、ダゲール、タルボットと近代写真術、エジソン

とリュミエール兄弟

6

エジソンと音の複製 フォノグラフからグラモフォンへ7

ラジオの発明 クルックスの「予言」？、真空管、ドゥ・フォレスト、「第三

帝国の同調装置」か？

8

テレビの発明 ブラウン管とニプコー円盤、ツォリキンとアイコノスコープ

（撮像管）

9

コンピュータの誕生 コンピュータの起源、ENIACとフォン・ノイマン、ノイマン

型コンピュータ

10

シリコンバレーの一粒の麦 電子部品の発達、トランジスターからICへ、R.ノイス11

シリコンバレーの夢 マイクロプロセッサーの発明からグーグルまで12

インターネットヒストリー S.ジョブズ、ビル・ゲイツとパソコンの発明、アーパネット

からインターネットへ、M.アンドリーセン

13

ユビキタスとユビキタス社会 M.ワイザーと坂村健、トロンと組み込みコンピュータ、IC

タグ

14

マクルーハン再論 L.マンフォードとマクルーハン、メディア史の時代区分、

「テトラッド」―メディアの栄枯盛衰

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基礎的な知識を確認し、とくに講義で取り上げた重要な課題と論点について、講義の内容をふ

まえて、事実を理論的に説明し、自分の考えを述べることができるかを評価する。

70 ％

平常点評価 用語説明など基礎的な知識の確認を中心に中間の小テストを2回、日常の授業の理解度を把

握するためコミュニケーションペーパーを2回程度実施する。不定期に宿題を課すことがある。

30 ％
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毎回それに添って授業を進めるという意味でのテキストではないが、授業の理論的ベースに関わるテキストとして

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

映画（キネマトグラフ）や蓄音機（フォノグラフ）の発明者エジソンについて：

http://edison.rutgers.edu/papers.htm 

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア論　人間の拡張の諸相 Ｍ．マクルーハン／みすず書房／4-622-01897-7／

グーテンベルクの銀河系　活字人間の形成 Ｍ．マクルーハン／みすず書房／4-622-01896-9／

複製技術時代の芸術 Ｗ．ベンヤミン／晶文社／4-7949-1266-8／

20世紀のメディア①エレクトリックメディアの近代 水越伸篇／ジャストシステム／4-88309-081-7／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版電気の技術史  山崎俊雄、木本忠昭／オーム社／4-274-12914-4／

目で見るデジタル計算の道具史 キトウェル、セルージ／ジャストシステム／4-88309-096-5／

グーテンベルク聖書の行方 富田修二／図書出版社／4-8099-0504-7-C0090／

起業家エジソン　知的財産・システム・市場開発 名和小太郎／朝日新聞社／4-02-259771-2／

電子立国日本の自叙伝 相田洋／NHK出版／4-14-084007-2／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　「情報化」とはそもそも何なのでしょうか？　この言葉が盛んに使われるようになったのは、電子ネットワークが登場する時期になってからです。

しかし、インターネットが登場するはるか以前から、情報化は徐々に進展し、人々の生活と社会の全体的な構造を大きく変えてきたのです。印刷

技術、マスメディア、インターネットは、それぞれ根底的に社会の構造を変える働きを持ってきました。

　このような時代時代のメディアのかたちを、一貫した視点からしっかりとみつめるために、まずはメディアの社会理論を学びます。社会学と社会

心理学、そして経済学は、メディアについての洞察力を身につけるための様々な道具を用意してくれています。その枠組みを利用して、様々なメ

ディアと社会との関係を「読み解いて」いくのが授業の目標です。

　また、授業は、毎回一つの「疑問」を 初にテーマとして提示し、それに答えるかたちで進めていきます。こうすることで、みなさんがどこに問題

意識を持ってほしいのかをはっきりさせることができると考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業外での補足学習（追加参照文献の紹介）、フィードバック、質問、連絡などを、ブログを利用して行います。受講生は定期的にブログにアクセ

スすることを勧めます。

単位数 /  Credit 2

メディア社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

15853

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアと情報化に関する様々な現象を考える際に使える、一貫した視点を身につけることができます。

・マス・メディア（新聞や放送）について考える際の基本的な思考枠組みを身につけることができます。

・インターネットの特性についての基本的な知識を身につけることができます。

・インターネットが社会をどのように変えていくのか、についての見方を学ぶことができます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ふだんから社会問題、経済問題に関心を持つようにしましょう。新聞でもよいし、Wikipediaでもよいし、時事問題を解説したブログでもいいです。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアの社会理論：「コミュニケーションが成立する」た

めに何が必要か？

社会理論、相互行為1

メディアと社会理論(1)：メディアについて学ぶ前に、「社会

の仕組み」について短く学ぶ

社会理論、経済理論2

メディアと社会理論(2)：産業化にはメディアが必要だった

---社会の中のメディアの働き

取引コスト、情報管理3

メディアと経済(1)：通信メディアが私たちを豊かにする 株式市場、システム構築4

メディアと経済(2)：通信メディアが私たちの仕事を変える システム構築、インターネット5

メディアと政治(1)：そもそも政治の働きって？ 意思決定、民主制6

メディアと政治(2)：マスメディアの功罪 マスメディアの失敗、親密性の専制7

メディアと政治(3)：インターネットは政治をどう変えるか？ 報道メディアと論評メディア8

メディアと政治経済：中間総括および質疑応答 社会学、経済学9

メディアと人間関係(1) CMC、SNS(Mixi,Facebook)10

メディアと人間関係(2) 社会的ネットワーク、信頼11

インターネット再入門 WWW、ハッカー倫理12

旧メディアと新メディア(1)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

マスメディア、インターネット13

旧メディアと新メディア(2)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

報道、一次ソース、専門性14

メディアについて学ぶために何が必要か、および質疑応

答

メディアの社会理論、メディアの経済理論15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 主に論述に明確に答えているかどうか（授業内容の理解度）を評価します。80 ％

平常点評価 日常点評価は基本的に行いませんが、全体の授業運営の妨害になるような行動、私語等は、

他の学生の学習を妨げますから、減点の対象とします。

一度だけレポートを課します。テーマは講義中に指示します。（２０％）

20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業用のブログを開設する。URLは授業で知らせる。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

電子メールで行う。

    mail: tsutsui@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ:21世紀の「受け手」を考える

インターネットの「大衆化」から15年ほどが経過し、現在では人と人との「つながり」を促進する様々なサービスが提供されていることもあってか、

かつてマス・メディア論を支配していた「送り手／受け手」の二項対立図式は過去のものとなったように見える。では、情報を受動的に受け取り、

メディア産業に煽動・操作されるだけだった（と見なされてきた）「受け手」は消滅してしまったのか？　そもそも、かつての「受け手」は「情報発信」

や「自由な解釈」を行っていなかったのか？　この授業では、マス・メディアとインターネットとを対立的なものではなく、相互補完（もしくは相互浸

透）的な関係にあるものとしてとらえ、複雑な情報行動を行っている21世紀の「受け手」のありようについて考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学、現代とメディア、メディアリテラシー論、コミュニケーション理論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

＜メディア＞をめぐる情況は日々変化しており、従来の議論が援用できない事象も当然のように起こる。授業で触れる論点もその意味で「過去」

のものではあるが、参考文献や資料で提示する文献は、＜メディア＞について考えるための土台を築くためには必読のものばかりである。授業

内容を理解するためだけでなく、レポート作成のためにも、（内容を完全に理解できなくとも）一読しておくことを強く勧める。また、小レポートでは

現在放送中のテレビ番組についての課題を出すので、テレビを視聴・録画する環境を確保しておくこと(「テレビが見られない」という理由で課題が

提出されない場合も未提出とみなす）。

単位数 /  Credit 2

メディア文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 瓜生 吉則

13317

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「受け手」とはどのような存在なのか、溢れる情報の海の中で「受け手」は何を行っているのか、自身のメディア体験を相対化しながら、インター

ネットを含めた現在の＜メディア文化＞について言語化できるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『現代メディア史』 佐藤卓巳／岩波書店／／

『社会は笑う―ボケとツッコミの人間関係』 太田省一／青弓社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス：「受け手」を考えるとは何事か？ メディア論、送り手／受け手1

「観客」から「視聴者」へ（audienceの布置・１） 観客、視聴者、舞台2

舞台の「裏」とはどこか？（audienceの布置・２） 視聴者、裏読み、内輪空間3

「素」を見ることの快楽（audienceの布置・３） 素、ヤラセ、モニター4

画面に映っているのは誰か？（audienceの布置・４） 笑い声、パレオTV／ネオTV5

ドン・キホーテの銀河系（audienceの系譜・１） グーテンベルク、想像の共同体6

ニュースの消費者（audienceの系譜・２） 新聞、輿論／世論、疑似環境7

メディアは煽る／大衆は踊る（audienceの系譜・３） ラジオ、効果研究8

遠くを見る（audienceの系譜・４） テレビ、メディア・イベント9

＜現場＞とはどこか？（メディアの「リアル」・１） 洞窟の比喩、疑似イベント10

それはただの「現在」にすぎない（メディアの「リアル」・２） 実況、声11

プロレスする世界（メディアの「リアル」・３） ロラン・バルト、プロレス、２ちゃんねる12

ガチとヤオとのあいだ（メディアの「リアル」・４） メディア・リテラシー、ジャーナリズム13

「つながる」ことの不安（メディアの「リアル」・５） ダダ漏れ、パノプティコン14

総括：再度、「受け手」を考えるとは何事か？ メディア論、送り手／受け手15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で触れた論点をふまえたレポートを課す（4000字以上のレポートを予定）。60 ％

平常点評価 第5回と第9回頃に小レポート（2000字程度）を課す（詳細は授業プリントで提示する）。 終レ

ポートを含め、計3回のレポートをすべて期限までに提出した者のみ成績評価対象者とする。ち

なみに、2010年度の「メディア文化論」単位取得率（単位取得者÷履修登録者）59.4%であった

（内容は今年度とは異なる）。なお、いわゆる「出席点」は存在しない。

40 ％
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その他、講義の進行に合わせて適宜指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『嗤う日本の「ナショナリズム」』 北田暁大／日本放送出版協会／／

『窓あるいは鏡　ネオTV的日常生活批判』 水島久光×西兼志／慶應義塾大学出版会／／

『アーキテクチャの生態系』N 濱野智史／NTT出版／／

『社会は情報化の夢を見る』 佐藤俊樹／河出書房新社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

現代社会において、メディアは政治・経済・社会・文化など我々の生活のあらゆる側面に影響を及ぼしている。このメディア社会を主体的に生きる

には、メディアをクリティカルに読み解き、社会におけるメディアの役割や特性を理解し、また自らメディアを制作する力、すなわちメディア・リテラ

シーが不可欠である。本講義においては、メディア・リテラシーの定義、目標、基本概念、理論、国内外におけるメディア・リテラシー教育の現状な

どを実践を通して学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。他専攻や他学部生でメディアの基礎知識がなくても十分に受講可能。

ただしテストや 終レポートがないからといって決して楽な授業ではないので、以下シラバスに記載してある授業内容や課題等をよく確認してか

ら登録すること。

自分で考える力を身につけたい学生の受講を歓迎する。

・　メディアログ（個人でつけるメディア日記）は第３回目の授業で、メディア分析レポートは第８回目の授業で提出する。分析方法等は授業で

紹介・実践する。

・　コミュニケーション・ペーパーは、授業の内容をよく理解した上で、メディア分析やその他の授業内課題を記述するものである。単なる出欠

確認ではなく、記述内容の出来によって０～５点で評価する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・日常生活において自分が使うメディアに常に注意を払い、本講義の目的を体して意識的にメディアを観察すること。

・メディア制作はグループで活動する時間を授業内にも設けるが、授業時間外に資料を集めたり取材や撮影を行わなければならないこともある。

単位数 /  Credit 2

メディアリテラシー論 (S)  §  メディア・リテラシー論I (G)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

13165

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・　メディア・リテラシーの定義、目標、基本概念、理論、国内外におけるメディア・リテラシー教育の現状など基本的な事柄を理解する。

・　メディア分析やメディア制作課題などのグループ活動、およびメディアログ等の課題によって、メディアをクリティカルに読み解き、メディアを制

作する力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義　（授業の進め方）、メディアとは何か メディア、メディア社会第１回目

メディア・リテラシーとは何か メディア・リテラシー第２回目

メディア・リテラシーの基本概念 リプレゼンテーション（representation)、イデオロギー、価

値観

第３回目

メディアとオーディエンス アクティブ・オーディエンス、エンコーディング・デコーディ

ング

第４回目

広告を考える（１）　テレビ・コマーシャル 映像言語、メディア言語、映像技法、音声技法第５回目

広告を考える（２）　消費社会 消費社会、ブランド化（Branding)第６回目

広告を考える（３）　子どもへのマーケティング ターゲット・オーディエンス第７回目

カルチュラル・スタディーズとメディア・リテラシー カルチュラル・スタディーズ、サブカルチャー第８回目

リプレゼンテーションとアイデンティティー（１）　ジェンダー ジェンダー第９回目

リプレゼンテーションとアイデンティティー（２）　民族と文

化

民族、エスニシティー、文化第１０回目

メディアと暴力 バイオレンス、モラル・パニック第１１回目

産業としてのメディア メディア・コングロマリット、民主主義とメディア第１２回目

世界におけるメディア・リテラシー教育の取り組み（１） / 

グループ・プレゼンテーション（１）

メディア・エデュケーション第１３回目

世界におけるメディア・リテラシー教育の取り組み（２） / 

グループ・プレゼンテーション（２）

カリキュラム、ネットワーキング第１４回目

グローバル時代のメディア / グループ・プレゼンテーショ

ン（３）

グローバル化、グローバルメディア、デジタルメディア第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①メディアログ（１０％）

②メディア分析レポート（１５％）

③コミュニケーション・ペーパー（４５％）

④グループ・メディア制作（３０％）

詳細は以下の「備考欄」を参照のこと。

100 ％
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・　グループ・メディア制作は、４、５人のグループでメディア（5分程度のビデオクリップや新聞記事など）を制作し、後半3回の授業で発表・ディ

スカッションを行う。評価は製作技術の高さではなく、この講義で学んだメディア・リテラシーの基本概念を理解し、自分たちのメッセージや制

作の意図が伝わるものになっているかどうかを基準とする。成績はグループ・ワークへの貢献度や課題の出来を加味して、個人ごとにつけ

る。グループは、他回生・他学部生がバランスよく混ざるようこちらで指定する。

・　受講者の人数等により、メディア制作課題の内容などに変更が出ることもあるかもしれないが、その際はすみやかに授業中に知らせる。

教科書は特に指定しない。必要に応じて授業中にレジュメや資料を配布する。

その他、適宜授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Media Awareness Network http://www.media-awareness.ca/english/index.cfm

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・　メディア分析やメディア制作など、受講者の積極的な参加が必要とされる授業である。全員でアイディアを出しあい、また互いの意見を尊重し

ながら協力してグループワークを行うことが要求されることを理解した上で受講登録すること。

・　ほぼ毎回行われるメディア・テクスト分析は日常点であるとともに、この講義の集大成であるメディア制作課題の練習・準備でもあるので、毎回

の出席と能動的な参加が必須である。初回に授業の進め方や課題、評価方法について詳細な説明をするとともにアンケートも行うので、第１回

目から必ず出席すること。

・　ＱＲコードシールを毎回持参すること。シールのないものは減点とする。

・　遅刻は他の受講者の迷惑になるだけではなくグループ活動などに支障をきたすので、厳しく対処する。レジュメや資料等は、授業開始から３０

分以降は一切配布しないので注意してほしい（病欠ややむを得ない事情を除く）。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　Study Guide　メディア・リテラシー[入門編] 鈴木みどり編／リベルタ出版／4947637595／

メディア・リテラシーへの招待 国立教育政策研究所編／東洋館出版社／4491019487／

メディア・リテラシーの現在と未来 鈴木みどり編／世界思想社／4790708969／

メディア・リテラシー教育：学びと現代文化 Ｄ．バッキンガム著、鈴木みどり監訳／世界思想社／4790712265／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

  アジアには多くの国や地域があり、様々な文化や伝統がある｡また豊かな人的資源があり、潜在的な大きな経済市場もある｡日本はアジアの一

員である｡地理的にも歴史的にも文化的にもアジアと強い絆を持っている｡故に日本は大いにアジアに目を向けるべきであろうと思う｡

  本授業は､東アジアの日本､中国、韓国を中心に､アジアの文化､価値観､生活スタイルなどを紹介し、比較しながらその同質性や異質性を考え

ることにしていきたい｡この授業を通じて､アジアの国々の文化に対する関心や理解を深めると同時に､日本文化に対する再認識をも深めていき

たい｡

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

 期末試験に変わる 終レポートと、日常的な取り組み、出席、感想文などの平常点を総合して判断する。

　出席をとる時にはＱＲコードシールを使用しますので、持参してください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

アジア文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

13288

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

◎　中国、韓国を中心としたアジアの国々の文化に対する理解を深めることができる。

◎　日本文化に対する再認識を深めることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 　 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『日本人・中国人・韓国人』 金文学／白帝社／／

『現代中国の生活変動』  飯田哲也編／時潮社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　文化とは何か｡視点や方法。文化・文明の衝突　第１回

　日本人・中国人・韓国人の国民性第2回

　儒教文化とその伝承第3回

　言語と文化  ――日本語、中国語､英語の比較から―

―

第4回

　婚姻法から見た儒教文化第5回

　文学から見た文化――平家物語を中心に――第6回

　道教・神道・禅の文化第7回

　日・中・韓の食文化とマナー第8回

　日・中・韓の住まい文化第9回

  アジアの仏教文化第10回

　本学の留学生との討論と交流第11回

　金閣寺と銀閣寺第12回

　お祭りの文化第13回

　スポーツの文化第14回

　日・中・韓文化の特徴第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 　

　期末試験に代わる 終レポートは60％なので、提出しなければならない。

60 ％

平常点評価 　

 日常的な取り組み、出席、感想文など。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

演劇というメディアは、劇場、舞台空間のデザイン、衣装、メイク、照明、演出、演技、台本といった多様な要素を含む、ライブの総合芸術である。

講義では、演劇の魅力について、学際的な知の枠組み、演劇的なパラダイムから、近代演劇の誕生とともに,60年代～70年代のアングラ小劇場

運動に焦点を当て、同時に広く現代のパフォーマンス・アートを含めて考察する。とりわけ、パフォーマンスとジェンダーの交差について重点的に

考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

レポート課題は２つ実施する。1つは、個人あるいはグループで、地域と劇場についてフィールドワークした調査結果についてまとめる。２つ目

は、試験に代わる 終レポート（個人課題）として、受講して興味を持ったテーマを自由に設定し、考察したことをまとめる。

※日常点評価４０％

ビデオを資料として使うので、それを見た後、感想を書いたり、適宜グループ・デイスカッションに積極的に参加する（日常点を加味する）。

教科書は使用しないが、主として、参考書に上げた『女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー』に基づいて講義をするので、重要文献

として参照してほしい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

演劇論 (S)

担当者名 /  Instructor 池内 靖子

15855

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

演劇的な知、パラダイム、理論的な枠組みについて学ぶと同時に、地域や都市の演劇空間、個別の演劇・パフォーマンスの表現について調べ、

考察する。とりわけ、ジェンダーとパフォーマンスの交差に焦点を当て、考察を深める。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

演劇に関する広い興味、関心をもち、それが私たちが生きる社会にとってどういう意味をもっているかについて考えること。劇場と地域の関係に

ついてフィールドワークを行う。講義では、グループ・ディスカッションに積極的に参加すること。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー

 

池内靖子   ／平凡社／978-4-582-47231-8  ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス、都市・地域と劇場 シアター・オリンピックス1

国民国家と演劇 近代演劇と女優の誕生 2

帝国のロマンスI  オリエンタリズムー『マダム・バタフライ』『M.バタフライ』 3

帝国のロマンスII オリエンタリズムと植民地言説、『ミス・サイゴン』 4

宝塚歌劇 I 男役と娘役、ジェンダー／セクシュアリティの構築  5

宝塚歌劇 II ファンは何を求めているのか 6

６０～７０年代のアングラ小劇場運動 I 鈴木忠志、唐十郎、佐藤信、寺山修司7

６０～７０年代のアングラ小劇場運動 II 寺山修司と岸田理生の「身毒丸」 8

舞踏の身体 土方巽、肉体の反乱 9

オルタナティヴな演劇空間と身体表現Ⅰ 金満里の劇団「態変」10

オルタナティヴな演劇空間と身体表現Ⅱ ゲストスピーカー（金満里さん）のトーク  11

アート・アクテイヴィズム／言説と身体 ダム・タイプ、異性装／越境について  12

ダンスとシアターの間 ピナ・バウシュのコリオグラフィー 13

90年代の日本の現代演劇から 萩尾望都の漫画「半神」と野田秀樹の舞台化 14

パフォーマンス・アート／言語・映像・身体 テレサ・ハッキョン・チャのテクスト『ディクテ』の舞台化15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 劇場フィールドワークの（グループ）レポートと試験に代わる 終（個人）レポートを課す。  60 ％

平常点評価 ビデオの感想を書き、グループでの議論に参加すること。  40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

『女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー』に基づいて講義をするので、重要文献として参照してほしい。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

踊る帝国主義　宝塚をめぐるセクシュアルポリ

ティクスと大衆文化   

ジェニファー・ロバートソン   ／現代書館 ／4768467733／

宝塚というユートピア 川崎賢子   ／岩波書店  ／978-4-00-430940-6  ／

迷路と死海 寺山修司 ／白水社 ／978-4-560-03254-1 ／

異郷の身体ーテレサ・ハッキョン・チャをめぐって

   

池内靖子/西成彦・編 ／人文書院  ／4-409-04078-2 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

美術作品にどのように時代の観察の眼が反映しているのか。本講義は観察者の存在を重視した17世紀オランダ絵画を出発点として、近代の自

然描写、断片的世界観を中心に社会史・思想史のコンテクストにおいて考察する。フリードリヒ、マネ、モネ、セザンヌ、ゴーギャン、ピカソ、カン

ディンスキー、モンドリアン、ポロック、ボイス、リヒター、キーファー、杉本博司など17世紀から現在までの絵画、写真作品、および広告、建築を対

象として、近代以降の観察者の立場の変容を考察し、今日の表象文化の諸前提を問う。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

表象文化論 (S)  §  芸術表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

15929

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

美術、芸術作品の主題を読み取り、時代の思想・世界観を知る。

主観的な感情移入や解釈を排し、客観的に作品を観察する力、ひいてはイメージに対する批判的思考力を養う。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

C.D.フリードリヒ : 「画家のアトリエからの眺め」 -

- 視覚と思考の近代 

仲間裕子 ／三元社／／

美術史をつくった女性たち─モダニズムのあゆ

みのなかで

神林恒道／仲間裕子編／勁草書房／／

雰囲気の美学 G,ベーメ／晃洋書房／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の全体像第１回

観察の眼   17世紀オランダ絵画　静物画第２回

近代の自然観 (1) 美学における自然観─カント、アドルノ、リオタール、

ベーメ他 

第３回

近代の自然観 (2) 19世紀初期　ドイツ・ロマン主義第４回

近代の自然観 (3) 19世紀後期　印象主義、ポスト印象主義第５回

近代の自然観 (4) 19世紀末　象徴主義第６回

近代の自然観 (5) 20世紀　抽象絵画 抽象表現主義第７回

近代の自然観 (6) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第８回

近代の自然観 (7) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第９回

断片的世界観 (1) キュビスム　ダダ第10回

断片的世界観 (2) ハンナ・ヘッヒとコラージュ的身体第11回

断片的世界観 (3)第12回

写真作品とイメージ 第13回

広告とイメージ第14回

建築とイメージ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 毎回、講義で紹介した作品、理論などのコメントを

提出する。

40 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この講義でどんなことを勉強するかと言うと、次のようにまとめることができます。ことばとは、人間のコミュニケーションの単なるツールではなく、

誕生から死に至るまで人間は、ことばによる分節化を繰り返しながら、フランスの思想家のラカンが言う「想像界」と「象徴界」という虚構化された

世界を絶えず生成しているという点です。つまり、現代科学で「環境世界」とか「生活世界」とか言われているこうした世界は、人間の外部に客観

的に存在するものではなく、人間が存在して初めて姿を見せる後験的な世界なのです。そしてこうした世界は、人間の身体＝欲望との相関性に

よって絶え間なく構造化されていく、いわゆる生成の世界だという点です。従って、ハイデガーとともに現代思想の双璧をなすヴィトゲンシュタイン

が言う「言語ゲーム」とは、人間の欲望の展開であり、その意味では、円環的な人間の生そのものです。こうした人間の生の根幹に関わることば

の世界を考えていきたいのです。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

久津内一雄『言語と現代思想』を配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

言語文化論 (S)  §  言語コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

15930

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標を一言で言えば、人間と言語と文化の相関性の仮説にたつ現代思想の神髄に迫ることです。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

これがﾆｰﾁｪだ 永井均／講談社現代新書／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

近代言語学の成立とその背景

ソシュール

１～６

言語相対主義の潮流

フンボルトに始まる言語相対論、サピア・ウォーフ仮説、ド

イツ意味論学派 

７～９

言語理論の記号学的展開

レヴィ＝ストロース

１０

言語理論の記号学的展開

ラカンの欲望論

１１～１２

言語理論の言語使用論的展開

ヴィトゲンシュタイン言語ゲーム論

１３～１４

言語と現代思想の問題〈まとめ〉１５

 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

例年通り、コミュニケーション・ペーパーを用いた双方向型講義を行う。本年度は「子どもの自尊心」をテーマとする。子どもだけでなく、我々日本

人の自尊心の低さは実に顕著であって、各種社会調査によっても明らかにされている。今期「自我論」では、そうした我々の自己評価の低さがど

ういう要因によって作り出され、どのような性質のものであり、どういう帰結をもたらしているのかについて、話題にしてみたい。議論の進行を踏ま

えながら、今後の我々のあり方についても、検討することとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「社会学理論」・「社会学史」・「社会倫理学」・「社会文化論」などの講義を履修していることが望ましい。自分の個人的な体験に寄りかからない次

元の想像力や思考力を獲得するために、抽象的な思考の地平を経験してきて欲しい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義は、事前にテキストを読んでいることを前提に進めるので、事前に必ずテキストを読んでおくこと。

単位数 /  Credit 2

自我論 (S)

担当者名 /  Instructor 景井 充

13313

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

講義名からは心理学的内容を連想するかもしれないが、基本的には社会学的視点からの考察である。そして目指すは、社会学的視点から我々

自身と日本社会・文化を捉え返す批判的視点を獲得することである。そしてまた、そのような視点に立ちつつ、そこから見える社会的・個人的

パースペクティブを言語化できるようになるための基礎的訓練の機会ともしたい。究極的には、社会学が目指す社会的・人間的オルタナティブの

提起というものが具体的にいかなるものかを知り、自らの知的な道具のひとつとすることを、到達目標とする。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の目的・意図、手法および到達目標、 終評価につ

いての説明

『日本の子どもと自尊心』第１章「セルフ・エスティーム（自

尊心）」

自尊心・自尊感情１

『日本の子どもと自尊心』第２章「日本人とセルフ・エス

ティーム」

権威主義的文化と自尊心２

『日本の子どもと自尊心』第３章「セルフ・エシティームと

自己主張」

＜なる＞論理と＜する＞論理３

『日本の子どもと自尊心』第４章「小学生の自己主張とセ

ルフ・エスティームの発達」

自尊感情の発達４

『日本の子どもと自尊心』第５章「母親の価値態度と子ど

もの自己の発達」

文化としての「母」５

『日本の子どもと自尊心』終章「文化と自己の発達を巡る

一考察」

コミュニケーション・ペーパー（１）

＜私＞と「文化」６

コミュニケーション・ペーパー（１）へのレスポンス７

『イギリスのいい子 日本のいい子』第１章「自己主張と自

己抑制」

＜子ども＞の社会的馴化８

『イギリスのいい子 日本のいい子』第２章「イギリスとアメ

リカと日本」

子育ての文化的差異９

『イギリスのいい子 日本のいい子』第３章「幼児のしつけ

と教育の日英比較」

社会化の文化的ハビトゥス（１）１０

『イギリスのいい子 日本のいい子』第４章「日本とイギリ

スの子どもたち」

社会化の文化的ハビトゥス（２）１１

『イギリスのいい子 日本のいい子』第５章「日本人の対人

関係と子どもの自己の発達」

＜私＞なるものの成立１２

『イギリスのいい子 日本のいい子』第６章「新しい幼児教

育の方向性」

コミュニケーション・ペーパー（２）

自尊心の可能性１３

コミュニケーション・ペーパー（２）へのレスポンス１４

講義の総括 －－ われわれの自尊心と未来１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の内容を踏まえてオリジナルな考察を展開することを求める。単なる感想文や経験談は評

価の対象とはしない。

100 ％
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コミュニケーション・ペーパーは成績評価の素材とはしない。

その他の参考書は講義の中で紹介するので、各自興味に沿って取捨選択されたい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

２回生には少し難しい講義ではないかと思うので、３・４回生での履修を勧めるが、意欲的な２回生の履修はもちろん歓迎する。単位が欲しいだ

けの学生には、本講義の単位取得は無理。みずからの個人的・社会的・文化的経験を意識的に捉え返す、ある意味で厳しい時間になるはずで

ある。そのような心と頭の準備をしてきてもらえればよろしかろう。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本の子どもと自尊心 佐藤淑子／中央公論社／9785121019844／

イギリスのいい子 日本のいい子 佐藤淑子／中央公論社／9784121015785 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

子どもの 貧国・日本 山野良一／光文社／9784334034702／

自己愛の時代 山崎久美子／ぎょうせい／9784324087695／

日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか 古荘純一／光文社／9784334035068／

一億総ガキ社会 片田珠美／光文社／9784334035723 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

講義担当者は、社会学的議論の根底には何らかの思想が据えられていなくてはならないと考えている。そういった意味で思想性のない社会学の

議論は、必然的に無味乾燥なものにならざるをえないと思っている。本講義は産業社会学部の学生を主な対象としているため、社会学上の議論

と関わらせる形で社会思想史を講じたい。歴史や社会の変化、人間行為、科学の根底には社会思想が関わっているということを受講生に理解し

てほしい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・社会学史に関する講義

・西洋近代史（とくにフランス革命以降）および日本近代史（とくに戦後史）

出席はとらない

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・スケジュールは、大雑把な流れ程度に考えておいて欲しい（学生の関心・意欲・理解等を考慮に入れながら展開したい）

・また本講義では、理解を促進するために適宜、ビデオ等を積極的に利用する

・本講義は双方向性を重視するため、聴講生の主体的参加、および発言の機会を設けたい

単位数 /  Credit 2

社会思想 (S)

担当者名 /  Instructor 尾場瀬 一郎

15886

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・思想を現実と遊離したものとしてではなく、時代・社会の表現として理解していく力を身につける

・今日の私たちの生活と関係している基本的な思想を押さえていく

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・社会思想に対する関心をもつだけでなく、現代の社会問題にも敏感であってほしい

・本講義では知識の一方的伝達ではなく「考える」ことを重視したい

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 自己紹介　授業の進め方　成績評価の基準等に関する

説明

１回

社会思想を考える　 丸山真男　思想史の考え方　古層　執拗低音　マンハイ

ム　思想の社会学　マルクス　ドイツ・イデオロギー　史

的唯物論　

２～３回

勃興する近代社会 デカルト　方法序説　われ　幾何学　ロック　統治二論　

王権神授説批判　契約の思想 人民主権 

４～５回

近代社会の影 ルソー　社会契約論　市民　自然人　文明　ヘーゲル　

法の哲学　人倫　市民社会　欲求の体系国家　世界精

神

６～７回

質問日 ここまでの授業でよく理解できなかった内容に関する質

問に答える

８回

資本主義的生産様式かプロテスタンティズムか マルクス　資本主義的生産様式　貧困　プロレタリアート

　土台　イデオロギー　社会主義　ウェーバー　上部構

造　宗教改革　プロテスタンティズム　合理化　テイラー

主義　フォード主義マクドナルド化　世界の脱意味化

９～１０回

近代社会とファシズム 全体主義　ヒトラー　フロム　自由からの逃走　アドルノ　

ホルクハイマー　啓蒙の弁証法　道具的理性　再魔術

化　ディズニー化　コミュニケーション的合理性

１１回～１２回

戦後日本思想の特質 丸山真男　超国家主義　近代化　「である」論理　「する」

論理　マルクス・ウェーバー問題　高度経済成長　日高

六郎　滅私奉公から滅公奉仕へ　ミーイズム　公害問題

１３～１４回

グローバル化時代の思想 ギデンズ　バウマン　グローバリゼーション　再帰的近代

　個人化　ジャガノートとしての現代社会　リスク社会　

ポスト・モダン社会

１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会思想の根本問題を理解できているか論述試験を課す（６０分・８００字以上）80 ％

平常点評価 授業のなかで感想や意見を２～３回書かせる（２００字～４００字程度）20 ％
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・教科書は使用しない

・毎回、レジュメや資料を配布する（授業の後半部になって「まとめて欲しい」というような要求には、いかなる理由があっても応じられない）

・上に挙げたものは古典中の古典である

・難しいかもしれないが、社会思想史上の古典を何か一冊読んでほしい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

とくにない

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

西洋思想の１６人 尾場瀬ほか／梓出版社／／ウェーバー、フロムやグラムシ等、講義で取り上げる思想

家を扱っている

社会契約論 ルソー／岩波書店／／社会思想史の出発点に置かれるべき思想家

法の哲学 ヘーゲル／中央公論新社／／社会や国家のあり方をヘーゲルが論じた

ドイツ・イデオロギー マルクス／岩波書店ほか／／思想やイデオロギーを批判的に理解する方法について

論じている

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 ウェーバー／岩波書店／／プロテスタンティズムがいかなる意味で近代社会を準備し

たか

日本の思想 丸山真男／岩波書店／／日本の戦後思想を考える際、避けて通れない

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、学説史的な展開を踏まえつつ、学生諸氏にとって身近なテーマを取り上げる中で、「社会」病理学の基本的な視点の獲得を目指

す。パート１では、なぜ・どのように近代・現代社会に特有の社会病理が登場してきたのかを、社会構造の変化という観点から捉える。主に、「自

由」、「平等」、「博愛」といった近代社会で「正しい」とされている考え方が、逆に社会病理を生み出すといった視座を提示する。パート２では、青

少年の意識といった側面を社会病理学の視点から掘り下げる。特に、「社会には病理が元々ある」という見方と、「社会病理が社会的に作り出さ

れる」という視点との交錯を講義する。パート３では、近年登場してきた「新しい」社会病理への見方を、主に家族臨床から捉え、社会病理学への

理解の深化を図る。同時に、「心」を病理とする見方の進展が進んでいる現状に対して、「社会」病理学の視点からそれを懐疑的に見ていく重要

性を示す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「社会学史」、「基礎社会学」等の基礎的な知識を習得していることが望ましい。近年、マスメディアなどで頻繁に取り上げられる社会問題への関

心を持った学生の受講を希望する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会病理学 (S)

担当者名 /  Instructor 崎山 治男

13341

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・「社会病理」とされる事柄について、社会学的な見方を身につける。

・近代の「善」なる理念が、病理現象を産み出すパラドックスを理解する。

・とりわけ青少年の病理行動の背景を理解する。

・「新しい」病理現象とされる事柄への知識を深める。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 近代社会の功罪1

Part１：「社会」病理学とは何か：社会構造と社会病理・

「自由」であることは良いことなのか？：アノミーという社会

心理 

アノミー、自由2

「博愛」をどの範囲まで持てるのか？：都市化と社会的連

帯の崩壊 

アーバニズム、インナーシティ 3

「平等」であることはどこまで正しいのか？：「成功神話」

の落とし穴

教育、階層4

「勤勉」であるだけで良いのだろうか？：下位文化の光と

影

文化的再生産 5

Part2：現代の青年意識を「社会」病理学してみる・なぜ

「気の合う仲間」が出来るのか？文化的学習理論による

「仲間」作り 

学習理論6

近の少年は「キレやすい」のか？：少年犯罪を巡る統

計とレイベリング論

統計の陥穽 7

少年犯罪は「凶悪化」しているのか？：社会問題の構成

主義

マスメディアと少年非行8

地域や家族による支援はどこまで有効なのか：他者との

繋がりと紐帯理論

地域、ＮＰO9

「引きこもり」は何故起きるのか？：私事化する社会での

青年意識

コミュニケーションの高度化 10

Part3：現代社会の病理の諸相：社会病理の現在・目立つ

ことと目立たぬこと：劇場化する社会 

劇場型犯罪11

なぜ「家族」に問題を求めるのか？：トラウマとアディク

ション 

アダルト・チルドレン 12

「語ること」でラクになる？：ナラティブ・アプローチという相

互行為

セルフヘルプ・グループ 13

病理の過剰／病理の過剰：医療化の進展と社会病理 医療化・医療に回収される病理 14

まとめ：「心」の病理と「社会」の病理 「心」の病は本当か？15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容を踏まえ、自らの視点で社会病理を分析出来ているかで判断する。 100 ％
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特に指定しない。レジュメ、資料等を必要に応じて配布する。

必要に応じて紹介するが、社会病理学の学説史を押さえたものとして徳岡秀雄『社会病理を考える』世界思想社、宝月誠『逸脱とコントロール

の社会学』有斐閣、佐々木嬉代三『社会病理学と社会的現実』学文社を挙げておく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・社会病理は社会そのものを映し出す鏡である。日頃から新聞やニュース等に注目すること（但し、うのみにしないこと）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

　社会文化論とは、社会と文化とを一体のものとして捉える方法・領域のことです。つまり社会文化論は、社会を解明するのに文化や習慣・ライフ

スタイル等を知ることが必要であるとすると同時に、文化もまた社会の中に位置づけられて初めて理解されるとします。この授業では、現代社会

における様々な社会文化の現象を、特に諸個人が他者からどのように承認されているか、という視点から取り上げます。というのは、諸個人が

「成功した生」を営み自己実現に至りうるためには、他者から様々な形で十分に承認されていなければならないと考えるからです。その視点か

ら、現代社会における様々な社会文化現象（例えばオタク系文化、ポピュラー音楽、スポーツ文化等）を解明していきたいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

プリントを配布する。視聴覚教材は適宜用いる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　授業中に取り上げる参考書の何か一冊を、セメスター中にノートを取りながら通読してください。定期試験ではそれを問う出題をします。

　試験に役立ちうるように、ふだんから身近な社会文化現象の具体例に注目し、資料等を集めておいてください。

単位数 /  Credit 2

社会文化論 (S)  §  文化社会学 (W)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

15872

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会文化論の基本的方法、基本概念、基本学説を、隣接する諸領域と関連させながら理解する。

②現代社会における社会文化の基本的特徴を理解し、具体例に即して分析する力を身につける。

③批判理論におけるコミュニケーション・承認についての考察の内容を理解し、現代社会の病理を批判する意義を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会文化論の学習にあたっては、自分に身近な社会文化現象を関心と問題意識とを持って取り上げること、先行する研究者や思想家の概念

や思考方法を正確に学ぶこと、それらを具体的な現象に応用して考察して表現することが大事です。講義にきちんと出席して正確に学ぶととも

に、自分で思考し表現する能力を身につけるように心がけてください。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会文化をとらえる視点１――フランクフルト学派の文化

批判１

アドルノ　文化産業　ベンヤミン　複製芸術1

社会文化をとらえる視点２――フランクフルト学派の文化

批判２

ハーバーマス　生活世界の植民地化　新しい社会運動2

社会文化をとらえる視点３――フランクフルト学派の文化

批判３

ホネット　承認論　病理批判　承認をめぐる闘争3

社会文化をとらえる視点４――大衆文化論・消費社会論 カルチュラル･スタディーズ　ホガート　ウィルス　スチュ

アート・ホール　

4

社会文化をとらえる視点４――ポピュラー音楽論 ヘブディッジ　フリス　ロックの政治学　パンク5

音楽の社会文化――ジャズ論１ ジャズ　大衆文化　エスニシティ　6

音楽の社会文化――ジャズ論２ ジャズ　文化的承認　疎外7

音楽の社会文化――ジャズ論３ アドルノ批判　ブリコラージュ8

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化１

オタク系文化　マンガ小史　「萌え」9

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化２

オタク系文化　ポストモダン　シミュラークル　動物化10

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化３

オタク系文化　モダン　公共圏　インターネット11

コミュニケーションの現在――ケータイ論 ケータイ　ネット縁　極私的対話　モラルとマナー12

コミュニケーションの病理――いじめの理論化 ハーバーマスの植民地化論　ホネットの承認論　侵害　

心的外傷

13

身体の社会文化――スポーツと勝利至上主義 勝利至上主義　スポーツマンシップ　競争　精神性14

社会文化論のまとめ――新しい倫理へ 社会文化　「成功した生」　自己実現　自己決定　承認と

コミュニケーション　病理　新しい倫理

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終回に学習到達度を 終的に確認するテストを行う。評価基準：講義内容を理解し、自分で

具体例に応用して考察し、それを表現できているかを問う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会文化学会ホームページ（社会文化研究の具体例を見ることができます）。

http://japansocio-culture.com/

批判的社会理論研究会ホームページ（批判的社会理論研究が実際にどのように行なわれているかを、見ることができます）。

http://affkt.jpn.org/about/

 その他 /  Others

授業中の私語は禁止します。従わない場合は、退出させます。

授業中のケータイ・メールは禁止します。従わない場合は、退出させます。

遅刻・途中退出は禁止します。

参考書 /  Reference Books

授業終了後、話しかけてください。その時、相談時間を指定します。

後日、私のメールアドレスを研究室のドアに張り出します。（件名には「社会文化論」とつけてください。件名のないメールは読むことができま

せん）。

後日、オフィス・アワーの時間を研究室のドアに張り出します。（オフィス・アワーは学生の皆さんが、大学での勉強に関して何でも相談に来る

ことができる時間です。気軽に活用してください。できれば事前にアポイントメントを取ってください）。

その他、研究室で空いている時間にはご相談ください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

討議と承認の社会理論 日暮雅夫著／勁草書房／ISBN978-4-326-10182-5／ハーバーマスやホネットのフラン

クフルト学派の理論研究の参考となります。

批判的社会理論の現在 永井彰・日暮雅夫編著／晃洋書房／ISBN4-7710-1462-0／同上。

文化論のアリーナ 文化論研究会編／晃洋書房／ISBN4-7710-1170-2／幅広く社会文化論の理論研究

の参考となります。

社会文化理論ガイドブック 大村英昭他編／ナカニシヤ出版／ISBN4-88848-939-4／同上。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

今日の日本の青少年にとってイジメ経験は も深く共有された、しかも、生の意味感受性の危機に深くかかわる深刻な経験として成立している。

この経験を社会倫理（応答の倫理学）の視点から振り返って、そこに孕まれている実存的諸問題を分析し、あらためて、そこからわれわれの生が

直面している問題を自覚しなおすという思考の作業を試みたい。授業の素材としては、受講生自身のイジメ経験、文学、歌、など、経験を意識化

するうえで刺激となるさまざまな生きた材料を多用したい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし

立命館大学生協書籍部で販売

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会倫理学 (S)

担当者名 /  Instructor 清 眞人

15845

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自己自身の経験を哲学的に分析する思考経験をしてみる。「応答の倫理学」と呼びうる代表的思想家の基本観点を知る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書をよく読み、問題の全体的な相互関連への関心を高めること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

創造の生へ――小さいけれど、別な空間を創る 清眞人／はるか書房／978‐4‐434‐1148‐8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

基礎経験と思想（パースペクティヴ）――イジメ経験を問

い返す意義

基礎経験・パースペクティヴ・イジメ経験 ・記憶・村上春

樹の文学

1

イジメ経験が生みだす実存的諸問題１ 内面的自殺、実存のタマネギ化 、空虚化と暴力による

補償的存在充実、村上春樹の文学、三島由紀夫の文

学

2

イジメ経験が生みだす実存的諸問題2 存在の透明化、世界の夢化と他者の消滅、自傷行為を

とおしての存在確認 村上春樹の文学、三島由紀夫の

文学, ジョン・レノンの歌Strowberryfield for ever 

3

イジメ経験が生みだす実存的諸問題3  傍観者化、友情という基礎経験の崩壊 、可能性意識の

縮減と孤立感、仲間性の人間学 

4

存在承認による生の解放とジョン・レノンの歌 Oh my 

love , Love  

愛と実存、フランクル、ジョン・レノン  5

心的外傷とジュディス・ハーマンからの問題提起  ケアされた経験、ジュディス・ハーマン、治療同盟、ジョ

ン・レノンの歌Mother　Help 

6

応答の倫理学1――レヴィナス レヴィナス、傷つきやすさ（vulnerability）7

応答の倫理学2――フロム 応答責任性、フロム8

応答の倫理学3――ブーバー 「私‐きみ」関係性9

応答の倫理学3――レイン 自己と他者10

応答の倫理学4――ニーチェとサルトル 暴力のマニ教主義11

応答の倫理学5――フランクル 生の意味への問いのコペルニクス的転換、黒澤明作品

「生きる」

12

実存と意味欲求 実存、意味、ニーチェ13

文学と倫理 三島由紀夫と村上春樹のあいだによこたわ

るものとしてのニーチェ

三島由紀夫、村上春樹、ニーチェ14

まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーの提出数

授業中に出すミニレポート課題への取り組み 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

我々の身体は、姿勢、しぐさ、動作などによって言語以上に雄弁にものを伝えることが可能である。こうした身体表現は、ことばならざることばで

あるところの非言語コミュニケーションと考えられ、コミュニケーションの重要な要素と考えられる。またその身体表現は、自然・社会・文化などと

深くかかわり様式化された身体表現つまり舞踊として踊られている。こうしたことをふまえて、この講義では、1．身体表現の概念と諸相　2．日本

と世界各国におけるさまざまな舞踊と自然・社会・文化とのかかわりを考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

芸術と社会にかかわる科目

文化人類学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介する参考文献を読み、自ら関係する文献を検索し、さらには実際の舞踊公演を鑑賞し、身体表現に関する知見を広め深化させる。

単位数 /  Credit 2

身体表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

13138

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

身体表現とは何か、さらに身体表現は自然・社会・文化と深くかかわっていることを学ぶことによって、受講者の「身体表現と社会・文化を見る視

点」を獲得することが期待される。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

無意識に行っている身体表現を意識化させ、その表現は、自然・社会・文化と深く結びついていることを考える。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 自己紹介、授業の到達目標、成績評価方法等1回

非言語コミュニケーションの概念 肉体、姿勢、しぐさ、空間、色彩、時間等2回

非言語コミュニケーションと社会・文化 日本、欧米等様々な社会・文化、非言語コミュニケー

ションの諸相

3回

非言語コミュニケーションの分類・役割及び30分間の確

認テスト

確認、修飾、代用、コミュニケーション管理、矛盾等4回

舞踊（様式化された身体表現）の概念・現代における舞

踊の意味

舞、踊り、舞踊、ダンスという言葉の意味、舞踊における

聖と俗等

5回

日本の伝統舞踊（１） 古典舞踊（雅楽、能楽、歌舞伎、日本舞踊等）と民俗舞

踊（神楽、田楽、風流等）のとらえかた

6回

日本の伝統舞踊（２） 表現の様式と技法、表現要素の複合化、序破急の形

式、道行の形式、舞踊動作の特性

7回

中間のまとめとグループワーク・レポート提出 非言語コミュニケーションに関する多面的な討論とプレ

ゼンテーション

8回

世界の舞踊（１） アフリカの舞踊と社会、舞踊特性と自然・社会・文化9回

世界の舞踊（２） アジアの舞踊と社会、舞踊特性と自然・社会・文化10回

世界の舞踊（３） 欧米の舞踊（特にフォークダンス、バレエ）と自然・社会・

文化

11回

現代の舞踊（４）と30分間の確認テスト実施 欧米の舞踊（特にモダンダンス、ポストモダンダンス、コ

ンテンポラリーダンス）と自然・社会・文化

12回

クロスオーバーする現代の舞踊 現代美術、パフォーマンス等における身体表現、オル

ターナティブスペース

13回

舞踊教育の思潮と動向、生涯学習時代における舞踊教

育

アメリカ、イギリス、日本における舞踊教育の流れ、生

涯学習時代における舞踊学習内容

14回

各ジャンルごとの舞踊の特性、聖と俗に関する舞踊、まと

め

身体表現と形式、舞踊の構造と機能、現代社会におけ

る舞踊の意味

15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験答案における論理的な記述や授業の理解度などを評価する。60 ％

平常点評価 2回の確認テスト実施と1回のレポート提出：どの程度主体的に学習し、自ら考察しようとしたの

かを判定する。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

舞踊学講義 舞踊教育研究会／大修館書店／4‐469‐26197‐1／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

非言語コミュニケーション マジェリー/F/ヴァ-ガス／新潮社／4-10-600334-1／

しぐさの世界 野村雅一／日本放送出版協会／4-14-001429-6／

異界へのメッセンジャー 姫野　翠／出帆新社／4－86103－016－1／

おどりの美学 郡司正勝／演劇出版社／4-900256-40-4／

渡来の祭り　渡来の芸能 前田憲二／岩波書店／4－00－024123－0／

舞踊と社会 遠藤保子／文理閣／4-89259-375-3／

手の日本人　足の西欧人 大築立志／徳間書店／4-19-554087-9／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

【スポーツの構造と規範】 スポーツが単なる日常の身体活動と異なる 大の理由は、それ が“ルール”によって設定された,特殊な意味をもつ虚

構空間での活動だからである。

　では、スポーツ・ルールはどのような意味を持つのかを主題に、第一に、スポーツ･ルールはどんな原則から 成り立ち、変化・変更は何故、起こ

るのかについて、解明する。第二に、スポーツは一つのシンボルであり、メッセージである。それはどんな意味と理念をもつもの なのか、を解明

することを通じて、“ルール”に隠された規範のあり方を解明する。そして、そのことを通じてプロとアマ、エリートとマスに分裂したなかで生起する

モラルハザードを問い直し、スポーツの意味・価値と評価・表彰のあり方を展望する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「スポーツ文化論」を基本に、「余暇の社会史」「スポーツ史」「スポーツ社会学」を履修しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

スポーツ規範論 (S)

担当者名 /  Instructor 草深 直臣

15878

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

スポーツにルールがあることは、だれもが知っている。しかし、ルールの原則と意味を理解しているものは少ない。スポーツのビジネス化の中で、

変貌を遂げて いる現代スポーツをルールに焦点をあて、スポーツ精神のありようを吟味する。したがって、ルールの原則にかかわる基礎的知識

を理解し、スポーツ精神に込められた規範を捉え直す論理力を身につけるとともに、現代スポーツの深部を洞察する力を養う。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

（序）スポーツ・ルールの意味  

(1)時事問題からルールを探る　

  

 

 

    

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

参考書 / Reference Books 

「書名」をクリックすると図書館の所蔵状況を確認できま

す。

検索方法等ご不明な点がありましたら、図書館にお尋ね

ください。

 

書名

Title 著者

Author 出版社

Publisher ISBNコード

ISBN Code 備考

Comment 

スポーツの自由と現代　下巻    草深直臣他編著    青木

書店      

スポーツ・ルールの社会学    中村敏雄    有斐閣       

スポーツのモラル    J.フィレ－リ－    不昧堂      

スポーツ倫理学講義    川谷茂樹    ナカニシヤ出版      

スポーツ･ルールの論理    守能信次    大修館      

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for 

Reference 

教員との連絡方法 / How to Contact Teaching Staff 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載

されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

（2)ルールの意味空間と技の構成：Wrestring/角力/相

撲  

第1週



2011 年度シラバス立命館大学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

マスコミから流れるスポーツ情報に鋭く反応し、その言説の深部を探り当てるように感性を研ぎ澄ますこと。 

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

その他 / Others 

１）解らないことはその場で質問すること。“解った気”にな

らないこと。 

  第１章　２つのルール   

(1)慣習からの明文化 (2)ルールの性質： 明示性と暗示性

  

 

第2週

  第２章　明示的ルール   

(1)明示的ルールの５つの原則  

 

合意性

無作為的公正

第3週

同上 平等

合理性

第4週

　第2章　明示的ルール    

(2)明示的ルールの性格と役割：

(3)明示的ルールの構成 

 

不変性と可変性

醍醐味

第5週

(4)ルールの変化と要件： 変化の８要因 技術の厳格性

ゲームの安定性

第6週

同上第7週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

（1）明示的ルールを支えるモラル  

反則と禁止第8週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

（２）「禁止されていない｣プレイと「許されない｣プレイの逆

進性  

 

第8週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

(３）スポーツマンの行動綱領：

スポーツマンシップとフェアプレイ

「 競うことの正義」

第9週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

(4)日本的スポーツ精神と武士道的倫理

(5)欧州会議「フェアプレイ宣言」    

 

第10週

  第４章　現代スポーツモラルの動揺とドーピング問題  

(1)ドーピング問題の社会的基盤   

 

  第４章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題  

(2)ドーピングの禁止根拠とスポーツモラル：生命の自己

決定権と普遍的人間性  

 

第13週  第５章　スポーツの競争と交流  

(1)競争的序列と結果主義：優勝劣敗主義は必然化？  

勝利至上主義の政治的･経済的助長

インテンシブの導入

第11週

  第４章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題  

(2)ドーピングの禁止根拠とスポーツモラル：  

 

生命の自己決定権

普遍的人間性

第12週

　第4章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題

(3)生命の尊厳とスポーツモラル

虚構のなかの真実

フェアーネスとホネスト

第13週

  第５章　スポーツの競争と交流  

（１）競争的序列と結果主義：優勝劣敗主義は必然化？ 

（２）「敗れざるものたち」から「さすらいの甲子園」へ

  

敗北の美学

共感の美学

第14週

（3）虚構の中の真実 

（４）スポーツの正義

（５）手をつなぐスポーツマンと市民

（６）スポーツ機構の公開性とモラルの再構築

 競い合う仲間 

 盲目的ルール遵守主義

　ルールの創造

   

(３)「美しく負ける」意味　（４）スポーツの価値と観賞　  

 

第15週

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

「スポーツ規範論」(文理閣）を出版予定。 

参考文献は、レジュメにも列記する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

メールアドレス＝nkt01650@fc.ritsumei.ac.jp

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

スポーツ知識は『常識』のようであるが、その『常識』を疑うことから始めること。『ルール』を覚え、守るのではなく、考え、変えていく立場で現実を

見据えること。 

判らないことは、極力その場で質問すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツの自由と現代　下巻 伊藤高弘ほか編／青木書店／／

スポーツ･ルールの社会学 中村敏雄／有斐閣／／

スポーツ･ルールの論理 守能信次／大修館／／

スポーツ倫理学講義 川谷茂樹／ナカニシ出版／／

スポーツ倫理の探求 近藤良享／大修館／／

定期試験（筆記） スポーツの「ルール」とモラルの基本を理解し、現実を洞察する論理･分析力。  100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

グローバル化社会の中で肥大化するスポーツ産業の様々な様相に焦点を当て，スポーツ文化の変容のメカニズムを，国の内外のケースをもと

に解明する．また国内に目を向け．新しい公共の確立に向けて注目されている地域スポーツ環境において，政府の掲げる｢スポーツ立国戦略」と

スポーツ産業の接点，つまり，指定管理制度，NPO法，PFI等の制度を利用した民間活力導入による可能性に関して検討していく．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

スポーツと現代社会の関連性に関する社会学的また経営学的科目

特に指定しない．

その他，トピックに即して，授業時に紹介していく．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業時に紹介．

単位数 /  Credit 2

スポーツ産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 海老島 均

13340

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1.　 現代社会において，スポーツ産業がスポーツ文化を変容させているメカニズムを理解し，スポーツ環境整備にむけてのガバナンスの必要性

を学習する。

2.　スポーツ政策と民間活力との接点という観点での，スポーツ産業の可能性に関して理解する．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツプロモーション論 佐伯年詩雄／明和出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スポーツ産業，スポーツ文化1回

グローバル化社会におけるスポーツ産業① グローバル化社会，スポーツビジネス，NBA2回

グローバル化社会におけるスポーツ産業② 多国籍企業，ラグビー，3回

グローバル化社会におけるスポーツ産業③ サッカー，クラブ，FIFA4回

巨大イベントのガバナンス オリンピック，IOC，ワールドカップ5回

放映権ビジネスのガバナンス オリンピック，FIFAワールドカップ，放映権6回

わが国のスポーツ産業の特殊性 プロ野球，Jリーグ，大相撲7回

スポーツ産業における身体① フィットネス産業，健康産業，医療8回

スポーツ産業における身体② トップアスリート，ドーピング9回

スポーツ政策とスポーツ産業 スポーツ立国戦略，マネジメント，10回

地域スポーツ振興とスポーツ産業① 指定管理者制度，公共施設，ソーシャル・ガバナンス11回

地域スポーツ振興とスポーツ産業② スポーツNPO，PFI，ソーシャル・キャピタル12回

地域スポーツ振興とスポーツ産業③ 総合型地域スポーツクラブ，マネジメント13回

スポーツ産業の将来と新しいスポーツ文化の構築 グローバル・ガバナンス，ローカル・ガバナンス，スポー

ツ文化

14回

まとめ 新しい公共性15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容の理解や応用がレポート内容にいかに反映されているか，また，各自の独自性が織

り込まれているかという観点から評価．

40 ％

平常点評価 授業への参加の姿勢，リアクション・ペーパーへの記述内容，小テスト．60 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「スポーツを社会学する」とはどのようなことだろうか。そうすることで何が見えてくるのだろうか。このような問いに答えるため、本講義では、これ

まで研究されてきたスポーツ社会学の代表的な研究や理論の紹介を行い、社会学の視角を入れることで、スポーツの何が、どのように見えてく

るのかを示すことにしたい。またこの講義では、今日のスポーツをスポーツ社会学ではどのように捉え、何を問題として見ようとしているのかにつ

いても示していくこととする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・スポーツ社会学は文字通り「社会学」の一つです。従って、社会学の基礎理論的科目をあらかじめ、また　は並行して受講することで理解が深

まります。受講している他の科目すべてを相互に関連づけて、有機的　に学んでください。

ゲストスピーカーを招き授業時にレポートを課す場合がある。その場合は原則としてレポートを加点として取り扱う。その旨事前に授業時にア

ナウンスする。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

可能な限り身近な問題から説明し、徐々にマクロなな構造的問題に敷衍していくこととしたい。社会評論ではなく、あくまで社会学であるので、

個々の授業では前半は理論的枠組みの説明になる。従って理解を円滑にすすめるため、可能な限り当該領域の理論の予習をされることを望

単位数 /  Credit 2

スポーツ社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

13215

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・スポーツを社会学的に見るとはどのようなことか、そのことによって得られる新しいスポーツに対する見　方とはどのようなものなのかを理解す

ることを目的とします。

・現代のスポーツの問題を、各自が「社会的文脈」と関連づけてとらえることができるようになることをこ　の講義の 終的な目的とします。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会学理論を多用し、その応用的展開という性格を持つので、3回生以上の受講が望ましい。2回生が受講する場合は基礎的な社会学の概念

や理論についての理解を独自にすすめておくこと。

日本スポーツ社会学会の学会誌『スポーツ社会学研究』が図書館に入っているので、各号の興味のある論文を読むことをお勧めします。スポー

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツ社会学とは；歴史と研究状況 ISSA、日本スポーツ社会学会、スポーツの社会評論と

の違い 

１

スポーツ・バーナウトの機序 バーナウト、ドロップアウト、トランスファー  ２

役割期待のアンヴィバレンス 地位、役割、組織３

組織構造とパフォーマンス P機能、M機能、権限構造 ４

小集団の凝集性 ソシオメトリー、FIRO-B ５

「日本的」スポーツ組織の構造 属性原理、業績原理、擬制家制度６

スポーツ社会学の代表的理論（１）ブルデューとフランス

スポーツ社会学

スポーツの選択原理、階級、ハビトゥス７

スポーツ社会学の代表的理論（２）スポーツの場の理論と

日本のスポーツの変容 

スポーツの場、状況の「反転」８

スポーツ社会学の代表的理論（３）カルチュラル･スタディ

ズと英国スポーツ社会学  

権力、ジェンダー、階級、表象分析９

スポーツ社会学の代表的理論（４）ナショナリズムとス

ポーツ

スペクタクル、モニュメント、象徴 １０

スポーツ社会学の代表的理論（５）エリアス「文明化の過

程」とスポーツ

近代文化、近代スポーツ、情動の制御１１

スポーツ社会学の代表的理論（６）グローバルスポーツの

展開

スポーツ=メディアコンプレックス、スポーツ移民、スポー

ツ商品

１２

日本社会の変容とスポーツ（１）スポーツの産業化と社会

的基盤の変化  

企業スポーツ、第二臨調・行革、プラザ合意、スポーツ

ビジネス 

１３

日本社会の変容とスポーツ（２）スポーツの場の反転 

 

Jリーグ、サポーター、地域１４

まとめ：スポーツの新しい可能性と主体 新しい社会運動、スポーツNPO  １５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） １．授業内容の理解度（概念の正しい理解が主となる）。２．自身の問題設定の仕方。 100 ％
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特に使わない。授業時のみレジュメを配布する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.jsss.jp/　(日本スポーツ社会学会HP）

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

ツの柔らかい評論ものではなくて、スポーツをアカデミックに社会学するとはどのようなものか理解できると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学   D．ジェリー、清野正義他編   ／道和書院 ／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編   ／世界思想社 ／4-7907-0723-7 ／現代スポーツの変化

について 

近代ヨーロッパの探求8、スポーツ 有賀郁敏他著  ／ミネルヴァ書房／4-623-03509-3／近代スポーツ史、グローバリ

ゼーションの理解に 

新しい体育・スポーツ社会学をめざして   体育・スポーツ社会学研究会   ／道和書院／4-8105-2020-Ｘ ／体育・スポーツ社会

学の到達点を理解するために

スポーツ社会学研究（各巻）   日本スポーツ社会学会／創文企画／4-921164-90-4 ／1巻から13巻までは法政大学

出版

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

【授業の概要】

現在、スポーツは、多くの人々に様々な形―たとえば、競技者もしくは観客としてのスポーツへの参加やファッション・アイテムとしてのスポーツ・

ウェアの着用のように―で享受されるようになっている。まさに、スポーツは単なる身体運動としてのみ存在するのではなく、人間によって創造さ

れた多様な文化様式として存在している。しかし、その一方でドーピングの問題のように、スポーツではしばしば、スポーツの内在的性格につな

がるような、様々な問題が生じることがある。そのさい、人々はその原因を「スポーツの『本質』にある」と批判し、ともすればスポーツへの敵意を

あらわにすることさえある。しかし、はたして、スポーツをめぐる諸問題の原因を、全てスポーツの「本質」に帰結させることで、問題は解決するの

であろうか。そして、そもそも、スポーツの本質とは、なんであろうか。本講義は、これらについて検討を試みたい。そのため、まずスポーツの本質

として出されている批判にはどのようなものがあり、そこで何が批判されているかを整理してみたい。それをもとに、これまでスポーツについて書

かれた古典ともいうべき著作を紐解いて、スポーツとはどのようなものとしてとらえられているのか、皆さんと考えてみたい。そのうえで、スポーツ

を構成している重要なルール、技術、競争などについて考察を深めたい。これらを通して人間にとってスポーツとは、どのような文化なのかを考

えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

スポーツ文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 市井 吉興

13157

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①スポーツを文化として成り立たせている諸要素を検討し、「人間－スポーツ－社会」の枠組みでスポーツ　の総体を把握していく考え方を身に

つける。

②スポーツを「人間的自由の獲得」という視点から考察を試み、スポーツを介した豊かな社会構想の糸口　　（たとえば、「スポーツ・フォー・オー

ル（みんなのスポーツ）」の再検討）をつかむ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツという文化をどう考えるか：

近代スポーツへの批判から論点を整理する①

高度化するスポーツ、商業主義、勝利至上主義、ドーピ

ング

1

スポーツという文化をどう考えるか：

近代スポーツへの批判から論点を整理する②

反競争、トロプス、ニュースポーツ2

スポーツ文化の構成原理の探求①：

「スポーツ」の定義をその語源と各種「スポーツ憲章」から

辿る

遊び、気晴らし、競争、身体活動、スポーツ・フォー・

オール

3

スポーツ文化の構成原理の探求②：

スポーツ研究の古典を紐解く・カイヨワの『遊びと人間』

遊びの類型、競争、偶然、模擬、めまい、遊戯、競技4

スポーツ文化の構成原理の探求③：

スポーツ研究の古典を紐解く・ホイジンガの『ホモ・ルーデ

ンス』

遊び、真面目、不真面目、近代スポーツ批判5

スポーツ文化の構成原理の探求④：

スポーツ研究の古典を紐解く・エリアスの『スポーツと文

明化』①

文明化過程、暴力抑制、娯楽のスポーツ化、議会主義6

スポーツ文化の構成原理の探求⑤：

スポーツ研究の古典を紐解く・エリアスの『スポーツと文

明化』②

興奮の探究、興奮と緊張のバランス、見るスポーツ、狐

狩り

7

スポーツルールをどのように捉えるか①：

中村敏雄の著作（『スポーツルールの社会学』等）を手が

かりに

アマチュアリズム、フェアプレイ、オフサイド、メンバー

チェンジ

8

スポーツルールをどのように捉えるか②：

エリアスの『スポーツと文明化』を手がかりに

ルールの静態的分析、ルールの動態的分析、競争、興

奮と緊張のバランス

9

スポーツルールをどのように捉えるか③：

守能信次の著作（『スポーツルールの論理』等）を手がか

りに

平均的正義、配分的正義、面白さの保障10

スポーツの「技術」について考える①：

ルール改正と技術との関係・競泳界における泳法を中心

に

潜水泳法、バサロスタート、平泳ぎの水中ドルフィンキッ

ク

11

スポーツの「技術」について考える②：

競泳界におけるハイテク水着論争

科学的なドーピング、レイザー・レース、国際水泳連盟12

スポーツの「技術」について考える③：

強くなれれば、なんでもありか・ドーピングについて

生命倫理、薬物ドーピング、遺伝子ドーピング、自己決

定権

13

スポーツと「性別」について考える：

誰が、スポーツ選手の性別を決定するのか？

セックスチェック、半陰陽、トランス・ジェンダー、ジェン

ダー

14
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本講義は、講師からの一方通行型の講義ではなく、双方向型を機軸に、講義テーマをともに考えるようにしたいので、受講生から感想文やミ

ニ・レポートの提出を求める（予定として6～7回の提出）。ただし、4回以上提出していない場合には、自動的に評価の対象から外す＝自動的

にF評価となる。受講者の意見については講義内でフィードバックする。また、ミニ・レポートには小テスト的な要素も含まれているので、遅刻

や雑談をすると不利な状況になることを心されたい（講義終了時に回収。後日受理不可）。提出したミニ・レポートは返却されないので、各自

が責任をもってミニ・レポートの提出回数を把握しておくこと。なお、定期試験については選択式論述問題を予定している。定期試験評価の基

準は、講義で学んだ内容から自分の問題意識を発展させた答案を高く評価したい。つまり、単なる専門知識の修得度よりも各自の問題意識

の向上度を総合評価の基準としたい。

特定のテキストを用いず、講義ごとにレジュメと資料を配付し、それを用いて講義を行う。なお、講義内容の理解を深めるために、映像資料を

用いることもある。

ひとまず、上記のテキストを参考書として紹介する。しかし、これら以外にも必要な文献はあるので、講義の進度に合わせて他の文献も適宜

紹介することにしたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

かつて、皆さんは「（学校の）勉強には予習と復習が大事」と教員や親から言われた経験があろう。たしかに、このフレーズに間違いはない。しか

し、本講義においては、予習よりも復習に時間をかけていただきたい。講義を聞いて、疑問に思ったことは、講義担当者に質問したり、紹介され

た参考文献を読んだり、各自で調べたりすることを通じて、時間をかけて理解を深めていただきたい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会ホームページ（http://www.jsss.jp/）

日本体育・スポーツ哲学会ホームページ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/）

国際スポーツ社会学会ホームページ（http://www.issa.otago.ac.nz/）

 その他 /  Others

①ミニ・レポートの提出回数および配布資料の入手については各自で管理をすること。問い合わせには応じ　ない。

②毎回配布済みのレジュメを持参すること。

③QRコードシールを必ず持参すること。シールがないミニ・レポートは減点とする。

④やむをえない用事で欠席する場合には、証明書（来社証明書など）付の文書を提出すること。A4用紙に、　提出日、学部、学籍番号、回生、氏

名、科目名、欠席日、欠席理由を記入のうえ、証明書を添付するこ　　と。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義の受講生のなかには、様々なスポーツ体験を通して、スポーツ「好き」な方もいれば、スポーツ「嫌い」な方もいるだろう。しかし、本講義で

は、それぞれのスポーツ観から離れて、あらためて「人間にとってスポーツとは、なにか」、「スポーツを支えるシステムとは、どのようなものか」、

「スポーツを介した社会構想は、可能なのか」というテーマと真摯に向き合ってほしい。とはいえ、このような本講義のテーマは、受講生にとって

「抽象的なもの」、「難解なもの」と思われよう。そこで、そのような印象を持った受講生には、本講義のエッセンスを理解する手引きとして、参考書

として紹介した『サッカーが勝ち取った自由：アパルトヘイトと闘った刑務所の男たち』（チャック・コール、マービン・クローズ　白水社）を読んでほし

い。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ホモ・ルーデンス ヨハン・ホイジンガ／中央公論社／4122000254／

遊びと人間 ロジェ・カイヨワ／講談社／4061589202／

スポーツと文明化 ノルベルト・エリアス、エリック・ダニング／法政大学出版局／4588004921／

スポーツの概念 体育原理分科会編／不昧堂／4829302003／

スポーツとルールの社会学 : <面白さ>をささえる

倫理と論理

守能信次／名古屋大学出版会／4930689236／

まとめ　スポーツと人間的自由の獲得：

『サッカーが勝ち取った自由』から学ぶべきものとは何か

スポーツ・フォー・オール、人間的自由、積極的自由15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験については選択式論述問題を予定している。定期試験評価の基準は、講義で学んだ

内容から自分の問題意識を発展させた答案を高く評価したい。つまり、単なる専門知識の修得

度よりも、各自の問題意識の向上度を総合評価の基準としたい。

60 ％

平常点評価 感想文やミニ・レポートの提出（予定として6～7回の提出）を求める。4回以上提出していない場

合には、評価の対象から外す＝自動的にF評価となる。

40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、スポーツイベントとメディアがどのような関係にあるのか，スポーツ番組がどのように構成されているのか，視聴者や読者がどの様

な状況に置かれているのかといった問題を，スポーツ文化それ自体の特性（メディア性）をふまえて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にない。

  教科書は使用しない。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内で行うつもりである。

単位数 /  Credit 2

スポーツメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

15818

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアスポーツの構造と機能について理解し，説明できるようにする。

・メディアスポーツ視聴者の楽しみがいかなるものか理解し，説明できるようにする。

・スポーツの意味や価値が自明のものではなく，様々な力関係もとで，一定の仕掛けを経て創り出されてい ることを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　書籍だけで学習することが比較的難しい講義内容なので，授業に毎回出席して，分からないところがあれば質問をして欲しい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアスポーツ解体 森田浩之／NHK出版／ISBN987-4-14-091148-8 C1336／「メディアスポーツ」の理解

に関わって参照されたい。

越境するスポーツ 高津勝・尾崎正峰／創文企画／ISBN4-921164-41-X C3075／「第２章　メディアス

ポーツ」を参照されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入／研究の領域と課題　 オリエンテーション，スポーツとメディアの関係，「メディ

アスポーツ」をどの様に考えるか？

1

スポーツ中継映像の構成原理を考える(1)　 スポーツ種目・特性による違い2

スポーツ中継映像の構成原理を考える(2)　 空間と時間の処理特性3

スポーツ番組のプロデュースとは何か 誰に向けて，何が，どの様に作られるのか？4

メディアスポーツの構造と機能 その生産・流通・消費の過程とは5

プレビュー番組(1)　 プレビュー番組とは：オリンピックを例として6

プレビュー番組(2)　 その構造と役割7

メディアがつくる物語(1)　 問題の提示と修正および「補強と脚色」の物語について8

メディアがつくる物語(2)　 「解釈と評価」の物語について9

メディアスポーツとその消費者  スポーツ視聴の「楽しみ」と「多様性」についてどの様に

考えるか

10

メディアイベント論とスポーツ(1)　 メディアイベントとは何か，新聞の企業化と学生野球の

言説，劇場化

11

メディアイベント論とスポーツ(2)　 武道の近代化・合理化，社会的意味の創造におけるメ

ディアの役割

12

文化装置としてのスポーツ(1)　 メディアによる分節・接合13

文化装置としてのスポーツ(2)　 エンコーディング―ディコーディング・モデル14

まとめ　 作り手の意図，提示される情報，視聴者の読み15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　現象や構造の理解および問題の把握，そしてそれを説明する力の検証。70 ％

平常点評価 　何回かの「宿題レポート」を課す。レポートのテーマは授業内に提示され，次週の授業時間内

に提出するものとする。

30 ％
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　参考書は，私が講義をする上で参考にするものであり，受講者にとっては講義の内容を確認したり，より深く，また広く学習する上で役立て

ることができるものである。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業内で必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

特になし。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

近代日本のメディア・イベント 津金澤聰廣／同文舘／ISBN4-495-86281-2 ／メディアイベント論に関わって参考にさ

れたい。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

わが身に関わるこの上なく重要なことでありながら、自分でも気づいていないこと、そのありかを昔の人はあの世や霊界に想定し、現代人は無意

識に求める。

　私は何に突き動かされて生きてきたのか？私は何に向かって生きているのか？わたしは誰か？私の心の中で何が起こっているのか？

　こういった誰にとっても気になる問題に取り組む精神分析は、２０世紀の も代表的な心理療法の流れであるだけでなく、それなしには現代社

会を理解できないとさえ言える思想、精神運動、社会文化現象でもある。

　本講義では、種々の関連文献や関連サイトを紹介しながら、広い意味での精神分析（意識以外に無意識も認める深層心理学、力動心理学と

称される）を代表するフロイトとアードラーとユングの三人三様の生涯と思想と後継者たちにおける展開を紹介する。 初の３日間の 後の時間

は、深層心理学に関連する映画等（タイトルは未定だが、いずれにせよ、比較的見る機会の少ないもの）を鑑賞し、心理学的な映画の見方ある

いは映画に示唆される人間理解を学ぶとともに、現代文化における心理学の役割や功罪を冷静に見つめるきっかけを提供したいと思う。できる

だけ、DVD,CD、OHC、PCなどの視聴覚教材を駆使して授業内容の理解を促進したい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特に指定しないが、広く人文科学的教養を身につけられるような科目を意識して履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

臨床心理学だけでなく、人間に関わるさまざまな学問に日ごろから馴染んでいること。オンライン百科事典Wikipedia（日本語版、できれば英語版

も）の関連項目の説明に目を通しておくこと。ただし、記述の真実性に関しては慎重であること。

単位数 /  Credit 2

精神分析論 (S)

担当者名 /  Instructor 村本 詔司

20287

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）教養としての精神分析を学ぶことを通じて、人間や社会文化、歴史についてのリテラシーを広め、深めること。

（２）心理臨床関係の仕事を志望するものにとってのある程度の準備。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回：オリエンテーションとフロイトの精神分析（１）　

     

ユダヤ、ウィーン、唯物論、ヒステリー、性の欲動と自我

第2回：フロイトの精神分析（２）

   

【キーワード】意識と無意識、快楽原則と現実原則、エ

ディプス・コンプレックス、死の本能

第3回：フロイトの精神分析（３）

     

【キーワード】文化の解釈、フロイト以降の精神分析の

展開

第4回：深層心理学と文化（１）      【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理

学。映写時間の関係で第３回の後半から始まる可能性

がある。

第5回：アードラーの個性心理学（１）      【キーワード】劣等感と優越感、自分だけの理屈、思

い込み、ライフスタイル、人生目標

第6回：アードラーの個性心理学（２）

     

【キーワード】共同体感情、ホーリズム

第7回：アードラーの個性心理学（３）

    

 【キーワード】アードラー以降の展開：　フランクルのロ

ゴテラピー、人間性心理学、現存在分析

第8回：深層心理学と文化（２）

    

 【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理学。

映写時間の関係で第７回の後半から始まる可能性があ

る。

第9回：ユングの分析心理学（１）      【キーワード】運命としてのキリスト教、内向性と外向

性、コンプレックス

第10回：ユングの分析心理学（２）

  

 【キーワード】元型（自我、ペルソナ、影、アニマとアニム

ス、自己）

第11回：ユングの分析心理学（３）      【キーワード】錬金術、シンクロニシティ、宗教

第12回：深層心理学と文化（３）

     

【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理学。映

写時間の関係で第１１回の後半から始まる可能性があ

る。

第13回：精神史における無意識と心理療法

     

【キーワード】近代以前と近代における世界観・人間観、

科学技術と啓蒙思想、ロマン主義、ゲーテとワーグナー

第14回：現代社会における心理学

     

【キーワード】心理学人間、心理主義、ケアの管理

第15回：まとめと検証テスト

     

【キーワード】授業内容を振り返り、授業の理解度を問う
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まず非常に重要なことを述べておく。すなわち、レポート試験と平常点評価の両方を受けていることが単位認定の前提である。たとえ検証テ

ストの得点が非常に高いものであっても、レポートを提出していなければ、反対に、すぐれた内容のレポートを提出していても検証テストを受

験してなければ、単位は認定されない。　

　毎回終了時に、その回の内容を理解しているかどうかをチェックする設問を行い、その答えを出席カードの裏に書いて提出してもらうことに

する。正答をもって出席とする。

　レポートのテーマとして現在の時点で以下のことを考えている。

①授業で取り扱った事柄から一つ選んで、考えるところ。

②授業で提示し、リストに挙げた映画、文学作品、劇、音楽などをひとつ選んで、考えるところ（心理学的解釈、心理学への示唆など）。

③授業の感想。

①②③いずれも、サイズは1201-1600字。

　受講生の数などが明らかになった時点で、授業の内容や予定、方法を若干変更する必要が生じた場合は、授業開始前までに前もって連絡

する。

『マンガ　フロイト入門』 ブルーバックス 絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

『知的常識シリーズ　ユング』 マギー・ハイド 心交社 絶版状態だが、古書で入手可能。絶版状態。OHCで提示する

『Adler for Beginners』 Anne Hooper & Jeremy Holford Writers and Readers Publishing, Inc. 絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示

する

フロイト、アードラー、ユング関係で比較的廉価な書物がたくさん出回っており、ここにはあえて列挙しない。各自amazon.comなどで検索して、

それぞれの著者の立場に注意しながら、目を通すことをお勧めする。授業で適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Wikipedia（日本語版、英語版）の関連項目

日本精神分析協会http://www.jpas.jp/

日本精神分析学会http://www.seishinbunseki.jp/greeting.html

日本アドラー心理学会http://adler.cside.ne.jp/

アドラー心理学ネットワークhttp://homepage3.nifty.com/adlerian/

ユングネットhttp://www.asahi-net.or.jp/~we7n-hkt/jung.html

ゲーテ自然科学の集いhttp://www.cc.okayama-u.ac.jp/~ohtaro/goethe-natur/index.htm

日本ワーグナー協会http://www.wagner-jp.org/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

できれば、授業に先立って、WebCTに教材や資料などをアップしておくつもりである。これらやWikipediaなどでの授業に関連する項目を読んでお

くと、より有利な条件で授業に臨むことができて、授業がよりわかりやすくなる。

　集中講義で夏の暑い毎日、朝から夕方まで連続授業を行うので、注意の集中力をいかに持続させるかが課題となろう。休憩時間にしっかりと

気分をリフレッシュして、新たな気持ちで授業に臨むこと。

　授業内容に関する質問は、講師の個人ホームページ（http://www5d.biglobe.ne.jp/~shojimur/）のトップページからメールで行うことができる。

講師の個人ＨＰ

http://www5d.biglobe.ne.jp/~shojimur/

のトップページ下部にあるメールコーナーから

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『マンガ　フロイト入門』 ／ブルーバックス／／絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

『知的常識シリーズ　ユング』 マギー・ハイド／心交社／／   絶版状態だが、古書で入手可能。絶版状態。OHCで提

示する

Adler for Beginners Anne Hooper & Jeremy／ Holford Writers and Readers Publishing, Inc. ／／ 絶版状態

だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 基準：授業内容の理解、授業への積極的姿勢、授業内容の創造的活用、独創性

予想されるテーマ：

①授業で取り扱った事柄について

②授業で鑑賞した映画の心理学的解釈あるいは映画が示唆する心理学的人間理解

③授業の感想

20 ％

平常点評価 検証テストを 後の時間（第15回）に実施する。授業全体の内容の理解を問う。

出席。コミュニケーションカードの提出。授業内容の理解、授業への積極的な取り組みなどを主

な基準とする。積極的な姿勢と取り組み。毎回の終わりに授業内容理解のチェックを行い、正

答をもって出席とみなす

80 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

新たな社会モデルとして、「多文化共生社会」が模索されている。本講義では、異なる文化の間に生じる激しい軋轢や摩擦の現状を見極めなが

ら、いかにして、そうした困難を乗り越え、ひとびとが、文化の違いを、むしろ、「生き方の多様性＝豊かさ」として捉え返していけるのか、参加者と

ともに考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目は、現代社会専攻社会文化領域の入門専門科目として位置づけられている。そうした位置づけを意識しながら授業展開をこころがけるの

で、社会文化領域の関連科目を継続的に履修することが望ましい。

教科書は使用しない。

授業中に適時紹介していく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

期中に４回ほどレポートを課す。

単位数 /  Credit 2

多文化共生論 (S)  §  多文化共生論 (I)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

15857

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）文化の多様性について理解する。

２）自分とはいったい何者かという問いを出発点として、異なる文化に接近する

　　方法を理解する。

３）多文化共生問題の本質を理解する。

４）問題を乗り越えていく視点を獲得する。

５）具体的に提案し活動していく発想力・構想力を身に付ける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

初に、『１２人の怒れる男』を視聴する。単調な映画で、しんどいと思いの方は、この授業の受講自体を再検討されたい。なぜなら、こうした映

画を 後まで見ることができるか、いなか、それが、「多文化共生」という困難なテーマに立ち向かう皆さんの潜在能力を計る試金石となるからで

ある。分析レポートを課す予定。履修を希望する者は、初日から必ず参加すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入：映画『12人の怒れる男』鑑賞　 映画分析　レポート提出（以下、レポートスケジュールに

ついては、初回に説明する）

第１回

多文化共生問題へのアプローチ 「共生」という概念　エスニシティとは何か？第２回

ネイションとは何か？ TST分析について　「想像の共同体」　「民族という名の

宗教」

第３回

文化摩擦の事例研究 「イスラムのヴェール事件」第４回

国民国家とは何か？Ⅰ リヴァイアサンの登場　　フランス共和制の構造第５回

国民国家とは何か？Ⅱ 普遍主義のジレンマ　　　「相互性」の変質第６回

新たな国民国家像への挑戦 多文化主義のジレンマ　文化的ネットワーカーの必要性第７回

差別問題へのアプローチ ビデオ『青い目、茶色い目』　差別の普遍性第８回

文化的再生産の理論 文化にもとづく差別の構造化第９回

日本におけるエスニシティ問題Ⅰ 在日問題、新屋英子『身世打鈴』、中国帰国者問題第１０回

日本におけるエスニシティ問題Ⅱ 東九条マダン　多文化共生に向けた文化装置　第１１回

外国籍住民の政治参加 外国人市民会議の可能性　外国人選挙権付与問題第１２回

多文化共生に向けた社会形成 多文化社会とＮＰＯの役割第１３回

日本において多文化共生社会は可能か？ レポートフィードバック　ディスカッション第１４回

検証テスト 振り返りまとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験期間あるいは 終講義日に検証試験を実施する。60 ％

平常点評価 授業理解および授業参加度を評価する。

期中に、４回ほどレポートを課す。

40 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適時紹介していく。

 その他 /  Others

期中に４回ほどレポートを課す。授業への参加姿勢をできるだけ評価したい。問題領域は、社会学・福祉問題・文化に関する学・NPO論など広範

囲にわたる。紹介する図書を、少なくとも２，３冊は授業を受講しながら読んでいって欲しい。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

その他 / Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　日本語には「身をもってわかる」という表現があるように、他者理解、異文化理解には、単に知識や教養だけではなく、身体そのものを使った理

解の水準が存在する。本授業では、授業時間においてさまざまなパーフォーマンスを学生自ら演じることで、異文化理解を実践し、その過程で多

文化コミュニケーション可能な身体とこころを養えるきっかけづくりとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　文化人類学入門、多文化共生論、文化人類学、比較文化論などの科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

多文化コミュニケーション (S)  §  多文化コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

13349

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　（１）「身をもってわかる」ことを心身ともに受容可能とすること

　（２）身体から入っていく理解を遂行することで、自らの身体について自覚的になること

　（３）多文化コミュニケーションの考え方を理解すること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ダイバーシティ・トレーニング・ブック 森田ゆり／解放出版社／／

心身一如の身体づくり 原尻英樹／勉誠出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「身をもってわかる」とは何か（１） 国際的にヒットした曲にみられる身体1

「身をもってわかる」とは何か（２） あいさつと拝礼にみられる文化の違い2

前近代的身体と近代的身体（１） 農作業にみられる身体とコミュニケーション3

前近代的身体と近代的身体（２） 古流武術にみられる身体とコミュニケーション4

パーフォーマンスと音楽（１） 東南アジアの身体5

パーフォーマンスと音楽（２） 東アジアと日本の身体6

異文化と食事作法（１） 欧米人の食事作法7

異文化と食事作法（２） アジアの食事作法8

アメリカで開発された多文化への理解作法（１） 近代的発想9

アメリカで開発された多文化への理解作法（２） 同一が前提の多文化10

前近代日本の異文化への対応（１） 歓待のテクニック11

前近代日本の異文化への対応（２） 学びのテクニック12

身もこころも受容可能のテクニック 身もこころも受容可能の倫理13

変わっていく身体と開かれていくこころ 身をもってわかるということ14

まとめ まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (30%)授業内レポート

　パーフォーマンス展開を振り返り、パーフォーマンスの意味について理解すること。

(70%)授業に出席し、さまざまなパーフォーマンスを自ら展開すること。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

日本には、さまざまな伝統芸能があります。この講義では、いくつかの伝統芸能を取り上げ、その歴史や特徴、個々の作品について学びます。そ

して伝統芸能が、時代や社会とどのように関わってきたのかということや、伝統芸能の現状、今日の日本文化への影響についても学びます。

講義においては、映像、絵画、写真などの資料を用います。また、教養や趣味のひとつとして伝統芸能を楽しめるきっかけになるように、鑑賞方

法の案内も行います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

身体表現論：伝統芸能論の講義について、芸能と社会、文化、身体表現とを関連させて、より深く理解するための知見を得られます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

伝統芸能論 (S)

担当者名 /  Instructor 相原 進

15898

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①伝統芸能の歴史や特色について知る。

②伝統芸能を鑑賞するための基礎的知識を修得する。

③各伝統芸能における代表的な作者、作品、演者などの知識を修得する。

④芸能と、時代、社会、人間とのかかわりを理解する。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入 【キーワード】成績評価方法／各回の講義の概要　【そ

の他】伝統芸能についての基礎知識や経験、講義につ

いての希望を問うアンケートを行います。 

1

「伝統芸能」の概念と今日の状況 【キーワード】伝統芸能の概念／伝統芸能の分類／産

業としての伝統芸能／伝統芸能をめぐる諸制度

2

「伝統芸能」以前 【キーワード】講義で取り上げる各伝統芸能の歴史的背

景について／神事や仏教と芸能との関わり　【映像資

料】高千穂の夜神楽／鹿島神宮祭頭祭　他

3

落語の歴史と特色 【キーワード】落語の鑑賞案内／落語の歴史／落語の

特色　【資料映像】桂枝雀『代書』　他

4

落語の演目 【キーワード】古典落語と新作落語／上方落語と江戸落

語の違い／緊張と緩和の理論　【資料映像】桂三枝『ゴ

ルフ夜明け前』／古今亭志ん生『三枚起請』　他

5

能の特色 【キーワード】能の鑑賞案内／能における役割／能の表

現様式の特徴　【資料映像】『土蜘蛛』　他

6

能の歴史と作品 【キーワード】能の歴史／作品の分類／作品についての

解説　【資料映像】『井筒』／『道成寺』

7

狂言の歴史と特色 【キーワード】狂言の鑑賞案内／狂言の歴史／狂言の

特徴　【資料映像】『附子』／『唐相撲』

8

狂言の作品 【キーワード】作品の分類／作品の解説／狂言と他の芸

能との共演　【資料映像】『濯ぎ川』／『素襖落』

9

文楽の歴史と特色 【キーワード】文楽の鑑賞案内／文楽の歴史／文楽の

特徴　【資料映像】『菅原伝授手習鑑』より「天拝山の段」

　他

10

文楽の作品 【キーワード】作品の分類（時代物・世話物・景事）／作

品の解説／文楽作品に対する統制　【資料映像】『菅原

伝授手習鑑』より「寺子屋の段」／『義経千本桜』より「大

物浦の段」　他

11

歌舞伎の歴史と特色 【キーワード】歌舞伎の鑑賞案内／歌舞伎の歴史／歌

舞伎の特徴　【資料映像】『歌へす歌へす余波大津絵』

より「藤娘」／『仮名手本忠臣蔵』　他　

12

歌舞伎の作品 【キーワード】作品の分類（荒事・和事）／作品の解説／

東西の歌舞伎の違い　【資料映像】『恋飛脚大和往来』

より「封印切」　他

13

伝統芸能とメディア 【キーワード】メディア体験としての伝統芸能／芸能と観

客／伝統芸能と権威 

14

伝統芸能のこれから／質疑応答 【キーワード】講義のまとめ／講義・試験に関する質問

の受付

15
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教科書は使用しません。毎回、レジュメを配付します。なお、受講生の増加にともない、評価方法を変更しました。定期試験（筆記）を実施しま

すので、２０１０年度とは評価方法が異なる点にご注意ください。

毎回レジュメを配布します。そこで参考書なども紹介します。

『上方芸能の魅惑』は初心者にもお勧めできますが、『日本芸能史』（全７巻）と『日本の古典芸能』（全１０巻）は専門性の高い内容です。講義

の中で、まったく未経験の初心者にでも理解できるような入門書や入門用映像資料も紹介します。

伝統芸能について、より詳しく学びたい人に向けて、参考書や映像資料、手軽な鑑賞方法などの紹介も行います。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.genpoo.org/dentou/

上記アドレスのホームページから過去のレジュメをダウンロードできるようにしています。匿名での意見申し立ても可能です。伝統芸能の場合、

個人が趣味で作った解説ページが多くありますが、内容にムラがあるのでお勧めできません。ネットでの情報については、公式の団体・流派・演

技者が作成したホームページの閲覧や、興行予定の確認程度の使用とどめておくのが賢明です。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テレビや動画サイトなど、どんな形でも良いので、講義で扱う芸能を一度鑑賞してみて下さい。また、機会があれば生で上演を鑑賞してみてくださ

い。講義を通じて映像や知識として伝統芸能に触れるのと、実際に現物を見るのとでは、印象が全く異なることも多々あります。

毎回１２時３０分～１２時５５分くらいから映像を流し始めます（開始時間は回ごとに異なります）。その際に、質問、ご意見などがあれば気軽

に申し出てください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

上方芸能の魅惑 森西真弓／NHK出版／414080808X／歌舞伎、文楽、狂言、落語について、歴史と見

どころをわかりやすく解説しています。

日本芸能史 藝能史研究会編／法政大学出版会／4588230018／全７巻あります。古代から現代に

至るまでの芸能の歴史を、時系列に沿って把握できます。

日本の古典芸能 藝能史研究会編／平凡社／4582216013／全１０巻あります。芸能の歴史について、歌

舞伎、能、狂言など、ジャンルごとに把握できます。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の理解度を問う。７０％のうち、３０％は伝統芸能の基礎知識に関する選択問題。残り

４０％は、各問に対しそれぞれ２００字程度で記入する記述問題。

70 ％

平常点評価 第６回講義の終了時点で中間レポート課題について説明する。講義で取り上げた伝統芸能のう

ちから１つを鑑賞し、各自が学んだことや感じたことについて、講義で得た知見を踏まえた上で

記述すること。

コミュニケーションペーパーの提出を促す場合もあるが、それによって点数の増減は発生しな

い。また、出席点も加味しない。 

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　対人コミュニケーションには言語的なものと、非言語的なものがあります。そして人は圧倒的に多く言語的コミュニケーションを使います。そこで

はしばしば上手、下手の意識が生まれます。その結果つい、「コミュニケーションは苦手・・・」などという説明を自分に貼り付けてしまいます。

　一方、得意だと思っている人は、自分のコミュニケーション技術を振り返ってみる機会はありません。上手くやれていると思っているものを、見つ

め直す必要を感じないからです。

　その結果、若くして身についた技術のまま、二十代、三十代を過ごしてしまいます。これが要注意点であることに議論は不要でしょう。

　また、得意な人も苦手な人も、非言語的コミュニケーションに関しては、自覚することが少ないものです。自分の態度が他者の目にどのように

映っているのか。気にはなるけれども、明らかにされる機会はそうありません。ここにも焦点を当てます。

　対人コミュニケーションには「スキル（技術）」と「コンテンツ（内容）」の二つの課題が存在します。当然のことですが人は、コンテンツ（伝える内

容）とプロセス構築力（伝達手段技術）の両者がうまく備わってはじめて、関係の場に自信を持って立てるのです。

　この授業では、大学の講義としては馴染みの少ない、毎回の実習形式でこれらの課題に各自挑戦してもらいます。したがって教室はコミュニ

ケーションの「ジム」だととらえてください。練習しない人や言い訳にすがりつきたい人には意味を持ちません。

　対人関係が苦手な人は少しの勇気と共に、得意だと思っている人は、持ち味だけで一生過ごせるわけがないことを内省しながら受講を決めて

下さい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

人間コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 団 士郎

15883

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　まず、対人コミュニケーションにおける自身の特徴を自覚する事から始まります。そしてそこで発見される課題に各自が取り組みます。エクササ

イズは毎回提示されますが、どう取り組むかは受講生に委ねられます。教室は知的情報取得の場ではなく、コミュニケーションスキルの練習場で

す。到達目標はそれぞれのコミュニケーション能力の一歩前進ということになります。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　授業の進め方　第一回の実習　ミニレ

ポート（記述・提出）  

１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

４

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

５

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

６

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

７

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

８

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

９

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１０

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１４

人間コミュニケーション論（実習）の到達目標　講義「戦略

と結果」

１５
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

三分の二以上（１０回）出席できそうにない者は登録しないでください。毎週フィードバックシートの提出を課しますが、授業の後半に、それだけ出

しに来るような対応には即刻、評価除外します。やむを得ない欠席、遅刻に関しては、フィードバックシートに事情を明記してください。近年の欠

席は四，五，六回生に著しく偏っています。出席が無理なら、登録しないでください。

　ここ数年、男子学生の登録と出席が増えています。開講初期、圧倒的に女子学生が多かったことを思うと、男子学生の健全化も感じます。受講

してみて初めて分かる驚きを体験してください。

danufufu@osk.3web.ne.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

対人援助学マガジン 編集・団士郎　著者多数／web雑誌／／対人援助学会hpのダウンロードフリー雑誌

家族の練習問題１，２，３ 団士郎／アソブロック／／ロングセラーのマンガ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 50 ％

平常点評価 毎回、ミニレポート提出50 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

ジェンダーは一般に「社会的・文化的性別」と呼ばれる。性別は自然で普遍的な現象として捉えられがちだが、そのありようは、文化／社会によっ

て大きく異なる。この授業では、ジェンダーとはそもそも何か、という問いから始め、ジェンダーがどのように社会の中で生み出され、機能するか

を、比較社会学的観点から考える。具体的には、①ジェンダーという概念が生み出されてきた経緯を考察する。②セクシュアリティや生殖、恋愛

など、親密な関係性にまつわるテーマに焦点を当てながら、近現代のジェンダーをめぐる社会的変化を考察する。③映像資料などを用いなが

ら、ジェンダーがイメージとしてどのように作られていくかを考察する。④ジェンダーの越境可能性やその実践について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介した文献や映像作品などには、できるだけ多く目を通すこと。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

比較ジェンダー論 (S)

担当者名 /  Instructor 赤枝 香奈子

13314

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

性別を自然な現象としてではなく、社会的に構築されたものとして見る視点を獲得する。また、性や親密な関係など、従来、「私的な問題」として

認識されてきた事柄の、社会性や歴史的背景について理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は半期の授業中、かなりの分量の文章を書くこと、そのために授業テーマについて深く掘り下げて考えることを要求されるので、その覚悟

を持って臨むこと。

私語は厳禁。見つかった場合は退出を求める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：ジェンダーとは何か セックス／ジェンダー／セクシュアリティ1

ジェンダー研究の歴史（１） 第一波フェミニズム、新しい女、モダンガール2

ジェンダー研究の歴史（２） 第二波フェミニズム、ウーマン・リブ3

ジェンダー研究の歴史（３） 第三波フェミニズム、ジュディス・バトラー4

ジェンダーと親密性（１） 家族、性別役割分業5

ジェンダーと親密性（２） 友情、恋愛6

ジェンダーと親密性（３） ロマンティック・ラブ、ロマンティック・フレンドシップ7

ジェンダーと親密性（４） 同性婚、パートナーシップ制度8

ジェンダー・イメージ（１） 母／妻／娘／娼婦9

ジェンダー・イメージ（２） 少女／少年10

ジェンダー・イメージ（３） ホモソーシャリティ／ホモセクシュアリティ11

性別を超える（１） トランスジェンダー、トランスセックス、第三の性12

性別を超える（２） 性同一性障害13

性別を超える（３） 異性装、トム／ディー、ブッチ／フェム14

まとめ クィア15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったテーマや作品の中から、受講者の関心に基づいて一つを選び、それについて考

えを問うもの。論理的思考や批評的態度をもって検討、記述しているかどうかを見る。

50 ％

平常点評価 授業時間の 後に10～15分ほど時間をとって、リアクション・ペーパー（小レポート/感想文）を

課す。授業中に関心をもったことや、授業の内容に関連する身のまわりの事例、批判的意見な

どを書いてもらう。リアクション・ペーパーの内容と提出状況は成績評価に含まれる。リアクショ

ン・ペーパーは7回以上提出すること。

50 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

人間の普遍的行為（生き、他者を愛し、死を迎える）への対処法を、比較宗教の視点で通文化的に考察し、個々の価値を信じる他者を理解す

る。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　授業進行上の理由・その他の事情で、講義スケジュールやＶＴＲ・ＤＶＤ視聴日に変更が生じるときは、事前に教室でアナウンスします。必要

に応じて（「小ペイパー」とは別に）出席をとり、受講実数を把握していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較宗教論 (S)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

13211

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

人間はだれでも、有為転変するこの世間で、軽蔑をうけ不安のなかで生きるよりも、誇りと自信をもって生きるほうが、よほど快適である。そのた

めの「知恵」は、人類が長期にかけて蓄積してきているので、われわれはそれを古典から容易に入手できる。世界の宗教・思想が定式化した知

恵を素材とし、自分の生き方を形成していけば、個として「現在を生きる力」を構築する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　上記「授業スケジュール」に挙げた映画・小説・エセー・古典を、下記「参考書」に挙げた本を、できるかぎり見ておくことを勧めます。国際社会で

活躍するとき、彼らとの共通話題にできるでしょう。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入／宗教とは何か？　それは役にたつ

のか？ 

文化圏とエートス、セクト、支配の諸類型、3つの徳性

（合理・論理・倫理性） 

１

中国・東アジア文化圏の宗教（1）：氏族と「個」の葛藤（1） 「論語」の世界：孔子「仁＝博愛」の発見、魯迅「阿Q正

伝」、師弟関係、葬儀 

２

中国・東アジア文化圏の宗教（2）：氏族と「個」の葛藤（2） 「孟子」の世界：４端説、孝道にみる「古代的心性」、宗

法と国法 

３

中国・東アジア文化圏の宗教（3）:血の連帯、「社会」と「個

人」の欠如     

◎ＶＴＲ－１ 『客家：土楼の生活』 + 小ペイパー

（communication paper）   

４

中国・東アジア文化圏の宗教（4）：アジア的知識人と隠遁 「老子」「荘子」の世界：玄牝、無為自然、混沌・幽玄、

「胡蝶の夢」、逃げるが勝ち 

５

インド・ヒンドゥー文化圏（1）： 民族移動と哲学創成 ウパニシャッドの世界：アーリア人（「リグ・ヴェーダ賛

歌」）、アートマンとブラフマン、バラモン 

６

インド・ヒンドゥー文化圏（2）： 民族移動と言葉の誕生（印

欧語族とノストラ祖語）

◎ＶＴＲ－２『言語の起源』（印欧語族を中心に） ＋ 小ペ

イパー 

７

インド・ヒンドゥー文化圏（3）： ダルマ・アルタ・カーマ 「マヌの法典」の世界：人生の5周期、euthanasia、疎林と

錬行、マヌ法典の女性 

８

インド・ヒンドゥー文化圏（4）： 出家とニルバーナ（1） ブディズムの世界：釈迦「苦の発見」、諸学習合、密林と

輪廻転生、日本仏教 

９

インド・ヒンドゥー文化圏（5）： 出家とニルバーナ（2） ◎ＶＴＲ－３ 『ブッダの生涯』（バラモン、ヒンドゥー教との

相違）＋ 小ペイパー 

１０

ユダヤ・キリスト教文化圏（1）： 部族宗教の論理 「旧約聖書」（映画「十戒」））の世界：モーセ、十戒、「罪

の発見」（Ⅰ）

１１

ユダヤ・キリスト教文化圏（2）：「世界宗教」の論理（1） 「新約聖書」（映画「パッション」）の世界：ユダヤ教の隘

路とキリスト教、「罪の発見｝（Ⅱ）

１２

ユダヤ・キリスト教文化圏（3）：「世界宗教」の論理（2） 「新約聖書」（映画「ヴェニスの商人」）の世界：キリスト教

の隘路、ユダヤ問題（ディアスポラ） 

１３

ユダヤ・キリスト教文化圏（4）：「世界宗教」の論理（3） ◎ＶＴＲ－４『ヴェニスの商人』（キリスト教徒とユダヤ人）

＋ 小ペイパー 

１４

ギリシア・ローマ文化圏：ヨーロッパ文明の基礎　講義の

結論／宗教とは何か？　それは役にたつのか？ 

「イーリアス」「オデュセイア」の世界：古代人の生と死、

来世・葬儀・墓参 ◎ギリシアＪＰＧ画像 

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記による回答を以下の３点で評価。1）設問に対する回答の妥当性＝講義の理解度、2）「自

分のことば」で論理的に記述、3）丁寧な文字で記述。

70 ％

平常点評価 「小ペイパー」による理解度評価。30 ％
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その他は「授業スケジュール」に挙げた映画、小説、エセー、古典。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　用語、その概念などは「世界宗教大事典」で確認するとよい。wikipedia、google等によるキーワード検索は、あくまで第１次情報とし、キーワード

は必ず「辞書・辞典類」で確認することを勧めます。

 その他 /  Others

◎VTR・DVDは、上記より適切なものがあれば、可能なかぎり予告の上で、変更することがあります。

◎配布レジュメは、①当日分は教室で配布。②残りは次週まで（１週間）、以学館レジュメboxにおかれる。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

思想をどうとらえるか―比較思想の道標― 中村元／東京書籍 ／4-487-72157-1／世界思想の核心をわかりやすく解読

孔子・老子・釈迦「三聖対談」 諸橋轍次 ／講談社学術文庫 ／4-06-158574-6／東アジアの比較宗教を論じた名著 

ヨーガ禅道話 佐保田鶴治／人文書院／4-409-41008-3／仏教・ヒンドゥー思想の血肉化の一典型を

示す著書

福音書 塚本虎治訳／岩波文庫 ／4-00-338031-2／イエス・キリストの行動記録（生涯がわか

る

古代ローマ人と死 K. ホプキンス／晃洋書房／4-7710-0896-5 ／ローマ人の生活・死・葬儀・墓地墓石 

古代ギリシア人と死 R. ガーランド ／晃洋書房／978-4-7710-1998-0 ／アテナイ人の生活・死・葬儀・墓地

墓石

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

『スポーツに込められた社会の思い = いかにしてスポーツは生み出され展開されてきたか』

　様々な国で様々に展開されるスポーツは、それぞれかってに生み出されてきたのではない。自国から生みだしたにせよ、また他国から受け入

れてきたにせよ、それぞれの時代的背景がある。そのことが、スポーツに独特な思想と制度を付与させていくことになる。英・米・日のスポーツに

ついて、その競技形態・ルールや規範・組織機構などを、そのスポーツを生み出した社会・経済的背景とあわせて比較し、今後のスポーツ受け入

れ・交流のあり方を考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

産業社会学部に開講されているスポーツ関連専門科目をできるだけ多く受講し、それらと関連づけて学習してほしい。少なくとも教養科目のス

ポーツ方法論やスポーツと現代社会、およびスポーツの歴史と発展を履修していることが望ましい。

定期試験を必要十分条件とするが、クラス規模によっては毎回授業内容についてのコメントを提出してもらうことがある。その場合は記述内

容を必要十分条件プラスアルファとして評価に反映させる。このことは授業の初期に説明する。

教室でレジメ・資料を配布する。とくにテキストとするものは使用しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

スポーツ学は学際的であるので、授業の中で関係があるなと思ったらスポーツ関係の書籍だけでなく、歴史・経済・文化その他の書籍を幅広く読

み、理解を深めてほしい。また、新聞のスポーツ欄ばかりでなく政治や経済・文化欄にも常日頃から目を向けておいてほしい

単位数 /  Credit 2

比較スポーツ論 (S)

担当者名 /  Instructor 金井 淳二

15877

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この授業の中で、まず自分なりの問題意識を発見することが必要です。そして、比較を通じてどう違うかだけでなくなぜ違うのかが考えられるよう

になることが必要です。 終的には「スポーツとはこういうものだ」といった自分なりのスポーツ観を明確にもてるようになることをめざします。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

比較スポーツの視角   脱工業化社会／文化の比較法／比較の枠組み  第１回

近代オリンピックとスポーツ比較の課題  巨大化／商業化／アマチュアリズム／プロ化 第２回

スポーツの母国イギリス（英国ポーツの特質　その１）  市民革命とブルジョアジー／資本主義と民衆スポーツ   第３回

スポーツの母国イギリス（英国スポーツの特質　その２）  

 

アマチュアリズム／近代スポーツの階級性／スポーツ

の私事性と公共性 

第４回

スポーツの母国イギリス（英国スポーツの特質　その３）  

 

大衆化と高度化の矛盾／近代オリンピック  第５回

スポーツの母国イギリス（まとめ）第６回

スポーツの王国アメリカ（その１）   植民地時代／プロテスタンティズム  第７回

スポーツの王国アメリカ（その２）   南北戦争／過剰労働力／能力主義 第８回

スポーツの王国アメリカ（その３）   

 

スペクテイター／コマーシャリズム／ローカリズム／ナ

ショナリズム／アメリカ主義

第９回

スポーツの王国アメリカ（まとめ） 第１０回

日本的スポーツ（その１）   

 

英米スポーツの日本的受容／スポーツの普及と学校教

育

第１１回

日本的スポーツ（その２）   

  

農耕祭祀／封建権力／武術と武道第１２回

日本的スポーツ（その３）   

 

スポーツにおける日本的なもの／日本的スポーツの国

際化

第１３回

日本的スポーツ（まとめ） 第１４回

スポーツのグローバリゼーション（全体のまとめ）   スポーツの歴史性・社会性／スポーツ発展の法則性と

蓋然性 

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な述語の理解を軸にして授業内容全体の理解度および独自な考察視点の有無を重視

する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考文献は授業の中で紹介して行く。とりあえず、創文企画という出版社からから出されている“スポーツ文化シリーズ”のいくつかを読んで

欲しい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

特になし

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　近年、日常の様々な場面で「恥じ知らず」な行為が目につく、日本人は「恥の感覚」を失った、といった論調が新聞等で目立つようになった。そし

て、日本人は文化人類学者によって「恥の文化」を持つとされたが、一体どうしてしまったのかとか、「恥の文化」の再生は今日の日本の課題であ

る、といった議論がしばしばそれらに続く。

　確かに人間関係に関わる「恥」は社会にとって重要な問題である。だが、「恥の文化」とは何なのか、それを日本文化に当てはめることが適当な

のか、そしてそもそも「恥」とは何なのか、という検討は、十分になされているとは言い難い。

　一方「恥の文化」を持つのは日本人だけではない。ネパールにも自らを「恥の民族」と呼ぶ先住民がいる。

　本講義では、①「恥の文化」に関わる日本文化論を今日の文化理論を踏まえて読み直し、②ネパールの「恥の民族」と日本の「恥の文化」との

比較検討を行うながら「恥の文化論」の根底を問い直していく。また、その他の「恥」に関わる議論も取り上げつつ、「恥」の現代性や文化にとって

の「恥」の問題について考察する。　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文化人類学入門、文化人類学（Ｓ）、現代社会専門特殊講義（フィールドワーク論）

課題の内容や期日については、授業中に指示するので注意して欲しい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 橘 健一

15844

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・今日の文化論の課題を理解する。

・日本文化論やネパール社会論に関わる基本的知識を身につける。

・個別文化の理解や記述といった民族誌的な課題を理解する。

・文化人類学の理論と倫理との関わりを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

下記の参考書を本講義では主に取り上げるが、受講者はそれ以外の日本文化論も各自で探して読んでおくこと。それにより、本講義の議論を応

用的に理解することが容易になる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

菊と刀  ベネディクト R.／講談社／／日本文化を恥の文化とした古典

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「恥」をめぐる今日の課題  イントロダクション1

日本文化は欧米文化の「あべこべ」なのか ジャポニスム2

文化を表象するとはどういうことなのか オリエンタリズム批判、表象、言説、ヘゲモニー3

日本の国民性はどう捉えられてきたか 100年前の日本4

国民性を論じることはできるのか 国民性論、ベイトソン5

文化のパターンを捉えることはできるのか 文化の型、文化相対主義6

日本文化は「恥の文化」なのか 菊と刀、ルース・ベネディクト7

日本は「タテ社会」なのか タテ社会の人間関係甘え、中根千枝、枠と属性8

日本人は「甘え」ているのか 甘えの構造、土居健郎、精神分析9

日本文化論はイデオロギーなのか イデオロギーとしての日本文化論、ベフ・ハルミ10

イデオロギーとは何か イデオロギー、アルチュセール、ギアーツ11

イデオロギーの無い社会はあるのか 交換論、互酬性、再分配、市場交換12

ネパールの「恥の民族」とは誰のことか チェパン、親族、遠慮13

イデオロギーと恥はどう関わるのか アウシュヴィッツの残りのもの、アガンベン14

全体のまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 WebCT等を活用し、授業期間中に複数回、講義の内容に関する課題の提出を求める。基本的

な概念についての確認テストも行う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

ktt21323@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

タテ社会の人間関係 中根千枝／講談社／／日本社会をタテ社会とした論攷

甘えの構造 土居健郎／弘文堂／／日本文化の根本に甘えがあるとした論攷

イデオロギーとしての日本文化論 ハルミ・ベフ／思想の科学社／／日本文化論全般についての批判的検討

アウシュヴィッツの残りのもの アガンベン G. ／月曜社／／恥についての論攷を含む

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　「資本主義と伝統文化」

　資本主義が世界中を覆い尽くす今日の社会では、「世界が狭くなる」ことで逆に「民族」文化の個性が求められる。それにしたがい日常の様々

な場面で「民族らしさ」や「伝統文化」の重要性が論じられるようになる。時には、それらを強調した民族主義的な主張が突出し、資本主義による

グローバル化（あるいはアメリカ企業による「アメリカ化」）を敵と捉え、テロさえ起きる。

　そうした状況のなかで、資本主義やグローバル化と「民族」の「伝統文化」は対立したものとして捉えられる。だが、その際、資本主義とは何か、

「民族」とは、「伝統」とは何か、問われることはほとんどない。

　本講義では、「民族」やその「伝統文化」、資本主義の成り立ちについて、文化人類学、特に構造主義の立場から検討する。そのなかで、「伝統

文化」と資本主義が対立せずに接続される地点を示し、今後の文化のあり方を考察したい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文化人類学入門、現代社会専門特殊講義（フィールドワーク論）

課題の内容や期日については、授業中に指示するので注意して欲しい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義理解の補助となる文献を適宜、紹介するので、参考にすること。

単位数 /  Credit 2

文化人類学 (S)

担当者名 /  Instructor 橘 健一

13214

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・文化人類学の理論（構造主義以前）の概要を理解する。

・「構造主義（関係論）」がどのような理論か、「構造分析」がどのような方法か理解する。

・「伝統文化」と資本主義の構造とその問題を理解する。

・「文化」、「民族」という枠組みの多様性や歴史性を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義では映像資料を提示し、抽象的な概念や考え方を解説する。抽象度の高い議論を理解するために、参考文献や資料をしっかり読み込むこ

と。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめての構造主義 橋爪大三郎／講談社現代新書 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

資本主義と伝統文化  資本主義、伝統文化、原理主義、テロ1

文化とは何か 自然、人間、象徴、伝達2

意味とは何か シニフィアンとシニフィエ、表現と内容、隠喩と換喩3

神話と意味 二項対立、参照枠組み4

儀礼と意味 通過儀礼、コムニタス5

身体変工と意味 刺青、ピアス、切断6

贈与と意味 浮遊するシニフィアン、ゼロ記号7

貨幣と意味 原始貨幣、通貨8

市と意味 沈黙交易、共同体9

資本主義と意味 グローバル化、産業化10

ファッションと意味 流行、ナルシシズム11

裸と意味 物と科学、自由と平等12

民族＝国民と意味 国民国家、民族紛争、人種差別13

文化相対主義と意味 異文化交流と他者、同一性と差異14

全体のまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 WebCT等を活用し、授業期間中に講義の内容に関する課題提出を複数回求める。基本的概念

についての確認テストもおこなう。

毎回コミュニケーション・ペーパーを配布し、講義への質問、意見等を受け付ける。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

ktt21323@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

精神と自然 ベイトソン G.／新思索社／／

神話と意味 レヴィ＝ストロース／みすず書房／／

レヴィ＝ストロース入門 小田亮／ちくま新書  ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　余暇とは何だろうか。近代思想として日本に導入された余暇とは、少なくとも字義通りの意味で「暇を余す」といったものでは語りきれない。他方

で、現代社会における余暇は、かつての"re-creation"としての、即ち労働力の再生産、という意味以上の役割が期待され、また付与されている。

それはなぜか、またそこにいかなる可能性と問題点を見出すことができるのだろうか。

　本講義では、以上のような問題意識を抱きつつ、以下の点に焦点を据えた授業を行いたい。

①西洋における余暇概念の歴史的展開過程を読み解く。②日本における余暇生活の歴史的展開過程を読み解く。③現代日本社会における余

暇の位置づけを多角的に検討する。

　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しない。

余暇に関する文献は枚挙に暇が無い。ひとまず余暇の研究に際する導入書として上記の参考書を挙げておくが、授業スケジュールのキー

ワードに挙げた人物の著作は、いずれも一読して損はない（殆どが岩波ないしちくま新書に収録）。なお、参考書は授業中にも適宜紹介す

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

現代余暇論 (S)  §  余暇論 (S)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

15882

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①余暇が誕生した理由、展開過程、現状について、社会科学的に考察する。

②余暇を通じて現代社会に活きる私たち世界のありようについて再検討する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

レジャーの誕生  アラン・コルバン編著  ／藤原書店／4894341875 ／

余暇学を学ぶ人のために 日本余暇学会監修／世界思想社／4790710904／

余暇学への招待 薗田 碩哉／遊戯社／4896594126 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

余暇論を学ぶ意義 授業の目的・進め方1

余暇思想史①―古代ギリシャ・ローマ ソクラテス・プラトン・アリストテレス・キケロ・セネカ2

余暇思想史②―中世・近世ヨーロッパ ホイジンガ・ルソー・パスカル3

余暇思想史③―近代西洋 カイヨワ・ヴェブレン・マイヤースン・リースマン4

余暇思想史④―西洋現代余暇論 ドゥマズディエ・フラスチェ・パーカー5

余暇の歴史（近代日本）①―前近代 遊び・芸能・祝祭6

余暇の歴史（近代日本）①―近代 民衆娯楽・盛り場・スポーツ・倶楽部7

余暇の歴史（近代日本）②―戦後 レクリエーション運動・高度経済成長・大衆消費者社会8

前半まとめ まとめ・ビデオ鑑賞9

現代社会と余暇①―情報化の時代 高度情報化社会・余暇情報センター・ネットワークの変

容

10

現代社会と余暇②―グローバリゼーションの時代 ライフスタイルの変化・異文化体験11

ライフスパンと余暇―余暇生活 労働時間と余暇・休暇と余暇12

新自由主義時代の余暇政策 余暇から自由時間へ・市民参加型社会13

権利としての余暇 余暇政策の問題点・人権と余暇14

21世紀社会と余暇 論点のまとめ・課題と展望15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を判定する。90 ％

平常点評価 自学自習を随時受け付け、その提出回数と内容に応じて加点する。提出は任意とする。10 ％



2011 年度シラバス立命館大学
参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代社会には、貧困、暴力、などさまざまな社会問題がある。こうした社会問題を、個人の逸脱や不適応から生まれたものとしてのみ理解するの

ではなく、それを生じさせる環境や社会関係のなかで位置づける社会学的観点をもって、実際に現場にかかわり支援を模索する実践的な知とし

て、臨床社会学を位置づける。

この授業では、貧困をはじめとする社会問題の具体的な事例をとりあげて、ビデオを見たり、ゲストスピーカーの話を聞いて、それらにアプローチ

する社会学的な洞察力を深め、支援の現場にかかわりながら「社会学する」ことの有効性と問題について考えていく。そのため、受講者の意見を

求めたりディスカッションを行うなど、できるだけ双方向のコミュニケーションにつとめる。これらを通して、個々人が関心を持つ社会問題につい

て、実践的な関わりをするのに必要となる力を身につけることを目指す。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会問題の解決・改善に寄与するボランティアや社会活動を、授業外で行っている・今後行う予定があることが、授業を理解するためには必須に

なる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

臨床社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

15827

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・貧困に関連する社会問題について、知識を得る

・社会問題の原因を、複数の視点から説明することができる

・社会問題の解決のために、各自ができることを考える

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

臨床社会学とは何か――社会問題へのアプローチ 臨床社会学と社会病理学・社会福祉学・心理学1

臨床社会学の視点① 逸脱論、ラベリング論2

臨床社会学の視点② 「羅生門」的現実をとらえる 3

臨床社会学の視点③ 構築主義、実践4

売春 ヨコハマメリー、自立と保護5

ホームレス① 不法占拠6

ホームレス② スクウォット7

ホームレス③ アルミ缶条例8

ホームレス④ アルミ缶条例9

市民社会と共生10

若者と労働① 就職活動、非正規雇用11

若者と労働② 低生活水準、社会保障12

若者と労働③ 労働法、労働組合13

臨床社会学に何ができるか②14

授業のまとめとレポート課題の解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容について、理解度を見る。 50 ％

平常点評価 授業内容についての理解度を見るために、授業内容に関連したテーマで毎回小レポートを課

す。小レポートは1点・2点・3点のいずれかの評価を行う。欠席や用紙未提出の場合は0点にな

る。毎回の評価は、WebCT上に公開する。小レポートが8回分以上提出されている場合にの

み、期末レポートを受けつける。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　社会的に重要な役割を持ち始めたNPO・NGOについて学んでいきたい。福祉、環境、人権、まちづくり、IT等様々な分野の組織を中心に取りあ

げる。また、企業および行政組織と比較して、NPOのサービスの特徴を考察していく(例えば、NPOのリーダーの多くが①いわゆる「専門家ではな

い」地域の市民 ②既存の制度から「はみ出した」専門家、である)。さらに、 近はより事業性の高い｢社会的企業｣｢社会起業家｣にも注目が集

まっている。

　上記のテーマを学んでいくため、講義においてはビデオ等の視覚教材を毎回使用し、ゲスト・スピーカーを2回程度招くなどして 新の話題を取

り上げていく。また受講者の意見を求める等、なるべく双方向のコミュニケーションに努める。

　なお国際協力分野のNPO・NGOについては、本講義では取り扱わず、(秋葉が後期に担当する)「国際NPO・NGO論」で取り扱うこととなるので、

留意されたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

｢国際NPO・NGO論｣(後期：担当教員：秋葉武)

ガイダンスに出席して、｢面白そうだな｣と思ったら受講登録してみましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が講義中に随時紹介するNPOのホームページなどは閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

ＮＰＯ・ＮＧＯ論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15809

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

下記のことを理解し、社会の動向を自ら考察することを目標とする

・サードセクターとしてのＮＰＯ――政府および企業だけでは、なぜ社会がうまく機能しなくなっているのか

・NPOは閉塞感を深める日本社会のなかで、具体的にどのような役割を果たせるのか

・NPOという組織における働き方は、新しい働き方を社会に提起しているといわれる。職員、ボランティアを含めたＮＰＯの人材をみる

・NPOは呼称、活動分野が多様であることから、一見理解し辛いイメージがあるが、その点についても整理する

・世界景気の悪化がＮＰＯセクターにいかなる影響を及ぼしているかを理解する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NPO・NGOの概論①――阪神大震災時のボランティア活

動を事例として――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、行

政の限界

2

NPO・NGOの概論②――NGOでの職員の働き方を事例と

して――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、サー

ビスの特質

3

無給ボランティアから有給スタッフへ――阪神大震災時

のボランティア活動を事例として――

NPO・NGOの学術的概念、呼称の固有性、有償化のプ

ロセス

4

政府とNPOの関係――｢NPO大国｣アメリカのボランティア

活動を事例として――

アメリカのNPOの歴史、寄付行為、公共への市民参加5

政府とNPOの関係――アメリカのNPOの企業、政府との

パートナーシップを事例として――

｢大きな政府｣の世界的な退潮、市民の公共への参加を

促す社会制度

6

地球環境問題とNGO――地球温暖化防止に取り組む

NGOの役割から――

国益追求の限界、市民組織の役割7～8

市民の公共への参加を促す社会制度――1998年のNPO

法成立の背景から――

｢認証｣と｢認可｣の違い、法人格の意味9

NPOの制度化――NPOの介護保険制度への参入を事例

として――

在宅福祉NPOと介護保険、経営管理の重要性10

企業とNPOの比較――Linuxの成功から―― 情報化、IT化とNPO11

事業型NPOおよび社会指向型企業の誕生 ソーシャル・ベンチャー、社会企業家12～13

NPOの資源開発――パブリックリソースセンターの取り組

みから――

寄付マーケットの開拓、SRI(社会的責任投資)14

NPOの将来と展望 日本のNPOの果たす役割と今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述と穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主に、コミュニケーションペーパーの提出となります。授業内容に関して記入してください。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

他の受講生の受講権の侵害は辞めましょう。授業中の私語、大幅な遅刻、頻繁な途中入退室など

新聞でNPOの記事をチェックしてみましょう

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

NPOを取り巻く外部環境は急速に変化していますので、下記のHPなどをぜひチェックしてみて下さい。

日本NPOセンターHP　　　　　　　http://www.jnpoc.ne.jp/

パブリックリソースセンターHP　　http://www.public.or.jp/

内閣府ＮＰＯHP                 http://www.npo-homepage.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

せっかく受講されるので、ぜひ授業以外で勉強すると、新しい視野が開かれると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ＮＰＯ基礎講座〔新版〕 (2005) 山岡義典／ぎょうせい／／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

アジアの高齢者とこどもに焦点をおきながら、10年後、20年後のアジアの社会福祉の情勢を考えることがこの講座の一つの目的である。アジア

の高齢者やこどもまたは障がい者の人権保障がどのように守られるか、守られなければならないかについてさまざまな角度から分析したことが

らから、みんなで考察しながら、ディスカッションできれば幸いである。特に本年度はベトナムの社会福祉の状況について焦点をおきながら、アジ

ア、とりわけ東南アジアの福祉状況についてこれまでの筆者の研究成果をまとめたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

アジア各国間の政治や経済における国際関係、またそれぞれの国の社会構造や機能をあつかう社会学的な見方、および国際福祉の視点や分

析方法など知識をしっかりおさえながら講義にのぞんでほしい

Ａ＋を希望する学生は事前に申し出ること。ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝをしてもらいます

本年度はベトナムに焦点をおいた社会福祉の動向について解説するために必ずこのテキストは講義の前に読んでおくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

アジアの福祉研究 (S)  §  アジアの福祉研究 (I)

担当者名 /  Instructor 桂 良太郎

13206

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

未来のアジアの情勢をしっかり人口統計学的な背景からみた場合の予測をもとに、高齢者やこども、とくに障がいをかかえたこどもたちの人権保

障がどのように世界的なパースペクティブ（視角）から構築されなければならないかについて検討することと、それによって今後のわが国の社会

福祉のあり方を考えることが本講座の目標である。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ベトとドクと日本の絆 藤本文朗他編著／新日本出版社／ISBN978-4-406-05409-6／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

アジアの社会福祉 萩原康生／日本出版放送協会／ISBN-4-５９６－３０６０６－７／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義をはじめるにあたってー講義のすすめかた、目標な

どについて-  

講義の目標         1

今なぜアジアの社会福祉なのか！？  アジア型社会福祉、欧米型社会福祉         2

貧困・不平等の福祉 貧困・不平等の福祉        3

こどもの福祉 こどもの福祉、児童問題、児童憲章       4

ジェンダーと福祉 ジェンダーと福祉 　　　　５

障がいと福祉 障がいとは何か、ディスエイブル 　　　　６

高齢者と福祉  高齢者と福祉   

高齢化、高齢社会、高齢者問題、介護と生きがい  

　　　　７

難民と福祉 難民問題　　　　８

社会的排除と福祉  社会的排除 　　　　９

エコロジーと福祉 持続的発展 サステナビリティー　　　１０

社会開発と福祉 社会開発　　　１１

国際機関･国際NGO活動と国際協力 グローバル社会、国際協力、ODA、国連 　　　１２

アジア各国の社会福祉・社会保障の制度政策　東アジア

（①中国②韓国） 

中国の社会福祉、韓国の社会福祉　　　１３

アジア各国の社会福祉・社会保障の制度政策　東南アジ

ア（①シンガポール②ベトナム③その他）

シンガポールの社会福祉、ベトナムの社会福祉　　　　１４

講義を終えるにあたって（A＋希望学生はプレゼンテー

ション） 

アジアの社会福祉、ソーシャルワーク　　　　１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 平常試験を数回実施する。万一欠席した場合は、別に課題を与え、その成果によって評価を行

う。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

他の参考図書については随時講義中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

事前に予約を入れること。

またはオフィースアワーを利用すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

映像や新聞記事などを活用しながら、保健医療福祉諸制度の改革のなかで患者・利用者の主体化を支援する専門職としての関わりを理解する

ための知識を養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

医療福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 知名 純子

12601

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．保健医療福祉を臨床的視点から問い直す

２．他の専門職との連携の意義を明確化する

３．保健医療福祉をシステムとしてみる

４．保健医療福祉の制度の変遷と改革動向を探る

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

e-mail: jct23071@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 

保健医療と法制度の歴史１ 健康日本２１

保健医療と法制度の歴史２ 年金制度

保健医療と法制度の歴史３ 医療保険制度

医療保険の法制度と現状・課題  診療報酬制度の概要

各専門職の役割と機能分担１ 医療ソーシャルワーカー 

各専門職の役割と機能分担２ 作業療法士、理学療法士、言語聴覚士

各専門職の役割と機能分担２ 保健師、看護師、助産師 

各専門職の機能と連携 保健医療福祉におけるコーディネート機能

精神障害と精神保健福祉 地域における保健医療福祉の現状と課題

まとめ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 50％

各回の内容を的確に理解し自分の言葉で説明できるか、及び課題の事例に対して実際に活用

できるか、についてコミュニケーション・ペーパー及び、授業中のミニ課題によって理解度を確認

し評価する（0～5点で評価する）。

50％

授業期間中に学習到達度を 終的に確認する検証テストを実施する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

急激な社会の変化にともない，多くの人びとに心身の病やストレスが蔓延している。こうした問題に対して，今こそ心のケアとしてのカウンセリン

グが注目されている。本講義では，カウンセリングが生まれるまでの歴史的経緯，心の病の捉え方ならびにカウンセリングに関する基本問題を

解説し，カウンセリングの主要理論である精神分析，交流分析，認知行動療法などを具体的な事例を交えて紹介する。また，傾聴技法の習得の

ため，紙上応答訓練や逐語録の検討などの方法を活用する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。自己理解を深め，人とのコミュニケーションのあり方を考えたい人の受講を望みます。 

特に教科書を使用しない。講義中にレジュメを配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義中に紹介した文献を読むこと。

単位数 /  Credit 2

カウンセリング論 (S)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

13170

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①カウンセリングが必要とされた歴史的経緯と心の病に関する理解を深める。

②初回面接から終結に至るまでのカウンセリングにおける基本的な問題を理解する。

③カウンセリングに用いられる代表的な理論を学ぶ。

④カウンセリングに用いられる実践的な技法を習得する。

⑤以上を通じて，自己理解を深めるとともに，対人関係におけるコミュニケーション能力を高める。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義を通じて，興味がわいた内容に関連する図書を積極的に読んでください。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

カウンセリングの理論 國分康孝／誠信書房／4-414-40308-1 C3011／

カウンセリングの実際問題 河合隼雄／誠信書房／4-414-40119-4 C3011 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

カウンセリングとは何か 心理療法・歴史的ルーツ・カウンセラーの適正第１回

心の病とは何か 心身症・臨床心理学の歴史・トラウマ第２回

カウンセリングの基本問題１ クライエントとの出会い・面接の構造化・落ち着きのない

子ども

第３回

心の深層の理解１：精神分析 フロイト・無意識・自由連想第４回

心の深層の理解２：ユング心理学 コンプレックス・言語連想検査・箱庭療法第５回

人間関係の心理学１：アドラー心理学 ライフスタイル・対人関係論・勇気づけ第６回

人間関係の心理学２：交流分析 構造分析・エゴグラム・交流パターン分析第７回

傾聴技法の習得：クライエント中心療法 ロジャーズ・自己一致・現象学第８回

反省してはいけない！：認知行動療法 学習理論・認知の歪み・論理療法第９回

心の奥底にある感情に触れてみる：ゲシュタルト療法 「今，ここ」での気づき・エンプティチェア・感情体験第10回

家族システムへの介入：家族療法 アダルトチルドレン・円環的因果論・水を飲み続ける少

女

第11回

心理アセスメントの方法 心理テスト・深層心理・フィードバック第12回

臨床心理学的支援の実際 不登校・アセスメント・否定的感情の吐き出し第13回

日本のカウンセリング技法 森田療法・内観療法・ロールレタリング第14回

カウンセリングの基本問題２ 面接中期の諸問題・終結・対話分析第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） カウンセリングにおける基本問題や主要理論に関する理解を問う。また，具体的なカウンセリン

グ場面を想定した問題も出題する。 

80 ％

平常点評価 出席点を成績の評価に加える。なお，欠席が３分の１を超える場合，単位を認定しない。20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし。

 その他 /  Others

sokamoto@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

カウンセリングを考える［上］ 河合隼雄／創元社／4-422-11166-3 C0011／

カウンセリングを考える［下］ 河合隼雄／創元社／4-422-11167-1 C0011／

教師カウンセラー・実践ハンドブック 上地安昭編著／金子書房／978-4-7608-2358-1／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

女性の社会進出、少子高齢化の進展など現代社会の変動に伴い、家族関係にも大きな変化がみられる。そこで、現代家族はどのような問題を

抱えているのか、具体的な事例を基に心理的、社会的側面から多角的な分析を加え、多様な援助のあり方について考えてみたい。とりわけ、育

児不安、児童虐待、DVなどに焦点をあてながら、子どもの養育、親子関係、夫と妻のパートナーシップについて理解を深める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

教科書は特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

家族関係論 (S)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

13173

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現代家族について基本的な理解を得る。

・家族問題についての理解を深め、対応策について考える。

・親子関係、夫婦関係について理解を深める。

・子育て支援・家族援助についての知識を得る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

家族問題及び家族支援についての理解を深めるために、下記にあげた参考文献だけでなく、講義中に紹介する文献も積極的に読んでください。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 導入講義 【キーワード】家族とは何か、社会の変貌と家族の変化1 

 現代家族の特徴（１） 【キーワード】核家族化 、性別役割分業 、少子化 、子

どもの価値の変化

2

 現代家族の特徴（２） 【キーワード】恋愛観・結婚観の変化、晩婚化、未婚化、

新専業主婦論争

3

 育児困難・育児不安の増大 【キーワード】孤立育児、母性愛 、愛着障害 、３歳児神

話の影響 

4

　育児支援の課題 【キーワード】少子良育戦略、完璧志向、集団保育への

期待

5 

　子育てにおける父親の役割 【キーワード】父親の育児参加、育児休業取得率  6 

　児童虐待の理解と援助  【キーワード】貧困問題、親の養育体験・子育ての技術

不足 、家族内葛藤  

7

 子どもを虐待する家族への援助 【キーワード】親業訓練、安全の家、ネットワーク 8

 思春期、青年期の親子関係（１） 【キーワード】「良い子」の生きにくさ、不登校、非行と親

子関係

9 

 思春期、青年期の親子関係（２） 【キーワード】親の子離れ、親からの自立   10 

 家庭崩壊、機能不全家族の増加と子どもへの影響 【キーワード】家族機能、家族の再生、家族療法11 

 ドメスティック・バイオレンスにみる夫婦関係 【キーワード】暴力発生のメカニズム、被害者支援、加害

者支援、子どもの安全 

12 

カナダにおける家庭福祉・家族支援の現状と課題 【キーワード】アドボカシー、子どもの権利擁護 、子ども

のしつけの見直し

13  

 世界の動向  【キーワード】保育保障、経済的支援、父親の育児参加14 

 総括講義 【キーワード】これからの家族のあり方、家族福祉の課

題  

15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 通常の試験を実施する。70 ％

平常点評価 レポートを中間で提出してもらい評価に加える。また、コミュニケーションカードによる授業の感

想や意見も求めるが評価には加えない。 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

メールによる質問等を受け付けます。

修学館の個人研究室でも対応します。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子育て支援の現在』   垣内国光，桜谷真理子／ミネルヴァ書房／4-623-03643-XC3336 ／

『母性愛神話の罠』   大日向雅美 ／日本評論社／4-５３５－５６１５６－７ ／

『個人化する家族』  目黒依子／勁草書房 ／4-３２６－６５０７４ー５／

『「家族」と「幸福」の戦後史』 三浦展 ／講談社現代新書／06－149482－1　ＣＯ２３６／

『 21世紀家族へ』  落合恵美子／有斐閣選書／4-６４１－２８０９１－６／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　近代の歴史では「貧困はなくなった」と言われた時期が何度もあった。「豊かな社会」が謳歌された。それにもかかわらず、今日年収200万円未

満の労働者は1000万人を超えている。完全失業率は連続して5％を超え、若者の失業率9％近くにのぼる。子どもから高齢者まで、貧困問題は

深刻だ。

一方、生活保護を受けられない人が餓死した事件、自殺した事件が起こった。そのような中で生活保護制度を法の精神に立ち返って運用を求め

る国民の運動も起こった。

いったい、生活保護制度はどんな制度であるのか、どう変わってきたのか、国民生活を護る制度と体制はどうあるべきか、学び、考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

日本国憲法、社会保障論、社会福祉法制

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

公的扶助論 (S)  §  公的扶助論 (SG)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

12049

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①現代の貧困と格差の事実を把握し、貧困と格差が生まれる原因を学ぶ。

②貧困問題、低所得問題に対応する諸制度とその中での公的扶助制度の意義を理解する。

③生活保護制度の内容、相談援助活動の実際、運用の課題を学ぶ。

④公的扶助の歴史を学び今後のあり方を考える。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１．現代の貧困(1) 　「貧困」のイメージ、失業、ワーキングプア、ホームレ

ス、非正規雇用、自己責任

１

２．現代の貧困(2) 　貧困、低所得、 低賃金、生活問題、社会問題、見え

る貧困、見えない貧困、

２

３．現代の貧困(3) 　絶対的貧困、相対的貧困、貧困化、新しい貧困、低所

得層、格差

３

４．日本の生活保護制度(1) 　日本国憲法、社会保障、社会扶助、公的扶助、生活

保護法、健康で文化的な 低限度の生活、　国家責

任、国民の権利

４

５．日本の生活保護制度(2) 　 低生活、自立助長、無差別平等、一般扶助主義、

保護の原則、生活保護財政

５

６．日本の生活保護制度(3) 　 低生活費、生活保護基準、加算、保護の種類、保

護の程度

６

７．日本の所得保障制度、生活関連制度、低所得層への

対応(1)

　年金保険、手当、雇用保険、傷病手当金、生活福祉

資金、リバースモーゲージ

７

８．日本の所得保障制度、生活関連制度、低所得層への

対応(2)

　保護の補足率、労働者保護、ホームレス、８

９．生活保護制度と相談援助活動(1) 　保護の機関、保護施設、福祉事務所、社会福祉主

事、民生児童委員

９

10．生活保護制度と相談援助活動(2) 　保護申請、相談、ミーンズテスト、保護の開始、保護の

変更、保護の廃止、自立

10

11．生活保護制度と相談援助活動(3) 　ケースワーク、相談援助、自立支援プログラム11

12．公的扶助の歴史（イギリス） 　本源的蓄積、浮浪貧民、救貧法、労役場、懲治院、ス

ピーナムランド、ベヴァリッジ報告、

12

13．公的扶助の歴史（日本） 　恤救規則、救護法、旧生活保護法、新生活保護法、

社会保障制度審議会、社会福祉事業法、社　会福祉六

法

13

14．不服申立て制度と訴訟 　朝日訴訟、堀木訴訟、林訴訟、中嶋訴訟、老齢加算

廃止訴訟

14

15．生活保護制度の動向 　 低生活費、加算、有期保護、財源委譲問題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 公的扶助制度と運用および歴史についての基本的理解と知識を確かめる。

貧困問題、貧困研究についての基本的理解と知識を確かめる。

公的扶助制度の現状と課題について到達した認識を確かめる。

80 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は、日頃から新聞、専門誌、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどによって、今日の低所得・貧困・格差の拡大、その背景にある雇用、年金、税・保険料などの国

民負担、について関心を深め、授業に望んでください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「現代の貧困」とナショナル・ミニマム 金澤誠一／高菅出版／9784901793391 ／

保護のてびき　平成２３年度版 生活保護制度研究会／第一法規出版／／2011年7月頃の発売です

平常点評価 時間内でのﾐﾆﾚﾎﾟｰﾄ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰを随時求めます。20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

発展途上国における多くの社会問題に取り組む、国際協力活動を行うNGOを中心に取り組んで取り上げる。その関連で、国際機関(国連、世界

銀行等)、政府のODAについても一部で取り扱う。途上国における貧困や、民族紛争、テロ、環境破壊は、世界全体を不安定な状態に陥れてい

る。そうしたなか市民によって結成されたNGO(非政府組織)の役割に注目が集まっている。本講義では「NGOの時代」といわれる21世紀のなかで

組織の活動、課題を検証していく。講義は毎回ビデオを使用し、また2回ほどゲストスピーカーを招聘する。それによって、アップデイトな事象につ

いてより具体的な理解を深めてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ＮＰＯ・ＮＧＯ論(担当：秋葉武) 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が授業内で紹介するNPOのHPなどは随時、閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

国際NPO・NGO論 (S)  §  国際ボランティア論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15931

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・国際協力において、なぜ政府だけでは役割を果たせないのか

・ＮＧＯが具体的にどのような役割を果たしているのか

・国際協力ＮＧＯにおいてなぜマネジメントが重要になり「ビジネス化」が言われるようになったか

・国際協力においてどのような人材が求められ、その特徴は何か

上記のことについて、理解することを目標とする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ガイダンスに出た上で、納得した上で受講登録をして下さい。せっかく受講するのですから、受講するだけでなく、自主的に勉強してテーマを深め

ていくと面白いと思います。

なお、下記の行為をする受講生は「F」評価となる可能性があるので、留意してください。①他の受講生の受講権の侵害‥授業中の私語、大幅な

遅刻、頻繁な途中入退室など　②マナーの欠如(携帯電話の時計以外の目的での使用など)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NGOの台頭とその社会的背景 NGOの機動性、国境なき医師団、地雷廃絶キャンペー

ン、アフリカ

2～3

日本のNGOの活動分野と協力形態 適正技術、児童支援NGO、シャンティ国際ボランティア

会、東南アジア

4～5

NGOの活動分野と協力形態 持続可能な発展、環境NGO、アマゾン6～7

NGOと国内の国際化 コミュニティにおける他組織との連携、多文化共生、多

文化共生センター

8

NGOの新たな戦略　――マイクロクレジット―― ビジネスモデル、エンパワーメント、貧困と女性、グラミ

ン銀行

９～10

NGOの新たな戦略　――フェアトレード―― 世界貿易の不均衡、ピープルツリー、フェアトレードラベ

ル

11

NGOを取り巻く環境①―政府とのパートナーシップをめ

ぐって―

創造的緊張、協働、下請け化の危機12

NGOを取り巻く環境②―国連とのパートナーシップをめ

ぐって――

国連の危機、アメリカとの相克、協働の進展13

NGOを取り巻く環境③――グローバリゼーションによる社

会構造の変化――

グローバル化、社会的排除、絶対的貧困14

国際協力NGOの今後 NGOの課題と今後の展望について15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述および穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主にコミュニケーションペーパーを通してです。講義内容に関して、コメントを求めます。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.janic.org/  国際協力ＮＧＯセンター　

http://www.mofa.go.jp/mofaj/　外務省

http://unic.or.jp/index.php　国連広報センター

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ハンドブックNGO――市民の地球的規模の問題

への取り組み――(1998)

馬橋憲男、斎藤千宏編／明石書店／／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

各国の子育ての状況を比較することをとおして、先進諸国の福祉制度の特徴を明らかにします。

公的機関が中心となって問題解決するのが福祉国家であるとするならば、家族、企業、公的機関、NPO 等が互いに協力し合いながら問題解決

するのが福祉社会であると考えられます。とはいえ、国によってこの協力関係のあり方は様々です。

講義の中で、各国の福祉のあり方は様々であるということを知り、なぜそれらの方法が採用されたのか考えましょう。そしてそれぞれの方法ごと

に、何が解決され、何が新たな問題として生じているのかを考えましょう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

原則として、期末試験に基づいて成績評価を行います。

日常点を加味することもありますが、日常点はあくまでも補足資料として使います。

特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞、雑誌、映画など様々な機会をとおして、各国の福祉のあり方はさまざまであるということを知り、その社会的背景に注意を向けて

みて下さい。

単位数 /  Credit 2

国際福祉社会論 (S)  §  国際福祉社会論 (I)

担当者名 /  Instructor 太田 美帆

13196

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

各国でさまざまな方法で行われている福祉追求のあり方を学び、それらを体系的に理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義の内容と日常生活を関連づけて考えてみて下さい。

また、講義中に理解できなかったことは、早めに解決するようにして下さい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ポスト工業経済の社会的基礎：市場・福祉国家・

家族の政治経済学 

G.エスピン-アンデルセン／桜井書店／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入：福祉とは？ 社会的リスク管理第１回目

日本の子育て 家族、就労、性別役割分業第２回目

スウェーデンの子育て（１） 家族、税制度第３回目

スウェーデンの子育て（２） 保育制度第４回目

スウェーデンの子育て（３） 給付制度、短時間勤務 第５回目

スウェーデンの子育て（４） 家庭内分業の現状第６回目

スウェーデンの家族政策を支えるもの 働き方、労働市場政策 第７回目

フランスとドイツの子育て 家族、働き方、家族政策第8-9回目

アメリカの子育て 家族、働き方、家族政策第10回目

社会的リスクの管理方法 福祉レジーム第11回目

福祉国家の基本モデルとサービス産業のジレンマ 工業社会、脱工業社会第12回目

福祉国家の三類型 自由主義レジーム、保守主義レジーム、社会民主主義

レジーム

第13-14回目

まとめ：リスクと社会制度 経済と福祉と家族のつながり第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本的な問題や概念について理解し、自分の言葉で論じることができている

かを評価する。  

90 ％

平常点評価 小テストおよび出席状況によって評価する。10 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適宜、紹介します。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

福祉資本主義の三つの世界：比較福祉国家の

理論と動態

G.エスピン-アンデルセン／ミネルヴァ書房／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

世界経済のグローバル化、そして社会の深刻な少子高齢化が進む今日、既存の先進福祉国家は大きな転換期を迎えている。本講義ではその

ような現代福祉国家の現状と変化を国際比較の観点から捉え、その今後について展望する。手順としては、まず70年代以降の先進資本主義国

家の変容について把握した上で、この変容にあわせて福祉国家体制が、そして福祉国家論がどのように変化してきたのか検討する。次に福祉

国家レジーム論について簡単に触れた上で、各レジームを代表する国々の社会福祉・社会保障政策の特徴と近年の変化について把握する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

使用しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の講義後、ノートを整理し、講義内容を復習しておくこと。

単位数 /  Credit 2

国際福祉政策論 (S)  §  国際福祉政策論 (I)

担当者名 /  Instructor 福地 潮人

13343

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①福祉国家論の基本的な視座について理解し、説明できる。

②福祉国家の各類型のもつ特徴について述べることができる。

③各国の福祉政策の特徴と近年の変化について理解し、説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義はパワーポイントと配布資料による解説を中心に進める。受講生は必ずノートをとること。定期試験もノートからの出題が大部分となる。覚え

るべき用語も多いので、毎回の受講後の復習は必ず行い、わからない点があれば積極的に質問してほしい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション～福祉国家と福祉政策～ 福祉国家、夜警国家、福祉政策、所得分配第１回

グローバル化の中の福祉国家 グローバル化、ケインズ主義的国民福祉国家、シュン

ペーター主義的ワークフェア体制

第２回

福祉国家の変容と福祉国家論の変遷① 「福祉国家の黄金時代」、収斂説、｢収斂の終焉」、権力

資源論

第３回

福祉国家の変容と福祉国家論の変遷② 新自由主義、サッチャリズムとレーガノミックス、ハイエ

ク、水滴理論、アトミズム

第４回

福祉国家の変容と福祉国家論の変遷③ 福祉国家類型論、福祉国家発展段階説第５回

福祉国家レジーム論の概要① エスピン・アンデルセン、レジーム、脱商品化、脱家族主

義化、階層化

第６回

福祉国家レジーム論の概要② 社会民主主義レジーム、保守主義レジーム、自由主義

レジーム

第７回

各レジームの変化 「第三の道」、ポルダー・モデル、社会的投資戦略第８回

各国の事例～社会民主主義レジームの国～スウェーデ

ン①概要

「国民の家」、所得格差、再分配効果、年金と医療、高

齢者福祉の特徴

第９回

各国の事例～社会民主主義レジームの国～スウェーデ

ン②ノーマライゼーションの理念と実際

ノーマライゼーション、障害者福祉政策、ＬＳＳ、障害者

オムブヅマン

第10回

各国の事例～社会民主主義レジームの国～スウェーデ

ン③自己選択と自己決定

障害者雇用、サムハル、社会的協同組合、地方自治体

と障害者団体の役割

第11回

各国の事例～保守主義レジームの国～オランダ①概要 列柱社会、ネオ・コーポラティズム、非営利組織の役

割、男性稼得者モデル

第12回

各国の事例～保守主義レジームの国～オランダ②ポル

ダー・モデル

オランダ病、ワッセナー合意、ワークシェアリング、コン

ビネーション・シナリオ

第13回

各国の事例～保守主義レジームの国～オランダ③ワー

ク・ライフ・バランスの実際

ワーク・ライフ・バランス、各企業の取り組み、労働組合

における対応

第14回

各国の事例～自由主義レジームの国～アメリカ デュアリズム、年金と医療制度の特徴第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 全講義回数の3分の１以上（5回以上）欠席した場合、受験を認めない。また、受講態度等に著

しい問題が見られた場合、その後の受講および定期試験の受験を認めない場合がある。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

講義中に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

Ｅメールによる連絡。なお、連絡先については講義中に指示する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

健康と医療に関する動向と政策について国際比較の観点から検討する。社会格差や不平等の拡大は、健康や医療においても問題を突きつけて

おり、その現状とそれに対応する先進諸国および新興国の政策について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

講義は教科書をベースに、随時参考書を用いながら進めるので、毎回持参すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書をベースに進めるので、事前に目を通しておくこと。また、日頃から新聞などに目を通して、日本だけでなく海外の社会保障や福祉、社会

情勢などに関する感性を磨いておくこと。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

国際保健医療政策研究 (S)  §  国際保健医療政策研究 (I)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

15841

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）健康や医療、それに関わる制度についての基本的概念を説明できる。

（2）健康や医療にかかわる論点を理解し、政策対応の現状について説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

オフィスアワー

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

健康と医療の公平に挑む　国際的展開と英米の

比較政策分析

松田亮三編著／勁草書房／／2009年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

世界の医療制度改革 OECD編著／明石書店／／2005年

アジアの社会保障 広井良典・駒村康平編／東京大学出版会／／2003年

医療制度改革の国際比較（講座　医療経済・政

策学第6巻）

田中滋・二木立編／勁草書房／／2007年

医療財源論：ヨーロッパの選択 エリアス・モシアロスほか編著／光生館／／2004年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

国際保健医療政策研究では何を学ぶのか 講義の概要、社会格差、貧困、健康格差、医療格差1

政策課題としての健康格差 不健康、平均余命、死亡率、健康の不公平2

健康格差の解釈論 指標、解釈、量的把握3

健康格差対策の論理モデル 健康の社会規定要因、健康格差の社会規定要因4

政策課題としての医療格差 医療供給の公平、医療アクセス、医療利用、必要5-6

医療政策におけるアクセス公平の追及 医療財政、医療供給7

医療改革における公平 効率性、格差、基準8

前半までの復習9

アメリカにおける医療格差と対策 無保険者問題、保険加入、医療費負担、アクセス障壁10-11

イギリスにおける医療格差と対策 NHS、行政組織、監査体制、財政12-13

アメリカ・イギリスにおける健康格差対策 対象、目標、手段、成果14-15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に照らして評価する。80 ％

平常点評価 8回目の講義（予定）で、理解度の確認のため小テストを行う。20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

事前にメールで連絡をすることが望ましい。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　本授業では，児童期および青年期における発達的特徴について講述するとともに，そうした発達的特徴を生み出す諸要因について論じる。大

まかには，認知発達的側面と対人関係的・感情的側面の両面から，発達的特徴について考察するとともに，統合的な観点としての人格発達につ

いても触れる。児童期における発達にかかわっては，特に学校教育との関係ならびに社会的関係に焦点を当てる。また，青年期における発達に

かかわっては，自立と依存という二つのモメントに揺れる心性に焦点を当てるとともに，特に現代的な青年心理の特徴についても考察を行いた

い。あわせて，発達障害に触れるとともに，児童期・青年期における発達上の諸困難に関しても論じることとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

乳幼児心理学 S

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

小レポートを2～3回程度実施する予定である。授業内容を踏まえた上で，関連文献を読み込むことが必要なので，授業内容をよく復習するととも

に，授業で紹介した文献を適宜読み込んでレポートに臨むことが求められる。

単位数 /  Credit 2

児童・青年心理学 (S)  §  児童青年の心理 (S)  §  児童青年の心理 (SG)  §  児童・青年心理学 

(SG)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

15838

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①児童期・青年期の生活や発達的特徴に関心を深めるとともに，それらを捉える視点を獲得すること。　

②児童期ならびに青年期を中心とする心理発達上の諸特徴についての資料の読み取りや分析に習熟すること。

③児童期・青年期の発達に影響する諸条件についても基本的な知識を得るとともに，発達を捉えるための理論について知ること。

④これら３点を基礎に，児童期・青年期を中心とした発達上の諸問題について一定の考察ができるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

WebCTに、授業用レジュメや資料を掲載するので、参考にして欲しい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「授業の概要と進め方について」及び「児童期・青年期と

は何か：発達の時期区分と生涯発達上の位置づけ」

生涯発達，発達段階，歴史の中の児童・青年第1回

小学生の生活と発達 社会と学校，生活世界第2回

小学校１年生－２年生 小学生の生活と発達第3回

小学校３年生－４年生 知的好奇心，9,10歳の節，クラブ活動，動機づけの変化第4回

小学校５年生－６年生 思春期への移行，自己意識，総合的な学習，科学的思

考

第5回

思春期とは何か 性的成熟，アドレッセント・スパート，思春期危機，ジェン

ダー

第6回

青年期の発達的特徴 自己理解，アイデンティティ第7回

子どもらしさを捉える① 文化的過程，発達段階，現実の子ども第8回

子どもらしさを捉える② 生活リズム，実践性，子どもの権利第9回

児童・青年における認識と感情① 思考の発達，ピアジェ，9,10歳の発達の節，社会認識，

形式的操作

第10回

児童・青年における認識と感情② 共感性，視点取得，自尊感情，怒りと感情制御第11回

家族の中の児童青年 家族関係，親と子，依存と自立第12回

就職と労働 職業選択，キャリア発達，産業構造第13回

現代における青年の生活と人格発達 依存，自立，個性，生活時間，生活空間，文化第14回

児童・青年を理解する方法 行動観察，質問紙，面接，状況の理解，関係の中での

理解，権利主体

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業において学んだ知識の獲得状況を評価するとともに、そうした知識を踏まえて児童期・青

年期の問題について考察する能力を評価する。

60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーや小レポートにより、講義に対する理解度や関与度を評価する。40 ％
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上記以外にも，各授業時に参考となる書籍等については紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新 かたりあう青年心理学 心理科学研究会 (編)／青木書店／978-4250990090／問題意識を広げるために

児童心理学試論 心理科学研究会「児童心理学試論」編集委員会／三和書房／978-4783300298 ／問

題意識を広げるために

小学生の生活とこころの発達 心理科学研究会／福村出版／978-4-571-23045-5／問題意識を広げるために

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

児童福祉は、 近では「子ども家庭福祉」とも呼ばれ、社会福祉分野の重要な一領域である。特に子どもの権利を視野に入れ、子どもの福祉に

関するさまざまな制度や施策を理解すると同時に、その実現のためのソーシャルワークをも理解することが必要である。そこで、子どもの権利に

ついて学んだ上で、児童福祉の展開に関して学び、中でも特に児童虐待や非行など、援助が困難な領域の基本を学ぶ場とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

児童福祉論 (S)  §  児童福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

11285

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会福祉士の基本分野のひとつであり、児童に関する専門職としての基本を学ぶものである。児童虐待防止法の第1条にあるように、子どもの

命とその人生、そして次世代までを視野にいれた援助を学ぶ科目である。本来通年でも不足するボリュームを半期で学ぶため、相当厳しい内容

となり、例年相当数がＦとなる。教養レベルではないのでこころして受講されたい。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会福祉発達史から、具体の援助技術方法論まで言及するので、そのような領域の基本書を一度目を通しておくことをすすめる。 

 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

児童や家庭に対する支援と子ども家庭福祉制 芝野・高橋・松原／ミネルヴァ書房／9784623053995／必ず必要である。

福祉小六法 ／／／必ず必要である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

子どもの権利と社会的子育て 許斐・望月・野田・桐野／信山社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子ども家庭福祉の原理と子どもの権利の系譜１

子どもの権利の系譜２

子どもの権利条約３

日本の子どもの課題４

子ども家庭福祉の施策５

子ども家庭福祉の実施体制６

分野別の課題（子育て支援・保育）７

分野別の課題（健全育成）８

分野別の課題（自立支援）９

分野別の課題（児童虐待）10

分野別の課題（非行）11

子ども家庭福祉の専門職12

子ども家庭ソーシャルワーク13

子ども家庭福祉の課題14

子ども家庭福祉の今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 通常の試験として実施する。70 ％

平常点評価 コミュニケーションカードを求める。

また課題レポートの提出を求めるが、

講義中に指示し、回収日を指定するので、

特に気をつけておくこと。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/index.html

（厚労省子ども子育て支援）

 その他 /  Others

Emailにて

masato.noda@Gmail.com

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

司法福祉は、司法を通じて福祉課題を解決しようという営みであり、政策から臨床技術を含む。

従来は少年非行問題を中心に研究が進んできたが、今日では福祉全般における法的手続きの課題が大きくなり、家族への介入や権利擁護な

どの分野でも必要とされるようになっている。

本講ではその流れを受けて、非行にとどまらない分野での取り組みに言及する。

留意点として、司法福祉は法学的知識や心理学的知識が求められるものの、あくまで福祉分野の科目であることを認識して受講されたい

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

原則毎回コミュニケーションカードの記入を求める。

少年法・児童福祉法・児童虐待防止法・民法などいくつかの法令を参照するので、できれば小六法などを準備すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート課題としても取り上げる予定であるので、2011年中の司法福祉に関する社会的事象（事件や制度制定など・特に少年法や児童虐待に関

連するものなど）に関心を向けてください。

単位数 /  Credit 2

司法福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

10739

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

司法福祉の分野を理解することと同時に、福祉課題解決のために司法が関与する余地の意義について学習する。非行・虐待・財産保全などに

関して、司法活用の余地がある福祉課題であるという側面と、各事例がもつ福祉的側面を理解する。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講期間中は、社会で生じる司法福祉上の課題に関心を持って、収集につとめてください

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

更生保護制度 ／中央法規出版／978-4-8058-3267-7／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

犯罪白書 法務省／／／

司法統計年報 高裁／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

司法福祉の概念と定義1

司法福祉の発見と発展2

司法手続の概要とシステム(家事)3

司法に関わる福祉課題（夫婦・親子）4

司法に関わる福祉課題（人事訴訟）5

司法に関わる福祉課題（刑事裁判制度１）6

司法に関わる福祉課題（刑事裁判制度２）7

少年保護制度と少年法8

少年法と児童福祉法9

非行へのまなざし10

非行を見分けること11

非行を施設で克服すること12

非行を在宅で克服すること 更生保護制度13

被害者を支えること 医療観察法14

司法福祉の今後の課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 70 ％

平常点評価 講義中に要求する課題と小レポート30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

masato.noda@Gmail.com 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

家庭裁判月報 高裁家庭局／／／

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

人は日々コミュニケーションを重ねることで、人間関係を築き・広げ・豊かに創りだしている。また、コミュニケーションを通して、人として成長してゆ

く。

本講義では障害者、特に聴覚障害者とコミュニケーションの諸問題を中心にとりあげる。コミュニケーションの入り口である、情報の伝達、情報の

共有から阻害されてしまう聴覚障害者にとってコミュニケーションの課題はすべての生活の根元的 な課題として表出しており、聴覚障害者にとっ

てコミュニケーション保障は基本駅人権の保障といえる。聴覚障害に対する理解の不十分さやコミュニ ケーション手段等の相違からコミュニケー

ションの壁をつくられやすく、人と人との係わり合いや社会参加に大きな制約を受けてしまう。情報保障の課題は聴覚 障害者の社会生活全般に

関わる。このことの解決なしには聴覚障害者の暮らしは発展しない。聴覚障害・手話・聴覚障害者のコミュニケーション環境の実態・課題等を中

心に講義をすすめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　障害者福祉論　コミュニケーション論　社会福祉援助技術論　などの科目を学習しておくことが望ましい

　

単位数 /  Credit 2

障害者とコミュニケーション (S)  §  障害者とコミュニケーション (SG)

担当者名 /  Instructor 近藤 幸一

12563

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

●聴覚障害について説明できる

●聴覚障害者の生活と情報・コミュニケーションについて述べることができる

●ろう運動（当事者運動）の意味を理解し聴覚障害者の権利保障について意見を述べることができる

●コミュニケーション支援の実際を学び支援者としての姿勢がもてる

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

聴覚障害とコミュニケーションの諸相そしてヒューマン

サービス労働

情報から閉ざされて　学校や職場で　日常のくらしの中

で　あらゆる場面で

第1回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（１）： 聴覚障

害・言語コミュニケーション障害

聴覚機能　聴覚障害の種類、原因、程度　検査　言語

獲得期と障害　重複障害

第2回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（２）：障害の

早期発見と聴覚補償

聴覚スクリーニング検査、療育、小児難聴のリハビリ

テーション　補聴器　人工内耳　　

第3回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（３）：コミュニ

ケーションの機能と障害

言語的・非言語的コミュニケーション　情報の伝達　共同

化　関係性の障害

第4回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（１）聴覚障害

者とバリアフリー

障害の概念　物理的障壁、心理的障壁、文化・情緒面

での障壁、制度的障壁　　

第5回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（２）聴覚障害

者の生活とコミュニケーション

高齢聴覚障害者　中途失聴・難聴者　盲ろう者　生活

ニーズ　コミュニケーション手段

第6回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（３）聴覚障害

当事者から学ぶ

ゲストスピーカー　障害受容とアイデンティティの確立　

グループ討議　

第7回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（４）手話コ

ミュニケーション

ろうコミュニティ　手話の生成と発展　日本手話と日本の

手話　新しい手話　手話の意義　　

第8回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（５）福祉制度

とろう運動の歴史（その１）

全日本ろうあ連盟結成　差別撤廃運動　３・３声明　手

話の普及　手話通訳　

第9回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（６）福祉制度

とろう運動の歴史（その２）

手話サークル　手話通訳士資格制度　聴覚障害者情報

提供施設　ろう重複障害者施設　

第10回

聴覚障害者とコミュニケーション保障の課題（１）生活圏で

の情報・コミュニケーション課題 

「生活圏における聴覚障害者の情報・コミュニケーション

の実態」の調査結果の発表

第11回
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11回講義までに、自らの生活圏域でのコミュニケーションバリアフリー調査結果。または、講師が紹介する聴覚障害者関連施設等でのボラン

ティア体験を通した自らのコミュニケーション体験についての考察のレポートを提出すること

毎回の授業時に資料等を配布する

関係団体等の資料、調査報告書など講義を通して紹介します

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.jfd.or.jp/

http://www.zentsuken.net/

http://www.zennancho.or.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ゲスト当事者講師による講義とそれに基づくグループ討議など取り入れるので参加すること。

講義中に聴覚障害者関連の社会資源を紹介するので積極的なボランティア体験をを行ってほしい。その状況やコミュニケーションの意味や役割

について実践的に学ぶこと

興味関心のある事項について、関連文献等の相談は遠慮なく

kondo@kyoto-chogen.or.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

聴覚・言語障害者とコミュニケーション 共著／中央法規出版／／講義の主な内容はこのテキストに負うところが多い

聴覚障害児・者支援の基本と居実践 奥野英子　編著／中央法規出版／／聴覚障害者支援の観点から広く社会資源も紹介

されている

新しい聴覚障害者像を求めて 共著／（財）全日本ろうあ連盟／／ろう運動の理解

手話通訳学入門 林　智樹／クリエツかもがわ／／手話通訳制度の理解

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（２）：コミュニ

ケーション保障の動向（１）

契約福祉　申請主義、情報の非対称性　介護保険サー

ビスの利用　当事者ヘルパー　当事者相談

第12回

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（３）：コミュニ

ケーション保障の動向（２）

先端技術を使った情報保障の課題　大学での情報保障

の課題

第13回

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（４）：コミュニ

ケーション支援事業の概要と課題 日本における手話通訳保障の歴史、手話通訳制度、手

話通訳者の役割　要約筆記制度　地域生活支援

第14回

まとめ　 京都における聴覚障害者コミュニケーション支援の現状

と課題

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったいくつかのテーマから、受講者の関心に基づいて一つのテーマを選びそれについ

ての考えをとうもの。

テーマにたいする理解と自らの見解が説得的に述べられているかをみる

50 ％

平常点評価 毎回の授業終了時に、コミュニケーションレポートを求める。

受講態度の優れた者への加点はあり得る

中間レポート発表評価を行う

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ「すべての障害のある人にスポーツを」

障害のある人とスポーツについて、今日まで講師の実践を通し体験してきたことを中心に、講義と「障害のある人々のスポーツ活動」等に関する

ビデオ画像を通して、障害のある人々のスポーツ活動の実際を知り、社会参加の現状を理解し、障害のある人のスポーツ活動における、 より良

きパートナーとして、「障害のある人に何が出来るかではなく、どうしたら出来るか」を考えられる力を育んで欲しいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

＊論述1問とします。

＊確認テストを重視します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞なのでの障害のある人のスポーツに関する番組や記事を見て、メディアひいては、社会の理解度を認識する。

単位数 /  Credit 2

障害者とスポーツ (S)

担当者名 /  Instructor 水谷 裕

15849

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

＊障害のある人々の概念や問題を幅広く理解できる。

＊障害のある人々のスポーツに関する概念や問題を幅広く理解できる。

＊障害のある人々のスポーツをとおして社会のあり方を考えられる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講について

　＊授業は前の席にて受講すること。

　＊出席カード配布後の事由なき遅刻は認めない。

　＊講師は言語障害があるので、注意して聞くこと。

＊話の中にある意図を理解すること。

研究について

　＊障害のある人々の基礎的な知識を得た上で、スポーツ活動の現状やあり方を広い視野から見ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入、小レポート「障害のある人とスポー

ツ」について、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人とｽﾎﾟｰﾂに関する知識、体験等1

小レポートについて、講義「わが国における障害のある人

の実態と福祉の概要」、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人の人数･傾向,戦後の歴史等2

講義「障害について」、ﾋﾞﾃﾞｵ 障害の原因･症状等3

講義「障害を考える」、ﾋﾞﾃﾞｵ 障害の意味･とらえ方等4

講義「障害の受傷時期による相違」、小レポート｢水谷を

初めて見た時どう思ったか｣、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人の葛藤･受容･心理等5

講義「障害のある人との関わるための留意点」、ﾋﾞﾃﾞｵ  障害のある人に対する言葉づかい･態度･考え方等 6

講義「障害のある人とスポーツ」、ﾋﾞﾃﾞｵ ｽﾎﾟｰﾂ観･残存能力･訓練との相違等 7

講義「障害のある人に何故スポーツ？」、ﾋﾞﾃﾞｵ 運動は動物存在の基礎条件等8

講義「障害者スポーツの歴史」、ﾋﾞﾃﾞｵ 時代的背景等9

講義「障害者スポーツの組織」、ﾋﾞﾃﾞｵ 施設･団体等10

講義「障害のある人のスポーツ権」、ﾋﾞﾃﾞｵ 背景にある<みんなのｽﾎﾟｰﾂ運動>等11

講義「障害のある人がスポーツをする意義」、ﾋﾞﾃﾞｵ スポーツの身体的･精神的・社会的等の効果 12

講義「障害のある人のスポーツを行うにあたって」、ﾋﾞﾃﾞｵ 阻害要因･視点等13

講義「障害のある人や家族の願いと今後の課題」、ﾋﾞﾃﾞｵ 人間的平等･発達保障等,指導者･環境･現状把握等14

確認テスト(60分)とまとめ(30分)等15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 特に言葉の言い回しなど、障害のある人を理解できているかを基本に、出題された課題につい

て論点が押さえられているかどうかを問います。

授業回数15回中、 低3分の1以上の出席を必要とし、満たない場合は不可とします。 

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

＊日本障害者スポーツ協会ＷＷＷページ

＊京都障害者スポーツ振興会ＷＷＷページ

＊京都市障害者スポーツセンターＷＷＷページ

＊京都障害者スポーツ指導者協議会ＷＷＷページ

＊その他、障害者スポーツ関係団体ＷＷＷページ多数あり 

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者スポーツ 日本リハビリテーション医学会スポーツ委員会編／医学書院 ／／障害のある人々の

スポーツに関する紹介本です。  

障害者とスポーツ 芝田徳造／文理閣／／本学名誉教授の著書で、京都での実践を通して書かれた本で

す。 

身体障害者のスポーツ指導の手引き  (財)日本障害者スポーツ協会編／株式会社ぎょうせい ／／身体に障害のある人に対

するスポーツ指導に関する本です。

障害者スポーツ指導教本 (財)日本障害者スポーツ協会編  ／株式会社ぎょうせい ／／初級・中級障害者スポー

ツ指導者養成にかかる教本です。

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、大きく変わる制度改革のもとで、それらに貫かれるべき、障害者福祉の理念をはじめ、障害者福祉の歴史、障害者の実態、障害者

福祉法制の体系と内容の基本を学ぶこととする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし

とくになし 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

とくになし

単位数 /  Credit 2

障害者福祉論 (S)  §  障害者福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 峰島 厚

12527

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

21世紀の初頭に、日本の障害者福祉制度は措置から契約へと抜本的な転換を成し遂げた。この転換は、「同一年齢の他の国民と同等な生活を

障害者に権利として保障する」というノーマライゼーションの原理を尊重したものであろうか。今、この転換への反省がされつつある。この授業で

は、障害者福祉に関する基本的な制度理念の発生の背景を理解し、今日の争点となる障害者福祉制度改革の問題点を見る視点を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

障害者福祉に関する日々の現実を複眼的に見る力を養う。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者自立支援法と実践の創造 峰島厚／全国障害者問題研究会出版部出版部／８８１３４－２７４－６／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

Ⅰ．現代の課題を考える 障害者自立支援法の廃止をめぐって。障害観・発達観

をめぐって。

１

Ⅱ．障害者福祉の基本理念（１） 人権、リハビリテーション、完全参加と平等、ノーマライ

ゼーション

２

Ⅱ．障害者福祉の基本理念（２） 発達保障３

Ⅲ．障害の定義・概念（１） 国際的な動向と日本における制度上の定義４

Ⅲ．障害の定義・概念（２） 日本における制限列挙主義の問題点５

Ⅳ．障害者問題の歴史（１） 原始社会、古代社会、封建社会６

Ⅳ．障害者問題の歴史（２） 市民社会、現代へ７

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（１）

１９６０年代の「福祉国家をめざして」と１９７０年代の「福

祉見直し」

８

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（２）

措置から利用契約制度への転換９

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（３）

障害者自立支援法の基本的性格１０

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（１） 日中活動・暮らし・地域生活の三つの世界と現行制度体

系

１１

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（２） 日中活動系サービス、就労・雇用保障１２

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（３） 居住系サービス１３

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（４） 地域生活、所得保障、障害児の放課後１４

Ⅶ．まとめ 障害者自立支援法の廃止後について１５

注）なお障害当事者をゲストスピーカーに招くものをでき

たらどこかに入れたい。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基礎知識、論述80 ％

平常点評価 １－２回の小レポート20 ％
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とくになし

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

とくになし

 その他 /  Others

とくになし

0620mine@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者自立支援法の基本と活用 峰島厚、白沢仁、多田薫／全国障害者問題研究会出版部出版部／８８１３４－３５４－

８／

転換期の障害者福祉 峰島厚／全国障害者問題研究会出版部／８８１３４－０１１－５／
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、テキストを使用して心理検査の基礎を学ぶ。心理検査の歴史と発展、その意義、数量的データの捉え方について具体的に学習す

る。その上で心理検査の実際について、主に教育・福祉分野において活用されるものを取り上げ、それぞれの検査の意味と手法について学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

心理学、臨床心理学、発達心理学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

前半は数量データの解釈の基本的事項について学ぶ。基礎的な事項であるが、初学者は自学自習が必要である。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

心理検査法 (S)

担当者名 /  Instructor 目黒 朋

13195

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・心理検査の歴史・基礎となる考え方について理解できる

・心理検査の数量的データの示す意味について考察できる

・心理検査の意義や特性をふまえ、社会における活用法について考察することができる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

レポート試験として実施する。日常点評価は小レポート及び毎回のコメントカードの提出状況及び記述内容。出席が規定回数に満たないものは

評価の対象としない。

データ処理の基礎について学習するので、ルート機能のついた電卓を用意すること。

いわゆる『心理ゲーム』的なものは扱わないのでそのつもりで受講してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

心理検査法入門ー正確な診断と評価のため

にー

渡部　洋／福村出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション・心理学の歴史 心理測定法　メンタルテスト第一回

心理検査における数量データのとらえ方 標準偏差　回帰分析　分布　相関係数第2～5回

心理検査の実際Ⅰー知能検査法① ビネー　キャッテル　第6回

心理検査の実際Ⅰー知能検査法② ウェクスラー　WAIS　WISC第7回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法① 新版K式発達検査法第8回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法② 発達診断　発達相談第9回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法③ 検査の実際　事例検討第１０回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法① 質問紙法　第１１回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法② 作業検査法第１２回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法③ 投影法第１３回

心理検査の実際Ⅳ－心理検査の活用の実際 事例　福祉　教育第１４回

まとめー心理検査者の倫理と検査の活用第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 55 ％

平常点評価 日常のコメントカードの提出、授業時間内に行う小レポート

参加型の授業であるため、出席を重視する。 低３回以上の出席を持って評価対象とする。

45 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

複雑多様化する現代社会を背景に，学校では不登校，いじめ，非行や神経症などの問題への対応に教師は苦慮し，青年期においてはひきこも

り，リストカット，フリーターやネットカフェ難民といった問題が深刻化している。本講義では，児童期から青年期に至る過程で起きるさまざまな問

題を具体的事実から捉え，その背景や要因を分析・検討する。講義では，事例研究やビデオ視聴をはじめ，実際にクライエントが書いた文章も

取り上げ，問題をかかえる人の内面理解を深めつつ，支援のあり方を解説する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

前期に開講される「カウンセリング論」を受講していることが望ましい。

特に使用しない。講義中にレジュメを配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義中に紹介した文献を読むこと。

単位数 /  Credit 2

心理臨床論 (S)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

15894

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①不登校，ひきこもり，非行などの問題を学ぶなかで，自己の価値観を問い直す。

②思春期の心の病理の理解を通して，青年期の心の病の支援のあり方を考える。

③「人の心を受けとめる」とはどういうことかを体験的に習得する。

④以上を通じて，今の自分の生き方とこれからの人間関係を考える契機とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義を通して，興味がわいた内容に関連する図書を積極的に読んでください。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

魂の殺人 アリス・ミラー／新曜社／4-7885-0173-2 C1037 ／

少年をいかに罰するか 宮崎哲弥・藤井誠二／講談社／978-4-06-281143-9 ／

現代のエスプリ　ロールレタリング 松岡洋一・小林剛編集／至文堂／978-4-7843-5482-5 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

思春期の心の病理 抑圧・浜崎あゆみ・「いい子の病」 第１回

不登校の心理臨床 学校恐怖症・初期対応・長期的支援のあり方第２回

いじめの心理臨床１ 現代の「いじめ」・四層構造・いじめ自殺第３回

いじめの心理臨床２ いじめる子の心理・いじめ指導・不満感情の表出 第４回

非行臨床１ 「強い子」とは・非行少年の理解・ロールレタリング第５回

非行臨床２ 少年犯罪の推移・薬物への対応・本音の吐き出し第６回

思春期の心の病理１：ひきこもり 「引き」こもり・家族支援・家庭内暴力の対応第７回

思春期の心の病理２：摂食障害 思春期から青年期女子の心理・母子関係・寂しさとスト

レス 

第８回

思春期の心の病理３：青年期境界例 見捨てられ不安・悪性の依存・尾崎豊第９回

思春期の心の病理４：自傷行為 リストカット・行動化・限界設定 第10回

思春期の心の病理５：「うつ」と神経症 うつ病患者の増加・強迫神経症・クライエントに寄り添う

こと 

第11回

児童虐待とトラウマ グリム童話・虐待の４つの形態・虐待する親の心理第12回

犯罪臨床 加害者意識・裁判員裁判・被害者の視点を取り入れた

教育

第13回

青年期の心の葛藤の支援 内観療法・ロールレタリング・反省と吐き出し 第14回

子どもの心の受けとめるには ひきこもり・宮本亜門・支援者としての生き方第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 心の問題や社会病理についての理解を試す問題を出題する。80 ％

平常点評価 平常点を成績の評価に加える。なお，欠席が３分の１を超える場合，単位を認定しない。20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし。

 その他 /  Others

sokamoto@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

児童虐待の心理治療 黒川昭登／朱鷺書房／4-88602-548-X C0011／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、社会学の一分野に位置し、福祉の制度・政策と実態について学ぶものです。福祉には、対象者を限定しない「幸福」を意味する広義

のものと、対象者を「社会的弱者」に限定し社会福祉を意味する狭義のものがあります。近年、雇用や家族が不安定化し、失業・貧困問題が深

刻化するなか、就労困難な層にとって社会保障の持つ重要性が増しています。このようななかで、具体的な事例を交えながら、私たちの生活が

どのように労働と社会保障によって成り立っているのか基本的な仕組みについて理解し、今後の福祉のあり方について展望します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

日常的な授業における取組状況については、コミュニケーション・ペーパーを使って評価します。

特に指定しません。資料を配布しながら授業を進めます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞記事やテレビ報道ならびにドキュメンタリー映画などから得られる社会的ニュースについて、講義で導入した概念をもとに考えてみてくださ

い。

単位数 /  Credit 2

福祉社会学 (S)  §  生活福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 小林 勇人

15932

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

① 労働と社会保障の関連性を理解する。

② 制度利用者の立場に立って政策を考える力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

私語ならびに携帯電話の使用を禁止し、厳しく注意します。注意に従わない者は、教室から退出させ受講を認めません。また成績評価方法の詳

細については、初回の講義で連絡するので必ず出席するようにしてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『福祉社会――社会政策とその考え方』 武川正吾／有斐閣／4641121192 ／

『はじめての社会保障』 椋野美智子・田中耕太郎／有斐閣／／既に購入している人はそれで構いませんが、

これから新しく購入する人は、 新の版を購入することをお勧めします。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 福祉、必要、社会保障１

労働市場と雇用 失業問題、消費社会、非正規雇用、労働の分割２

雇用保障 日本型雇用システム、家族賃金３

医療保険 非正規雇用、国民健康保険、健康保険４

年金保険 不労所得、国民年金、厚生年金５

労働保険 ワーキング・プア、雇用保険、労災保険６

障害者福祉 身体障害者の自立生活、介助サービス７

高齢者福祉 介護労働の現場、介護保険８

母子福祉 シングルマザー、社会手当、保育サービス９

貧困問題 若年者の貧困、ネットカフェ難民、奨学金１０

生活保護 生存権、捕捉率、ワークフェア１１

福祉国家論 リスク管理と福祉レジーム、脱工業社会、女性雇用の変

化

１２

新しい福祉政策① アクティベーション、積極的労働市場政策１３

新しい福祉政策② ベーシック・インカム、私的所有の再考１４

検証テスト（60分）と講義（30分）１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・学習到達度を 終的に確認するテスト　60％60 ％

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価　40％40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義中に適宜、紹介します。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『生活保障――排除しない社会へ』 宮本太郎／岩波書店／4004312167 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

新たな社会モデルとして、「多文化共生社会」が模索されている。本講義では、異なる文化の間に生じる激しい軋轢や摩擦の現状を見極めなが

ら、いかにして、そうした困難を乗り越え、ひとびとが、文化の違いを、むしろ、「生き方の多様性＝豊かさ」として捉え返していけるのか、参加者と

ともに考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目は、現代社会専攻社会文化領域の入門専門科目として位置づけられている。そうした位置づけを意識しながら授業展開をこころがけるの

で、社会文化領域の関連科目を継続的に履修することが望ましい。

教科書は使用しない。

授業中に適時紹介していく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

期中に４回ほどレポートを課す。

単位数 /  Credit 2

多文化共生論 (S)  §  多文化共生論 (I)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

15857

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）文化の多様性について理解する。

２）自分とはいったい何者かという問いを出発点として、異なる文化に接近する

　　方法を理解する。

３）多文化共生問題の本質を理解する。

４）問題を乗り越えていく視点を獲得する。

５）具体的に提案し活動していく発想力・構想力を身に付ける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

初に、『１２人の怒れる男』を視聴する。単調な映画で、しんどいと思いの方は、この授業の受講自体を再検討されたい。なぜなら、こうした映

画を 後まで見ることができるか、いなか、それが、「多文化共生」という困難なテーマに立ち向かう皆さんの潜在能力を計る試金石となるからで

ある。分析レポートを課す予定。履修を希望する者は、初日から必ず参加すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入：映画『12人の怒れる男』鑑賞　 映画分析　レポート提出（以下、レポートスケジュールに

ついては、初回に説明する）

第１回

多文化共生問題へのアプローチ 「共生」という概念　エスニシティとは何か？第２回

ネイションとは何か？ TST分析について　「想像の共同体」　「民族という名の

宗教」

第３回

文化摩擦の事例研究 「イスラムのヴェール事件」第４回

国民国家とは何か？Ⅰ リヴァイアサンの登場　　フランス共和制の構造第５回

国民国家とは何か？Ⅱ 普遍主義のジレンマ　　　「相互性」の変質第６回

新たな国民国家像への挑戦 多文化主義のジレンマ　文化的ネットワーカーの必要性第７回

差別問題へのアプローチ ビデオ『青い目、茶色い目』　差別の普遍性第８回

文化的再生産の理論 文化にもとづく差別の構造化第９回

日本におけるエスニシティ問題Ⅰ 在日問題、新屋英子『身世打鈴』、中国帰国者問題第１０回

日本におけるエスニシティ問題Ⅱ 東九条マダン　多文化共生に向けた文化装置　第１１回

外国籍住民の政治参加 外国人市民会議の可能性　外国人選挙権付与問題第１２回

多文化共生に向けた社会形成 多文化社会とＮＰＯの役割第１３回

日本において多文化共生社会は可能か？ レポートフィードバック　ディスカッション第１４回

検証テスト 振り返りまとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験期間あるいは 終講義日に検証試験を実施する。60 ％

平常点評価 授業理解および授業参加度を評価する。

期中に、４回ほどレポートを課す。

40 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適時紹介していく。

 その他 /  Others

期中に４回ほどレポートを課す。授業への参加姿勢をできるだけ評価したい。問題領域は、社会学・福祉問題・文化に関する学・NPO論など広範

囲にわたる。紹介する図書を、少なくとも２，３冊は授業を受講しながら読んでいって欲しい。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

その他 / Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

地域福祉とは何か。この一見単純な問いかけに一言で答える事はそれほど容易ではない。老人福祉法や児童福祉法などといった根拠法をもつ

分野別福祉とは違ってその領域・対象確定が難しいこと、分野・領域というよりむしろ関連領域とのネットワークやシステム化、組織化といった方

法論に特徴をもつこと、ボランティアなど制度を補完し、あるいは先導する市民の自主的活動により深くコミットすること、さらにはその活動を通し

て市民の福祉に対する価値観や態度、ひいては法制度など社会システムの変容すら課題とすること、などという地域福祉の特質がその理解をこ

とさらに難しくしている要因かもしれない。そして、「地域福祉の推進」を柱にして社会福祉法が新たな地域福祉理解を提起していることもその理

解をより複雑にしている。この講義で現実の地域福祉プログラムの臨床研究を通して「地域福祉とは何か」に迫ってみようと思う。 

 

 

    

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

児童、老人、障害の各分野別福祉論並びに社会福祉概論、社会福祉援助技術論等は事前に履修しておくことが望ましい。この講義は、具体的

な地域福祉と地域福祉活動の臨床研究を中心に展開するが、全体を通して「地域福祉とは何か」を問う講義となる予定である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

地域福祉活動やボランティア活動についての体験があれば、講義内容の理解が容易であると思われる。実際に活動に参加・体験してみたり、友

人知人の体験談や活動実施機関・団体等のレポートなどにも目を通しておくこととを薦める。ゲストスピーカーも予定し、毎回簡単な感想／意見

(コミュニケーションペーパー)を求め、可能な限り教員学生の双方向の授業実現に努めたい。毎回の出席が学びの達成に直結するよう進めてい

く。

単位数 /  Credit 2

地域福祉論 (S)  §  地域福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

12497

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１.高齢・児童・障害等各分野別福祉との比較検討による地域福祉理解を図ると共に、地域福祉の固有の構造と領域、方法,歴史について理解を

深める。

２.福祉を通して地域社会への興味・関心を深める。

※原則として、変更されることはありません。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション－地域福祉論スケッチ－   

 

歴史　社会問題　地域社会　社会福祉  1 

地域福祉とコミュニティ ー論文「地域福祉とネットワーク」

－  

コミュニティ　少子高齢化　ネットワーク  2

新しい地域福祉プログラム－論文「福祉とコミュニティ」 

－  

コミュニティ　少子高齢化　ご近所  3

新しい地域福祉活動プログラム 2－ネオ町内会－  町内会･自治会　ソーシャルキャピタル  4

地域福祉と当事者支援①－子育て支援①－  子育て支援　子育てサークル　当事者  5

地域福祉と当事者支援②－子育て支援②－   子育て支援　子育てサークル　当事者  6

地域福祉と当事者支援③－障害児と地域福祉①－  障害児　放課後保障　ボランティア  7

地域福祉と当事者支援④－障害児と地域福祉②－  障害児　放課後保障　ボランティア  8

地域福祉と当事者支援⑤－男性介護者支援①－  男女共同参画　ジェンダー　介護　社会資源  9

地域福祉と当事者支援⑥－男性介護者支援②－  男女共同参画　ジェンダー　介護　社会資源  10

地域福祉の方法①－コミュニティワーク－  ソーシャルワーク　コミュニティワーク　間接援助技術  11

地域福祉の方法②－地域福祉(活動)計画－   地域福祉(活動)計画　市民参画　ワークショップ  12

地域福祉の方法③－地域福祉の機関と担い手－  

  

社会福祉協議会　民生委員　社会福祉施設　ＮＰＯ13

地域福祉の方法④－ボランティアリズムと地域福祉－  ボランティアセンター　ボランティアコーディネーター　Ｎ

ＰＯ  

14

地域福祉とは何か－地域福祉の歴史的発展を踏まえて

－  

 

地域福祉　分野別福祉　住民主体　関係性　当事者性

　社会運動  

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容に即した地域福祉理解について評価する.  50 ％



2011 年度シラバス立命館大学

本講義は、2回生以上の配当科目ではあるが、各分野別福祉論(児童、障害、老人、など)や援助技術論を受講後の3回生以降の方が望まし

いし、その方が講義理解を容易にすると思われる。各分野別福祉との比較検討の中で地域福祉固有の構造や領域、方法について具体的に

講義していく予定。

教科書としては特に指定はないが、講義中にその都度適宜紹介する。また、社会福祉士の国家試験の受験を予定しているものは、本講義で

は特にその受験対策は行なわないために、該当テキストによって自学自習すること。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

全国社会福祉協議会　http://www.shakyo.or.jp/

厚生労働省　http://www-bm.mhlw.go.jp/index.html

内閣府　http://www.cao.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書としては特に指定はないが、講義中にその都度適宜紹介する。また、社会福祉士の国家試験の受験を予定しているものは、本講義では

特にその対策は行なわないために、該当の受験テキスト等によって自学自習すること。 

tsudome＠ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

男性介護者白書 津止正敏他          ／かもがわ出版／978‐４‐0117‐5／

ボランティアの臨床社会学 津止正敏他          ／クリエイツかもがわ／978-4-86342-022-9／

平常点評価 講義時のコミュニケーションペーパーなどを活用して、出席状況、理解度を評価する。また随時

小レポートによって提出状況や内容理解も評価する.

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 人々の健康には、病原体や寒冷という自然の影響だけでなく、消費や生産のあり方、所得、など多面的な事柄が関わっている。社会によって

人々の健康は左右されるという側面を重視しながら、地域における健康課題とそれへの対策を検討していく基本的観点の修得をめざす。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

地域社会論，地域福祉論，現代人とヘルスケア，衛生学などとあわせて受講することで理解が深まるだろう。

・課題や成績評価など重要事項は、授業だけでなくコースツールでも告知するので、やむをえない理由で欠席した場合も、コースツールは点

検していることを前提とする。

・授業スケジュール一部修正（11月10日）

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

それぞれに関心のある健康問題（たとえば，がん，糖尿病，自殺，交通外傷，薬物依存など）を決めて、各テーマに添って掘り下げて考えること。

授業において、リーディング・リストを配布するので、読んで理解し、活用すること。

単位数 /  Credit 2

地域保健論 (S)

担当者名 /  Instructor 松田 亮三

15840

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この科目を修了した学生は、次のことができるよう期待されている。

１．人々の健康状態を把握し、記述する方法とその限界について説明できる。

２．人々の健康状態に影響を及ぼす要因について、具定例をあげながら説明できる。

３．人々の健康状態の改善をめざす取り組みを,理論的に、また具体例を示しながら議論できる。

４．人々の健康を保持あるいは増進するために、医療・福祉や住環境など社会制度が持つ意味を説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス 地域保健へのいざない 地域，人口，健康，公衆衛生，地域保健，健康づくり１回

地域における健康問題の具体的検討1　子どもの健康問

題

 死亡統計，乳児死亡，事故評価２回

地域における健康問題の具体的検討２　健康 保健行動，喫煙，喫煙対策，分煙3回

地域における健康問題の具体的検討３　精神保健，疾病

負担，精神保健の難しさ

感染,伝播，予防接種４回

健康のとらえ方 健康の定義，積極的健康観，動的な健康観，健康の次

元

５回

地域保健の戦略形成論 地域保健戦略、健康課題と要因分析、予防戦略、健康

資源の動員

６回

地域の健康評価 疫学，死亡率，罹患率，有病率, 主観的健康感，地域保

健アセスメント，リスク評価

７－８回

健康のリスクと疾病モデル 疾病モデル，健康リスク，要因分析，リスク評価、保健

行動、健康の決定要因，健康の社会要因

９－１０回

予防・健康増進戦略形成論 予防の３段階（1次予防，２次予防，３次予防），全人口

(ポピュレーション）戦略，高リスク戦略，健康増進（ヘル

ス･プロモーション）

１１－１２回

健康格差とその対策 健康格差、社会政策１３回

地域健康資源動員論 地域の健康資源，行政計画，保健組織，医療制度１４回

総合　地域保健の戦略形成論再検討 地域保健戦略、健康課題と要因分析、予防戦略、健康

資源の動員

１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標を基準に評価する。80 ％

平常点評価 １）授業内で提示あるいは実施する課題の実施状況を評価の基本とする。成績に加味する課

題は受講者の状況などによって 終的に決定するが、小レポート・課題シートの遂行・プレゼン

テーションなど、多様な方法がありうる。課題を出す場合は、授業内だけでなく、コースツールで

も告知するので、やむを得ない理由で欠席した場合も、コースツールを毎回点検すること。

２）単なる出席は評価対象とならない。またコミュニケーション・ペーパーの提出についても、そ

れだけでは評価対象としない。

３）質疑応答・グループワークなど授業内活動において特段の貢献があった場合は20％の枠内

で追加的に評価する。

20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

（行政）

厚生労働省(http://www.nih.go.jp/eiken/index.html)

健康日本２１　http://www.kenkounippon21.gr.jp/

（研究機関）

国立健康・栄養研究所(http://www.nih.go.jp/eiken/index.html)

国立保健医療科学院(http://www.niph.go.jp/)

電子図書館からは、『保健医療科学』（かつての『公衆衛生研究』）が読める

http://www.niph.go.jp/toshokan/denshi-toshokan.htm

厚生労働科学研究のデータベースもある

http://www.niph.go.jp/wadai/mhlw/index.htm

（ポータルサイト）

健康ネット　http://www.health-net.or.jp/　（健康に関連したＮＧＯ）

その他、多数あり。授業中に紹介する。

 その他 /  Others

教員ウエブサイト http://bit.ly/ihpowiki

教員ツイッター   @ihpo

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

本授業では総論を理解して，各人が健康課題に取り組み考えることが求められるので，予防や健康づくりを考えたい課題を具体的に想定して授

業を受けることが望ましい。この授業では、学生の積極的な参加を期待しており、受講者数によるが授業でも討論・グループワーク・発表などを

積極的に組織する。そのような心構えをして授業に臨んでほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

シンプル衛生・公衆衛生学 鈴木庄亮・久道茂／／／地域保健の概要の把握について

健康づくりと社会環境   松田亮三他 ／法律文化社／／主に健康づくりについて 

国民衛生の動向   ／財団法人　厚生統計協会 ／／公衆衛生の動向など全体的な理解について 

健康と医療の公平に挑む　国際的展開と英米の

比較政策分析 

松田亮三編／勁草書房 ／／健康格差や医療格差について

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、胎生期から児童期までの人間発達について概説するとともに、子どもを取り巻く社会の問題、保育や教育における課題についても

論じる。また、障害のある子どもの発達的特徴および保育・療育の課題についても考察する

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

乳幼児心理学 (S)

担当者名 /  Instructor 目黒 朋

15825

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①子どもへの関心を高め、乳幼児期の発達を捉える視点を明確にする。

② 保育園や幼稚園における子どもたちの生活について学ぶ。

③ 障害のある子どもたちの生活や発達について学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子ども観の変遷、「発達」の捉え方、生涯発達における乳

幼児期のもつ意味  

発達段階、人権としての発達、生涯発達心理学 

胎生期の発達 受精、卵体期、胎芽期、胎児期、胎児の知覚世界、胎

生期の発達保障 

第２回

乳児期前半の発達と保育  

 

赤ちゃんの不思議、新生児微笑、生活リズム第３回

乳児期後半の発達と保育  ８か月不安、定位行動、はいはい、喃語第４回

１歳児の発達と保育  

 

自我の誕生、直立二足歩行、道具の操作、音声言語、

しつけ

第５回

２歳児の発達と保育 対概念、象徴機能、みたて・つもり遊び  第６回

 ３歳児の発達と保育  イッチョマエの３歳、ごっこ遊び、３歳児の心の揺れ 第７回

 ４歳児の発達と保育 ～シナガラ～スル、心の理論、４歳児のプライド 第８回

 ５歳児の発達と保育 自我から自己へ、中間世界の成立、自己信頼感、集団

あそび

第９回

   

障害のある子どもの発達と保育（１）

自閉症、ダウン症、発達遅滞、乳幼児健診 第１０回

 第１１回  

障害のある子どもの発達と保育（２） 

 

第１１回

障害のある子どもの発達と保育（３）  発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥･多動性障害（ＡＤ

ＨＤ）、アスペルガー症候群 

第１２回

障害のある子どもの発達と保育（４）第１３回

児童期の発達と教育 小学校、ギャングエイジ、学童保育、接続問題 第１４回

まとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験により講義内容の理解度を問う80 ％

平常点評価 講義時間内に実施するミニレポート およびコミュニケーションペーパーの提出と記述内容20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

　対人コミュニケーションには言語的なものと、非言語的なものがあります。そして人は圧倒的に多く言語的コミュニケーションを使います。そこで

はしばしば上手、下手の意識が生まれます。その結果つい、「コミュニケーションは苦手・・・」などという説明を自分に貼り付けてしまいます。

　一方、得意だと思っている人は、自分のコミュニケーション技術を振り返ってみる機会はありません。上手くやれていると思っているものを、見つ

め直す必要を感じないからです。

　その結果、若くして身についた技術のまま、二十代、三十代を過ごしてしまいます。これが要注意点であることに議論は不要でしょう。

　また、得意な人も苦手な人も、非言語的コミュニケーションに関しては、自覚することが少ないものです。自分の態度が他者の目にどのように

映っているのか。気にはなるけれども、明らかにされる機会はそうありません。ここにも焦点を当てます。

　対人コミュニケーションには「スキル（技術）」と「コンテンツ（内容）」の二つの課題が存在します。当然のことですが人は、コンテンツ（伝える内

容）とプロセス構築力（伝達手段技術）の両者がうまく備わってはじめて、関係の場に自信を持って立てるのです。

　この授業では、大学の講義としては馴染みの少ない、毎回の実習形式でこれらの課題に各自挑戦してもらいます。したがって教室はコミュニ

ケーションの「ジム」だととらえてください。練習しない人や言い訳にすがりつきたい人には意味を持ちません。

　対人関係が苦手な人は少しの勇気と共に、得意だと思っている人は、持ち味だけで一生過ごせるわけがないことを内省しながら受講を決めて

下さい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

人間コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 団 士郎

15883

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　まず、対人コミュニケーションにおける自身の特徴を自覚する事から始まります。そしてそこで発見される課題に各自が取り組みます。エクササ

イズは毎回提示されますが、どう取り組むかは受講生に委ねられます。教室は知的情報取得の場ではなく、コミュニケーションスキルの練習場で

す。到達目標はそれぞれのコミュニケーション能力の一歩前進ということになります。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　授業の進め方　第一回の実習　ミニレ

ポート（記述・提出）  

１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

４

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

５

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

６

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

７

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

８

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

９

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１０

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１４

人間コミュニケーション論（実習）の到達目標　講義「戦略

と結果」

１５
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

三分の二以上（１０回）出席できそうにない者は登録しないでください。毎週フィードバックシートの提出を課しますが、授業の後半に、それだけ出

しに来るような対応には即刻、評価除外します。やむを得ない欠席、遅刻に関しては、フィードバックシートに事情を明記してください。近年の欠

席は四，五，六回生に著しく偏っています。出席が無理なら、登録しないでください。

　ここ数年、男子学生の登録と出席が増えています。開講初期、圧倒的に女子学生が多かったことを思うと、男子学生の健全化も感じます。受講

してみて初めて分かる驚きを体験してください。

danufufu@osk.3web.ne.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

対人援助学マガジン 編集・団士郎　著者多数／web雑誌／／対人援助学会hpのダウンロードフリー雑誌

家族の練習問題１，２，３ 団士郎／アソブロック／／ロングセラーのマンガ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 50 ％

平常点評価 毎回、ミニレポート提出50 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

発達障害の概念、発生・成立のメカニズム、診断、予後および療育・指導方法などについて、人間の発達段階と関わらせて論じる。乳児期、幼児

期においては早期発見・早期対応・早期療育などの課題と関わらせて、学童期・青年期においては学校教育・集団活動などの視点から発達支援

の課題と関わらせて考えていきたい。

　本講義では、人間発達の過程において発達の質的転換期（例えば、「階層-段階」理論など）との関わりで発達障害をとらえていく。発達障害

児・者への支援の実際について学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

乳幼児心理学、児童青年の心理、人間コミュニケーション論、障害者福祉論、心理検査法 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・実習やフィールドでの経験があると理解しやすい。

・日頃、耳にする用語や概念を授業で正確に理解してほしい。

・自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害をもつ当事者や家族の手記などを読んでみると理解がしやすい。

単位数 /  Credit 2

発達障害論 (S)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積

12348

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・発達障害の基礎的概念や用語を学ぶ。

・発達障害の発生・成立のメカニズムを学ぶ。

・人間発達における質的転換期と発達障害の関係について理解を深める。

・発達障害児・者への支援の実際について学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１．発達障害とは（１）－基礎的用語と定義の説明－  発達、障害、発達障害、学習障害、言語障害、情緒障

害、行動障害、自閉症、アスペルガー障害

第1回

発達障害とは（２）－歴史・現状－ 障害者数、発達障害者数、発達障害者支援法、障害の

定義

第2回

発達障害とは（３）－生命の誕生と障害の成立－ 人間進化、遺伝病、障害の成立、機能障害、共同社

会、社会の進歩と障害者、知的障害と能力主義、障害と

社会

第3回

発達の「階層－段階」と発達障害（１）－胎生期（その１）

－

受精、卵体期、遺伝病、染色体異常、胎芽期、器官形

成期、形成異常

第4回

３．発達の「階層－段階」と発達障害（１）－胎生期（その

１）－ 

卵体期、胎芽期、遺伝病、染色体異常第5回

発達の「階層－段階」と発達障害（３）－周生期・新生児

期－

未熟児、低体重児、仮死、アプガー指数、重度重複障

害

第6回

発達の「階層－段階」と発達障害（４）－乳児期前半－ 原始反射、親と子の絆、運動発達、笑顔の獲得、情緒

の発達、親子関係、脳性まひ

第7回

発達の「階層－段階」と発達障害（５）－乳児期後半－ 移動、コミュニケーション、注意共有機構（SAM）喃語の

獲得、模倣と学習、愛着の発達、対人関係障害、情緒

障害

第8回

発達の「階層－段階」と発達障害（６）－脳性まひ－ ボイター法、乳幼児健診、大津方式、早期発見、早期対

応

第9回

 発達の「階層－段階」と発達障害（７）－幼児期（その１）

－

歩行、道具の操作、言語の獲得、遊びと模倣、自我の

誕生

第10回

発達の「階層－段階」と発達障害（８）－幼児期（その２）

－

ケンケン、描画の発達、「心の理論」の獲得、自己と他

者、自制心の形成

第11回

発達の「階層－段階」と発達障害（９）－自閉症スペクトラ

ム（その１）－

自閉症スペクトラム、カナータイプ、アスペルガー症候

群、フエノタイプ、3つ組みの障害、診断基準、二次障害

第12回

発達の「階層－段階」と発達障害（10）－自閉症スペクトラ

ム（その２）－

早期発見、早期診断、共同注意、マインド・リーディン

グ、障害の受容

第13回

発達の「階層－段階」と発達障害（11）－自閉症スペクトラ

ム（その３）－

アスペルガー症候群、二次障害、いじめ、不登校、ひき

こもり、社会参加、障害の自己認識、こだわりと個性

第14回

授業のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.
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授業の途中でレポートの提出をもとめる。必ず提出のこと。

レポートは、コースツールを活用して提出物をもとめる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本自閉症協会：http://www.autism.or.jp/

日本ダウン症ネットワーク：http://jdsn.gr.jp/

日本知的障害者福祉連盟：http://www13.ocn.ne.jp/~jlid/

日本発達障害者ネットワーク：http://jddnet.jp/

全国障害者問題研究会：http://www.nginet.or.jp/

文部科学省: http://www.mext.go.jp/

厚生労働省：http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

レジュメは当日配布します。授業後はコースツールにアップロードしておきますので各自ダウンロードしてください。授業の連絡事項も授業場面及

びコースツールの連絡事項で指示をします。 

研究室は修学館340号です。

Tel＆Fax：075-466-3069

E-mail:hozumi@ss.ritsumei.ac.jp

（事前に面談の予約をお願いします）

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業テーマと関連する教材や文献を活用して知識をひろげる努力をしてほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『発達診断と障害児教育』 荒木穂積・白石正久 ／青木書店／978-4250207259 ／乳幼児期の発達の基礎を学ぶ

『自閉症と遊び』 ヤニック・ベイヤー＆ローネ・ガメルトフ クリエイツ／かもがわ／978-4902244922／自

閉症とその発達支援の基礎を学ぶ

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子どもの発達と診断①～⑤』 田中昌人・田中杉恵／大月書店 ／／乳幼児期の発達の基礎を学ぶ

『障害医学への招待-特別支援教育・自立支援

法時代の基礎知識-』

杉本健郎・二木康之・福本良之／クリエイツかもがわ／／障害の医学的基礎を学ぶ

『自閉症スペクトラム生き方ガイド-自己権利擁

護と「障害表明」のすすめ-』

スティーブン・ショア／クリエイツかもがわ／／自閉症の発達障害支援の基礎を学ぶ

『乳幼児期の自閉症スペクトラム障害－診断・ア

セスメント・療育-』

カタルツィナ ハヴァースカ・フレッド・R. フォークマー・アミ クリン/竹内 謙彰・荒木 穂積 

(監訳)／クリエイツかもがわ／／自閉症スペクトラムの早期発見、早期療育の研究成

果を学ぶ

定期試験（筆記） 配点にそって採点する。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％

平常点評価 中間レポートの提出を求める。

事実と自分の意見・感想が区別して述べられているか。

資料や文献の読み込みがしっかりできているか。

資料や文献の紹介が中心のレポートは減点となる。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

発達保障とは、社会福祉や保育・教育、医療などの実践や理論と関わる、人権や社会保障を根底から成り立しめるためにうまれてきた権利保障

の思想と科学である。人間が一生をかけて自己実現を成し遂げるためには、生まれてから死をむかえるまでのライフサイクルをとおして、人生の

それぞれの時期にどのような人間的自由を獲得し、人間発達が保障される中で、人格の拡大・充実・発展を成し遂げるかを考える学問である。

　本年度は、特に子ども、障害者（児）、教育の視点から発達保障の諸課題を取り上げる。人間発達の阻害状況とともに、子どもや障害をもつ人

たちの発達の可能性とそれを保障するための理論と実際について考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会保障論、人格発達論、障害者福祉論、現代人権論、ライフサイクル論、発達障害論 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業の途中でレポートの提出をもとめる。

授業テーマと関連する資料を配付するので自主学習をすすめてほしい。 

単位数 /  Credit 2

発達保障論 (S)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積

13287

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

発達保障の成り立ってきた歴史的背景、現代社会における人間発達の阻害状況、およびそれを発達の契機として築きあげてこられた人間の発

達を保障するための諸理論と実践についての理解を深める。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

人権や教育の歴史にふれるが、人物史が中心になるので詳しくは伝記など関連文献で深めてほしい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１章　発達保障とは何か（１） 歴史的性格、構成要素、３つの系1

発達保障とは何か（２） この子らを世の光に、糸賀一雄、階層段階－理論、田

中昌人

2

第２章　子どもと発達保障（１）－「子どもの世紀」－　 児童心理学の誕生、プレイヤー、子どもの世紀、エレ

ン・ケイ、子ども学の誕生

3

子どもと発達保障（２）－保護から権利へ－ 子どもの権利宣言（ジュネーヴ宣言）、ヤヌシュ・コル

チャック、ホロコースト、児童保護

4

子どもと発達保障（３）－「子どもの権利宣言」から「子ども

の権利条約」へ　

子どもの権利宣言、子どもの権利条約、 発達主体、意

見表明、パラダイム転換

5

子どもと発達保障（４）－「国連・子どもの権利委員会」－ 子どもの権利の実質化、国境を越える権利、「子どもの

貧困」

6

障害者と発達保障（１）－発達保障の思想の誕生－ 戦前の障害児教育、戦災孤児の救済、知的障害、近江

学園、糸賀一雄

7

障害者と発達保障（２）－重症心身障害者の権利－ 「夜明け前の子どもたち」、慈悲から権利へ、国際人権

年、療育、発達観の転換

8

障害者と発達保障（３）－養護学校義務制移行－ 就学猶予・免除、教育を受ける権利、特殊教育、障害児

教育

9

障害者と発達保障（４）－インクルーシブな教育－ 特別なニーズ教育、特別支援教育、合理的配慮、インク

ルーシブ（排除しない）社会

10

第4章 現代社会と発達保障（１）－「子どもの貧困」と人間

発達の危機－

発展途上国での発達的危機、子ども白書（ユニセフ）、

先進国での発達的危機、現代の貧困

11

現代社会と発達保障（２）－子どもの虐待－ 児童虐待、虐待の連鎖、自己形成12

現代社会と発達保障（３）－不登校・引きこもり－ いじめ、学力不振、ストレス、受験競争、遊び仲間13

現代社会と発達保障（４）－非行－ 体罰、落ちこぼし、家族機能、地域社会14

まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 配点にそって採点する。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％

平常点評価 事実と自分の意見・感想が区別して述べられているか。

資料や文献の読み込みがしっかりできているか

資料や文献の紹介が中心のレポートは減点となる。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％
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教科書は使用しない。

授業時に毎回、授業用資料を配付する。欠席した場合には、コースツールにアップロードしておくので適宜ダウンロードして活用してほしい。

その他の参考図書は、授業の中で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

UNDP：http://www.undp.org/

UNICEF：http://www.unicef.org/

国連広報センター：http://www.unic.or.jp/

日本ユニセフ協会：http://www.unicef.or.jp/

全国障害者問題研究会：http://www.nginet.or.jp/

外務省：http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

文部科学省: http://www.mext.go.jp/

厚生労働省：http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

研究室は修学館340号です。

Tel＆Fax：075-466-3069

E-mail:hozumi@ss.ritsumei.ac.jp

（事前に面談の予約をお願いします）

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

現代の発達保障の動向については、視聴覚教材や新聞、テレビの記事を利用することがある。

授業内容と関係する、ゲストスピーカーを招聘することがある。その場合、シラバスの変更もあるので授業時、コースツールで知らせる。

欠席した場合には、適宜コースツールで内容に変更がないかどうかチェックすること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

発達保障の探求 田中昌人・清水寛（編著）／全国障害者問題研究会出版部／／

障害のある人びとと創る人間教育 田中昌人／大月書店／／

復刻この子らを世の光に―近江学園二十年の

願い－

糸賀一雄／NHK出版／／

世界子供白書（各年版） ユニセフ／財団法人日本ユニセフ協会／／

人間開発報告書（各年版） UNDP／阪急コミュニケーションズ／／
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授業 の概要 /  Course Outline

「バリアフリー」には背景があり歴史がある。それをふまえながら、バリアを感じている人、バリアにより、「参加」できない人、特に障害のある人の

ことを理解し、バリアとは何か、そのバリアをどうずれば取り除くことができるのかを考えていきたい。また、具体的なバリアの解消方法を可能な

限り体験もしながら学んでいきたい。また、バリアフリーの延長線としてのユニバーサルデザインについても考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特定の科目の履修が必要であるとは考えないが、広い視野とできれば様々な実体験が望まれる。そのためにも各科目について、深く学んでほし

い。

適時、資料配付。

講義の中で適時紹介を行う。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

自らの生活の中での「バリア」となりうるものを様々な視点から見いだし、その解決方法を探る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

バリアフリー論 (S)

担当者名 /  Instructor 増澤 高志

13175

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

障害を持つことは特別なことではない。

であるとすれば、障害を持ったとしても「特別」な人生ではなく、あたりまえの一人の人間として人生を歩むことができないか。そのキーワードの一

つとしてバリアフリーがある。

自らの問題として考えることが大きな目標である。

また卒後、社会福祉の現場に限らず仕事に就いたときに、直接間接に仕事の対象者の抱える課題解決の視点の一つとしてバリアフリー、ユニ

バーサルデザインの引き出しを持つことができればと考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

バリアフリーとは何か。その歴史と背景。 バリアフリー1

バリアフリーと国際条約関係、各国の状況、国内法の状

況

バリアフリーと法2

バリアフリー、ソフトでできること、ハードでできること ソフトとハード3

バリアフリーの対象としての障害を考える① 肢体不自由4

バリアフリーの対象としての障害を考える② 肢体不自由5

バリアフリーの対象としての障害を考える③ 視覚障害6

バリアフリーの対象としての障害を考える④ 聴覚障害7

バリアフリーの対象としての障害を考える⑤ 知的障害・発達障害8

バリアフリーとテクノロジーの果たす役割① テクノロジー9

バリアフリーとテクノロジーの果たす役割② テクノロジー10

バリアフリーを考える① 今できること11

バリアフリーを考える② 今できること12

バリアフリーを考える③ 今できること13

まとめ①14

まとめ②15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 課題に沿って考察ができているか。50 ％

平常点評価  ５０％出席と出された課題を取り組む姿勢。50 ％

その他 ／ Other
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 その他 /  Others

メールにて連絡

JZA00265@nifty.ne.jp

連絡時には、件名に「バリア」と用件を必ず記載のこと。
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授業 の概要 /  Course Outline

ジェンダーは一般に「社会的・文化的性別」と呼ばれる。性別は自然で普遍的な現象として捉えられがちだが、そのありようは、文化／社会によっ

て大きく異なる。この授業では、ジェンダーとはそもそも何か、という問いから始め、ジェンダーがどのように社会の中で生み出され、機能するか

を、比較社会学的観点から考える。具体的には、①ジェンダーという概念が生み出されてきた経緯を考察する。②セクシュアリティや生殖、恋愛

など、親密な関係性にまつわるテーマに焦点を当てながら、近現代のジェンダーをめぐる社会的変化を考察する。③映像資料などを用いなが

ら、ジェンダーがイメージとしてどのように作られていくかを考察する。④ジェンダーの越境可能性やその実践について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介した文献や映像作品などには、できるだけ多く目を通すこと。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

比較ジェンダー論 (S)

担当者名 /  Instructor 赤枝 香奈子

13314

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

性別を自然な現象としてではなく、社会的に構築されたものとして見る視点を獲得する。また、性や親密な関係など、従来、「私的な問題」として

認識されてきた事柄の、社会性や歴史的背景について理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は半期の授業中、かなりの分量の文章を書くこと、そのために授業テーマについて深く掘り下げて考えることを要求されるので、その覚悟

を持って臨むこと。

私語は厳禁。見つかった場合は退出を求める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：ジェンダーとは何か セックス／ジェンダー／セクシュアリティ1

ジェンダー研究の歴史（１） 第一波フェミニズム、新しい女、モダンガール2

ジェンダー研究の歴史（２） 第二波フェミニズム、ウーマン・リブ3

ジェンダー研究の歴史（３） 第三波フェミニズム、ジュディス・バトラー4

ジェンダーと親密性（１） 家族、性別役割分業5

ジェンダーと親密性（２） 友情、恋愛6

ジェンダーと親密性（３） ロマンティック・ラブ、ロマンティック・フレンドシップ7

ジェンダーと親密性（４） 同性婚、パートナーシップ制度8

ジェンダー・イメージ（１） 母／妻／娘／娼婦9

ジェンダー・イメージ（２） 少女／少年10

ジェンダー・イメージ（３） ホモソーシャリティ／ホモセクシュアリティ11

性別を超える（１） トランスジェンダー、トランスセックス、第三の性12

性別を超える（２） 性同一性障害13

性別を超える（３） 異性装、トム／ディー、ブッチ／フェム14

まとめ クィア15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったテーマや作品の中から、受講者の関心に基づいて一つを選び、それについて考

えを問うもの。論理的思考や批評的態度をもって検討、記述しているかどうかを見る。

50 ％

平常点評価 授業時間の 後に10～15分ほど時間をとって、リアクション・ペーパー（小レポート/感想文）を

課す。授業中に関心をもったことや、授業の内容に関連する身のまわりの事例、批判的意見な

どを書いてもらう。リアクション・ペーパーの内容と提出状況は成績評価に含まれる。リアクショ

ン・ペーパーは7回以上提出すること。

50 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義では、経済社会の変化が進むなかでの、社会保障･社会福祉に関する行政･財政政策の現状と問題について学ぶ。社会保障･社会福

祉をめぐる問題を考えるためには、その理念、歴史、制度の仕組み、財政構造を理解することが大切である。その上で、これらの制度が抱える

問題やその経済的･社会的背景や地域性にも目を向け、高まる福祉需要への対応について理解を深めたい。日本は、21世紀にどのような福祉

システムに再編･調整しようとしているのか、諸外国にも目を向けながら展望する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会保障論、福祉政策論、財政学関連の科目の履修が望ましい。

基本的に、上記の本をテキストとして用いる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日ごろから新聞・雑誌などに目を通し、私たちの生活に関わる問題や、社会保障･社会福祉政策に関わる動向に関心を持つようにすること。

単位数 /  Credit 2

福祉行財政論 (S)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

11855

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）私たちの生活のなかでの社会保障･社会福祉に関わる問題の現状を知る

（2）社会保障･社会福祉に関わる政策・制度と行財政への理解を深める

（3）社会保障･社会福祉に関わる政策と経済的・社会的背景との関連性についての理解を深める

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストは必ず購入し、授業時に持参すること。

授業中に適宜配布する資料を見直し、整理・保存すること。

日ごろから新聞に目を通すこと。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

福祉国家と地域と高齢化 渋谷博史・桜井潤・塚谷文武／学文社／／2009年12月刊行

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

福祉行財政論ではなにを学ぶのか 講義の導入、社会保障、社会福祉、公的扶助、福祉

サービス、少子高齢化社会

1

社会保障･社会福祉の歴史的変遷～政策理念と福祉国

家の変容

国民皆保険、福祉六法、福祉元年、新自由主義2

社会保障･社会福祉財政の展開～国際比較の観点から 社会保障財源、社会保障給付費、ヨーロッパ、アメリカ3

医療の福祉：医療制度をめぐる問題と医療保険財政 医療費増加、財政赤字4

医療の福祉：医療保険制度改革と「皆保険」 国民健康保険と職域保険、給付と負担の見直し、医療

費の適正化、無保険問題

5

年金の福祉：年金制度をめぐる問題と年金保険財政 国民年金、厚生年金、国と地方6

年金の福祉：年金制度改革と老後の所得保障 給付と負担のバランス、国庫負担、積立金7

高齢者の福祉：介護に関する行財政の歴史と介護保険

制度

措置制度、社会保険、要介護認定8

高齢者の福祉：介護保険の財政構造と地域間再分配 給付、保険料、公費、介護報酬9

子どもの福祉：少子化の現状とその背景 合計特殊出生率、出産・育児の費用負担、核家族化、

晩婚化

10

子どもの福祉：子育て支援政策とその財源 サービス給付、経済的支援、仕事との両立支援11

子どもの福祉：保育所サービスと地域性 認可･無認可保育所、待機児童12

後のセーフティネット：生活保護の現状と財政 国と地方、地域格差、 低生活費13

後のセーフティネット：生活保護行政と「自立支援」 就労支援、「無保険者」14

21世紀の日本の福祉行財政の展望 講義のまとめ、少子高齢化社会、格差社会、グローバ

ル化

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に照らして評価する。70 ％

平常点評価 講義期間中盤に、理解度の確認のため小テストを実施する。30 ％
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基本テキストと合わせて、参考書に挙げた文献の内容も一部講義で扱う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

オフィスアワー

事前にメールで確認することが望ましい。　chasegaw@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル化と福祉国家と地域 渋谷博史・樋口均・櫻井潤編／学文社／／2010年4月刊行

社会保障と地域 渋谷博史・根岸毅宏・木下武徳／学文社／／2008年4月刊行

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

少子高齢社会の進捗、格差社会の広がりのもとで現在と未来に安定を託した社会福祉拡充への期待は極めて大きいが、制度としては公的責任

が薄らぎ契約制度への移行が進められている。その中にあって真に憲法に保障される生活権、生存権に値する福祉事業の運営と経営のあり方

を考える。そのためには、社会福祉とは何か、社会福祉事業とは誰のため何のために存在するか、学ぶべき立脚点を明確にする。その上で、福

祉事業の運営と経営の実際を学ぶとともに、公的な責任のもとで真に国民に開かれた福祉事業の運営と経営のあり方を見出すことを中心とす

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉法、社会保障論他各種の福祉法

なお、できれば福祉施設・事業所への見学等をしておくことが望ましい

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

できれば福祉にかかる事業所（福祉施設等）を見学しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

福祉経営論 (S)

担当者名 /  Instructor 芝田 宇佐男

11615

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・社会福祉と社会福祉事業の役割と使命及び実際を理解する

・公的責任のもとでの福祉事業を営む社会福祉法人の設立と運営、及び役割、使命を理解する

・福祉現場を支える福祉従事者を取り巻く環境と福祉労働の役割を理解する

・市場化されている福祉現場の運営と経営の実際を学びながら、国民の権利保障としての福祉事業の運営と経営　のあり方を理解する

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

福祉を必要とする人の暮らしやハンデイキャップを理解し、共感することのできる自らの人間性が重要である。そして福祉に関る知識と共に対人

援助事業をとおして行われる人間性豊かな援助実践の役割を理解することが大切である。人を理解し、自らの人間性を高めること、そして、人と

社会を見つめる確かな目を養うよう努力することが望まれる。それは、単に福祉ではなく「社会」を冠する社会福祉の意味と役割をしっかりと理解

することに通じるものと思われる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義 自己紹介、授業計画1

福祉経営を学ぶ視点 社会の現状と国民の生活実態。権利としての社会福

祉。ノーマライゼーション。

2

社会福祉の理念 社会福祉の歴史、福祉実践の到達と課題3

社会福祉法 社会福祉法の概要と社会福祉事業4

公的福祉を推進する社会福祉法人 社会福祉法人の概要と設立、運営、定款準則5

社会福祉法人の運営 資産、役員、運営原則、事前規制、監査など6

公的福祉サービスの運営と経営 措置制度と措置費の仕組み・特別養護老人ホームを中

心に

7

障害施設の運営と経営 障害者福祉を巡る情勢と共同作業所等の運営と経営の

実際

8

保育所の運営と経営 保育を巡る情勢と保育所の運営と経営の実際9

介護保険制度のもとでの事業経営 介護保険制度の概要と仕組み10

市場化のもとでの福祉経営 特別養護老人ホームの運営、経営の実際と特徴11

市場化のもとでの福祉経営 在宅福祉サービスの運営、経営の実際と特徴12

福祉労働と専門性 福祉従事者をとりまく法的整備と給与等の実態。福祉労

働における専門性。

13

良質な福祉サービス提供のために サービスマネージメント、危機管理、外部評価等14

社会福祉法人の役割、使命 社会福祉法人のアイデンテイテイとこれからの姿を求め

て

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 社会福祉にかかる運営と経営に関する知識と考え方の明確化40 ％

平常点評価 出席　40％

日常のコミュニケーションペーパー等による問題意識の明確化　　20％

なお、出席率７０％以下は及第しない。

60 ％
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毎回、レジュメ・資料を配布する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会福祉辞典 社会福祉辞典編集委員会／大月書店／4-272-36040-ｘ／

民間社会福祉事業と公的責任 福祉労働福祉経営共同研究所／かもがわ出版／4-87699-731-4／

転換期の社会福祉事業経営 石倉康次／かもがわ出版／4-87699-651-2 ／

福祉サービスの組織と経営 社会福祉士養成講座編集委員会／中央法規出版／／
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義では、福祉計画の史的展開とその背景について学ぶとともに、「地域福祉計画｣の概要、策定方法、他の計画との関係、評価、財政など

について学ぶ。国による社会福祉に関わる改革の内容と意義を踏まえたうえで、21世紀の社会福祉を推進する上で焦点が当てられている地域

（都道府県、市町村など)による福祉計画の可能性について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

テキストに沿って授業を進めるので、必ず購入の上授業に持参すること。

授業中に適宜、提示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日ごろから新聞・雑誌などに目を通し、私たちの生活に関わる問題や、福祉に関わる動向に関心を持つようにすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉計画論 (S)  §  社会福祉援助技術論IV (SG)  §  社会福祉援助技術論IV (S)  §  福祉計画

論 (SG)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

12124

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）福祉計画に関わる基本的な歴史、制度についての理解

（2）地域福祉計画の基本的な概念についての理解

（3）地域福祉計画の意義と重要性についての理解

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

オフィスアワー

事前にアポイントをとることが望ましい。　chasegaw@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域福祉計画 武川正吾編／有斐閣／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

福祉計画論ではなにを学ぶのか 講義の導入、福祉計画を考える視点1

福祉計画の史的展開と社会背景（1） 福祉六法、ゴールドプラン、新ゴールドプラン、エンゼル

プラン、ノーマライゼーション、少子高齢化社会

2-3

福祉計画の史的展開と社会背景（2） 社会福祉基礎構造改革、措置から契約（利用制度）へ、

地域福祉の推進

4-5

地域福祉計画の理念と内容 総合化、住民参加、市町村、都道府県5

地域福祉計画と関連計画 地域総合計画、社会計画6-7

地域福祉における必要（ニーズ）と資源 在宅福祉、ニーズの判定と問題8

地域福祉計画の策定プロセス 課題、理念、目的、課題の解決、実践9

課題の発見と目標の設定 地域診断、必要（ニーズ）把握の技法、参加型調査10

住民参加の技法 住民参加による検討、必要の把握、福祉学習、コミュニ

ティ・ミーティング

11

地域福祉計画における評価 評価方法、評価の実際12

地域福祉計画と財政 計画行政、予算、財源、民間財源、自治体財政13-14

地域による社会福祉計画の可能性 地方分権、住民参加、当事者参加、ガバナンス15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に照らして評価する。70 ％

平常点評価 授業中に適宜、理解度を確認するための小テストを実施する。30 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

福祉産業論と一口に言っても、現状を見る限り自動車産業や鉄鋼産業などの天下国家を支えるほど巨大なものではない。また、明確な共通イ

メージがあるわけでもない。一般的なイメージでは保健・医療・福祉など日常の生活部面で提供されているサービスが多く見られるところである。

少子高齢社会の到来とともに保健・医療・福祉など、それぞれの分野で市場が形成また拡大されつつあり、今後のこれらの分野の成長が見込ま

れることから既存産業からの参入が図られているところである。本講義では、その現状を見ながらこの分野の将来性とその成長が市民生活の支

援等にどう寄与するかを見る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基本的に社会福祉論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論などを履修していることが望ましいが、これらの分野に対して日頃から新聞や雑

誌から時事的な話題に関心を持つことが大事である。特に政権交代から、介護保険制度の改正をはじめ障害者自立支援法の制定、後期高齢

者医療制度の改正など大きな変化が検討されている。そのような背景のなか、既存の事業から新規に参入する企業やその商品などを生活実践

から学び取る姿勢が大事である。

定期試験は実施しないが、日頃の受講態度から福祉産業に関する関心事や興味など、視野の広がりや知識の習得度合いを見るため、期間

中に１から２回程度、課題を与えて小レポートを提出してもらう。そのため、毎回の出席に占める比重は高い。また、全体のまとめとしての到

達度合を測るため期末レポートの提出を求める。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

福祉産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 今井 久人

13158

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

保健・医療・福祉といった生活関連産業のそれぞれの分野の特徴や具体的な事業展開例から、福祉産業を俯瞰的に広く理解するレベルに達す

ること。さらにその理解の上にたって、今後、社会人として生活の様々な場面で利用するであろう保健・医療・福祉などのサービスを、供給側・受

給側など視点を変えながら、その抱える諸課題や産業としての発展性や可能性を探るレベルまでに高めること。

（若い学生諸君にはまだそれぞれのサービスの利用は身近なものではないが、関心を持つことによりその公的・私的なサービスを消費者として

理解するような学習態度を期待する） 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本を元気にする健康サービス産業    島田晴雄 ／東洋経済新報社 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義1

福祉産業とは何か（講義の概要） 一般産業の動向　　　生活関連産業2

医療産業の市場　　　日本の医療（医療機関）の現状と課

題

厚生動向　　医療保険制度　　高齢者医療制度　　診療

報酬

3-4

医療産業の市場　　日本の医療（医療周辺産業）の現状

と課題

医療機器　　医薬品　　医療廃棄物 5-6

健康産業市場　　日本の健康産業の現状と課題 健康増進ビジネス フィットネスクラブ　　サプリメント市場

　　健康グッズ

7-9

福祉産業の市場　介護保険制度　　障害者自立支援法 介護報酬　介護ビジネス　紙おむつ　介護機器　高齢者

住宅　有料老人ホーム

10-11

介護保険関係サービス事業　（訪問介護、通所介護、施

設介護など） 

介護保険の各法定サービス12

中国の高齢化と高齢者医療・高齢者福祉の動向、現状 社会保障制度　　13-14

総括（まとめ）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 定期試験に代わるものとして全体の講義を通して、理解度と全体的な視点、気づきを問う。 50 ％

平常点評価 出席を重視する。中間に小レポートの提出を求め関心事や理解の深さを確認する。出席時のコ

メントシートを利用しながら、授業内容の質問やコメントの提出を求める。 

50 ％
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参考文献は多くないが、日常から新聞・業界誌等、社会保障等の動向や関連法案等の記事やＴＶニュースに注意を払うこと。

厚生労働省のＨＰ・経済産業省等のＨＰ

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

シルバーサービス論 川村正匡／ミネルヴァ書房／／

日経ヘルスケア21 ／日経ＢＰ社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ「高齢者・障害者が住まいで地域で安心して住み続けられるために」我国の急速に進む高齢社会において、障害を持つ高齢者も増え続け

ている。高齢者・障害者が住まいで、地域で人間らしく安心して住み続けられる環境はどうあるべきか。日本の住宅政策、福祉政策を先進の北

欧等の国々と歴史的に比較しながら考察していく。また、国連においての「居住の権利」宣言等の 近の動きも学びながら、「住まうことは基本的

人権」であることを確認する。なお現在、世界および日本の各地で取り組まれている住民と各分野の専門家及び行政の連携による「住まいの環

境改善」や「福祉のまちづくり」の実践例を学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高齢者・障害者の福祉および「住まい」「まちづくり」に対して興味を持っていること。又、将来それらに関わることを目指している。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

配布資料および参考書のポイントを復習、また事前に配布された資料の予習

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉住環境論 (S)

担当者名 /  Instructor 蔵田 力

13163

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

世界的な流れである「住まいは福祉の基盤」「住まいは人権」を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（１）配布資料は必ず整理し、毎回の講義に持参する。

（２）コミュニケーションカードには、積極的に感想、意見を述べる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

高齢社会の住まいづくり・まちづくり 蔵田力／東信堂／／大学生協等で各自購入

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

住宅の権利・誓約集 監修・中林浩／日本住宅会議／／日本住宅会議が注文販売

居住福祉 早川和男／岩波新書／／大学生協等で各自購入

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義概要、流れ、到達目標等説明1

住宅総論Ⅰ　「住まい」とは2

住宅総論Ⅱ　「居住の権利宣言」を学ぶ3

住宅総論Ⅲ　日本、世界の住宅政策と福祉政策4

住宅各論Ⅰ　バリアフリーの考え方 5

住宅各論Ⅱ-1　「住まいの環境改善」のあり方6

住宅各論Ⅱ-2　「住まいの環境改善」における専門家の

連携

7

住宅各論Ⅱ-3　事例研究8

住宅各論Ⅲ　「住まい」と家族9

住宅各論Ⅳ　「住まい」と健康10

住宅各論Ⅴ　ホームレス問題11

地域論Ⅰ　日本と世界の都市政策12

地域論Ⅱ-1　高齢者・障害者が住み続けられる“まちづく

り”

13

地域論Ⅱ-2　生活圏構想14

まとめ・超高齢社会を展望する“まちづくり”の課題（討15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の理解度および与えられたテーマに対して、主体的にどう深めたのかを評価80 ％

平常点評価 コミュニケーションカードの講義に対する感想等で評価20 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

介護保険制度の導入は、介護・福祉分野におけるコンピュータ活用のあり方を大きく変えた。社会福祉施設や在宅サービス機関においても、パ

ソコンや情報システム、情報ネットワークがごく当たり前の存在となり、サービスの利用と提供を支える重要な役割を担っている。さらに、社会福

祉法の施行によって、情報の開示・提供、苦情解決、サービス評価など情報に関わる事柄が、利用者のサービス選択を保障しサービスの質を高

めていく重要なファクターとして位置づけられるようになった。

　また、情報の入手や利用、発信の障壁（バリア）に直面する「情報弱者」の問題が顕在化し、先端的なＩＣＴ（情報通信技術）を駆使した情報バリ

アフリー、情報のユニバーサルデザインへの取り組みが展開されている。福祉情報機器を用いた様々な自立支援システムなど支援技術

（Assistive Technology）の発達と普及も著しい。社会全体が、ＩＣＴと情報への依存を強めようとしている中で、介護・福祉分野も例外ではなく、今

や、介護・福祉の立場からの主体的な取り組みが強く求められている。

　この講義では、福祉情報化とは何か、何をすることなのかについて、福祉の立場からあきらかにするとともに、福祉における情報化とコンピュー

タ利用のあり方について、コンピュータ実習をはさみながら考えていくことにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「情報リテラシー」を履修し、メール、Web閲覧、ワープロ操作など、基礎的なパソコン操作を的確に行えることが望ましい。

別途指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

福祉・介護とICT・情報というと、福祉分野の学生諸君にはあまり関係がないように思われるかもしれません。しかし、私たちの生活が、今やICT

や情報の活用なしには成り立たないように、福祉・介護分野におけるサービスの利用や提供もICTや情報の活用と深く関わっています。そして、

福祉や介護に関する情報を入手・活用し、あるいは発信することが、当事者や地域住民にとって非常に重要な課題となりつつあります。私たちの

生活と福祉・介護を前進させていくためにICTや情報をいかに活用していくのかという観点から、社会の動き、制度や政策の動きに対する関心を

深めて授業に臨んでください。

単位数 /  Credit 2

福祉情報論 (S)

担当者名 /  Instructor 生田 正幸

13159

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・福祉・介護分野におけるＩＣＴ化・情報化の実態と考え方を知る。

・福祉・介護に関する情報を利用するための基礎的な知識と方法を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 福祉情報論とは何か？　なぜ今、福祉情報化なのか？第01回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化①

－

社会が変わる、生活が変わる、人生が変わる、そしても

ちろん福祉も変わる！

第02回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化②

－

少子・高齢社会を生きるということ第03回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化③

－

少子・高齢社会のライフツールとしてのICTと情報第04回

福祉情報は今…　① 福祉情報を発見する　－インターネットを活用する①第05回

福祉情報は今…　② 福祉情報を発見する　－インターネットを活用する②第06回

福祉情報は今…　③ 記録を使う　－テキストマイニングへの誘い第07回

情報について考える 本当は怖い情報の話第08回

福祉情報とはなにか？　① 私たちにとって福祉情報とは…第09回

福祉情報とはなにか？　② 福祉情報の体系と構造第10回

福祉情報化とは？ 私たちは何をするべきなのか第11回

福祉情報化の現実① 福祉を支える情報化とは？第12回

福祉情報化の現実② 福祉を拡げる情報化とは？第13回

福祉情報化と関連問題 福祉情報化を支える「あんなこと」や「こんなこと」第14回

福祉情報化の課題と展望 ソーシャルメディアが開く新たな福祉と情報化第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 出席状況と受講状況30 ％
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別途指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、政策過程論やガバナンス論の観点も踏まえ、福祉政策を解説する。講義全体は次の問題意識に基づいている。福祉政策の供給

は公的機関が担うべきなのか、それとも民間組織が担うべきなのか。福祉政策の政策決定のあり方や当事者の参加の可能性など、ガバナンス

のあり方。中央政府と地方自治体の権限のあり方。現代、福祉政策がどのように変化しており、どのような方向性にむかっているのか、という問

題である。講義の冒頭、1980年代以降日本や欧米諸国の福祉政策を特色づけている、福祉政策の「市場化」や福祉多元主義を解説。次に戦後

から1990年代までの日本の福祉政策のあり方を概観。中央政府と地方自治体の権限のあり方にも触れる。その上で、1990年代以降、現代にお

いて、生活保護、保育サービス、地域福祉など幾つかの領域を取り上げ、福祉供給における公民関係のあり方や、ガバナンスについて論じる。

本講義の「福祉政策」とは狭義の社会福祉ではなく、広い意味で社会保障全体を指す。また欧米各国での知見を踏まえて、講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代と福祉、社会保障論

なお上記授業計画は、具体的な授業の進み具合に応じて、変更されることもあります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会福祉制度の各種の問題点・課題に関する文献学習。

単位数 /  Credit 2

福祉政策論 (S)  §  福祉政策論 (SG)

担当者名 /  Instructor 大村 和正

15822

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

福祉政策の「準市場」や福祉多元主義、ガバナンス論、社会的排除などの概念を踏まえて、福祉政策のあり方を考察する見方を身につけること

を目指したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義は単に福祉政策に関する具体的な知識を取得すること主たる目的とするものではありません。むしろ様々な論点を通じて、福祉政策の現

状及び今後に対して自分なりの見方で考察する、そのようなセンスを磨くことを目的とするものです。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義のガイダンス―福祉政策を見る視点1

現代福祉政策の新しい動向１．―福祉の「準市場」や福

祉多元主義

2

現代福祉政策の新しい動向２．―新しい貧困、社会的排

除と社会的包摂

3

現代福祉政策の新しい動向３．―ガバナンス論、政策決

定のあり方と当事者の参加（？）

4

戦後日本の福祉政策の動向―戦後から1990年代5

福祉政策における政府と地方自治体との関係6

福祉政策―イギリスの場合7

福祉政策ースウェーデンの場合8

福祉政策―アメリカ合衆国の場合9

日本における生活保護政策の動向10

日本における介護保険制度の動向11

日本における保育政策の動向12

日本における地域福祉政策の動向13

福祉政策における公民パートナーシップ―イギリスと日

本

14

福祉政策におけるローカル・ガバナンス15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 総合的な理解力、文章表現などで評価する。授業中に提示した論点に対して（肯定的であれ、

批判的であれ）積極的に自分の考えを述べること。ただし基本的な事柄を踏まえた上で。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国立社会保障・人口問題研究所・http://www.ipss.go.jp/。社会保障・福祉に関する 新データなどを得ることができる。

社会政策研究ネットワーク関西(SPSN関西) ・http://www.eonet.ne.jp/~aksugino/spsn/。社会保障・福祉に関する 新のトピックスを知る上で好

適。

 その他 /  Others

授業中の私語は厳禁です。私語を止めない場合は、退出を求めることもあります。携帯も電源オフかマナーモードにしておきましょう。

授業の際、あるいはその前後に学生さんからの質問を受け付けます。担当教員は内気な性格ですので、進んで声をかけて下さい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

  社会福祉調査は、潜在的な生活問題、生活実態を把握することから具体的な支援内容を検討し、さらに社会福祉課題、政策課題を明らかにす

る意味を持つ。

  本講では社会福祉調査に関する基礎的な理解を以下の3点から求める。

  ①社会福祉（社会問題）にとっての社会調査の系譜および意義の整理・検討

  ②社会福祉の構造的把握から見た生活実態把握の重要性の検討

  ③社会調査実施に向けた手続きや具体的な方法の習得

である。

  これらを検討・習得する上で、海外を含め様々な社会福祉調査の実際例をあげながら解説する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　社会調査論など調査・統計関連科目、地域福祉論、コミュニティケア論、国際福祉社会論（それぞれ、少なくとも同時履修が望ましい）。

教科書は特に指定しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生が居住する地域社会の生活問題と福祉調査に対して、日常的な関心を持って講義に望んでもらいたい。

単位数 /  Credit 2

社会福祉調査論 (S)  §  福祉調査・統計論 (S)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

10824

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　１．社会福祉（社会問題）にとっての社会調査の系譜および意義を理解すること

　２．社会福祉の構造的把握から見た生活実態把握の重要性を理解すること

　３．社会調査実施に向けた手続きや具体的な方法を習得すること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会福祉士課程の科目であり専門的な内容を多く含むため、社会福祉関連の科目を同時履修または既修であることが望ましい。講義への出席

を通じて自分の頭で考え問題意識を高め、基礎的な事項への理解を深めてほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに　―講義を始めるにあたって―

１．社会福祉調査とは　（１）生活実態把握の意味

三元構造論第１回

１．社会福祉調査とは　（２）概念と系譜の整理① 生活の社会化、地域の福祉力第２回

１．社会福祉調査とは　（３）概念と系譜の整理② イギリス、社会踏査第３回

１．社会福祉調査とは　（４）調査の方法 調査の種類、調査の目的・対象・方法第４回

２．調査の実際と特徴　（１）量的調査の実際① 少子高齢社会、住宅団地第５回

２．調査の実際と特徴　（２）量的調査の実際② 福祉課題の顕在化、暮らしの実態第６回

２．調査の実際と特徴　（３）量的調査の実際③ 学齢障害児、子育て支援第７回

２．調査の実際と特徴　（４）質的調査の実際① 事例調査、ベトナム第８回

２．調査の実際と特徴　（５）質的調査の実際② 学齢障害児、比較福祉第９回

２．調査の実際と特徴　（６）質的調査の実際③ 就学前の課題、早期介入第１０回

３．調査の設計、手順と方法　（１）仮説と検証 問題意識、調査設計第１１回

３．調査の設計、手順と方法　（２）資料収集と分析 基礎資料収集、調査の倫理第１２回

３．調査の設計、手順と方法　（３）量的調査 データの集計、報告書の作成第１３回

３．調査の設計、手順と方法　（４）質的調査 面接法、データの整理と分析第１４回

４．社会福祉調査と社会福祉計画～自治体の事例的検

討

地域福祉計画、地域福祉組織化第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容に関する基礎知識の習得と論理的思考。60 ％

平常点評価 講義内容に対する問題意識の形成と積極的受講。３分の２以上の授業に出席し、レポート（コ

ミュニケーションペーパー）を提出した者のみ成績評価の対象とする。

40 ％
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その他、講義中に適宜指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各自治体（地域福祉計画等の資料）および厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）。その他、講義中に適宜指示する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

障害のある子ども・家族とコミュニティケア 黒田学、渡邉武編／クリエイツかもがわ／978-4863420366／

ベトナムの障害者と発達保障 黒田学／文理閣／978-4892595103 ／

社会調査の基礎 宮本和彦他／弘文堂／978-4335610752／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、生活者が、生活上の諸課題に対峙し、主体的な生活を創造することが可能となるために求められる福祉実践を“子ども”“思春

期・青年期”“成人期”“に限定し取り上げる。そのなかで、人生の各期に共通するソーシャルワークの視座と各期に固有なソーシャルワークの視

座及び実践（方法ならびに運動）、政策につき考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

福祉臨床論 (S)

担当者名 /  Instructor 山本 耕平

15851

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

☆社会福祉を学ぶ学生として、社会の諸要因により国民の生活が阻害されている状況を科学的に捉える力を獲得する。

☆今各分野の実践で共通して求められているソーシャルワーカーの役割りを認識する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

福祉に関する新聞記事を丁寧に読むようにして下さい．参考書のなかでも何冊かは勉強して取り組みようにして下さい．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ひきこもりつつ育つー若者の発達危機と解き放 山本耕平／かもがわ出版／978-4780302400／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

今日の社会とソーシャルワークの課題 人と生活,発達,主体，社会

 

1

パターナリズムからフレンドシップへ，侵襲的介入から自

尊を獲得する実践へ

自尊心，所属感，依存，自己決定，生活主体 2

子どもの発達・生活と福祉課題①　－障害の受容に関わ

る課題－

早期発見，障害受容，早期発見差別論,3

子どもの発達・生活と福祉課題②　－子どもの虐待と再

養育－

再養育，親アセスメント，親支援4

思春期・青年期の課題①－不登校・ひきこもりと当事者

支援①― 

不登校・ひきこもりと福祉実践，アセスメント，保護者相

談

5

思春期・青年期の課題①－不登校・ひきこもりと当事者

支援②―

居場所支援，ピアアウトリーチ，ピア支援6

思春期・青年期の課題②－社会参加困難と諸障害①ー 軽度発達障害，社交不安障害，境界例，社会適応，社

会参加

7

思春期・青年期の課題②－社会参加困難と諸障害②ー ニート，フリーター，非正規雇用の背景ー社会，個人ー8

成人期の課題①－中途障害や難病と家族崩壊、スティグ

マ－

慢性疾患，所得中断，生活崩壊，危機 9

成人期の課題②－自死と家族－ 過労自死，自死要因，自死予防アセスメント10

成人期の課題③－ドメスティック・バイオレンスと家族①

－

DV，虐待サイクル，緊急保護，体と心11

成人期の課題③－ドメスティック・バイオレンスと家族②

－ 

自尊心，家族内トラウマ 12

精神障害と自立 精神障害，社会的孤立，自立13

福祉実践と協同　－地域福祉要求の組織化と地域づくり

－

要求の組織化，乳幼児期から円熟期，麦の郷実践 14

総括講義 実践，実践哲学15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーでの教員と学生の意見交換を大切にしたい．この為，コミュニケー

ションペーパーの提出を１回あたり２点とする．

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ちのソーシャルワーク

対人援助の臨床福祉学ー「臨床への学」から

「臨床からの学」へ 

佐藤俊一／中央法規／978-4805824528／

脱「子ども貧困」への処方箋 浅井春夫／新日本出版社／978-4406053808／

自殺予防 (岩波新書) 高橋 祥友／岩波書店／978-4004310280／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

げんだいにはいろんな労働分野がありますが、福祉分野の労働のもつ特質はどこにあるのか解明していきます。それは、現代の労働全般の持

つ問題性にも光をあてることになるでしょう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉概論

頭を使い、事実に基づいて、理論的に考える訓練をします。できるだけ欠席はしないように心がけてください。そうすれば、講義の終わりに多

面的に考える力がついている自分に気づくことになるでしょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回講義で小さな考えるテーマを出します。また、テーマに関連するビデオを多く見ることにします。それについて友人や家族と議論をしてくださ

い。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉労働論 (S)

担当者名 /  Instructor 石倉 康次

11981

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

福祉分野の労働の奥深さを理解し、また他の分野の労働の性格や特質について比較して考える視点の獲得をめざします。それは受講生の今後

の進路を考える手がかりを得ることにもなるでしょう。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現場がつくる新しい社会福祉 総合社会福祉研究所／かもがわ出版／／石倉も執筆しています

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会福祉労働論へのオリエンテーション、方向音痴に陥

るのはなぜ

蟻の目と鳥の目１

共同社会の中での福祉的営みの普遍性から人間労働の

特質を考える

ボノボ、共同 ２

共同社会の基本条件：モノの生産と生命の維持再生産 モノの生産、生命の維持再生産、協働、コミュニケーショ

ン 

３

福祉労働の三つの合理性 科学的・技術的合理性、規範的合理性、コミュニケー

ション的合理性 

４

生活問題と発達課題をとらえる科学的・技術的合理性 生活問題、発達課題 ５、６

福祉労働の規範的合理性 身体拘束と安全、生存権、発達権、手続き的権利、アク

セス権 

７、８

福祉労働におけるコミュニケーション的合理性 理解、社会学における社会的行為論、少女少年院９、１０

ビデオ教材を使って社会的行為の類型分析を試みる ウェーバーの社会的行為論、ハーバーマスのコミュニ

ケーション的行為論

１１、１２

制度に制約された労働条件と労働環境 措置制度、介護保険制度、常勤換算、福祉職俸給表 、

特殊業務手当

13

福祉事業の経営体に働く四つの力と福祉労働（者）の位

置

社会福祉法人、NPO法人、当事者組織１４

まとめと質問の受付、応答１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体の理解を問う試験問題を出し、理解度により採点します。 70 ％

平常点評価 毎回の講義で出す小テーマに対する取り組み姿勢から判断します。 30 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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 その他 /  Others

講義の場やメールで連絡をとってくだささい。
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授業 の概要 /  Course Outline

人の一生について理解を深め、より豊かな人生を送るための課題や社会の在り方について考えてみたい。特に、生涯発達心理学の視点から、

自己形成過程および人格発達について考察を加える。なお、それぞれの発達段階における心理的危機について注目し、その背景や要因を探

り、援助や福祉の課題を明らかにする。児童虐待や引きこもりなどの問題も取り上げる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

ライフサイクル論 (S)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

15899

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ライフサイクル（人生周期）についての理解を深める。

・自己形成の過程で生じる心理的危機とその社会的背景・要因について理解する。

・様々な困難や危機に直面した人々を支えるための心のケアや福祉的援助について考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

人間の一生について概説し、様々な問題を扱うために幅広い知識が必要です。そこで、授業中に紹介する文献を読み、理解を深めるように努め

てください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

    ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入講義：ライフサイクルとは何か 【キーワード】 人生周期、発達段階 1

乳児期の発達（その１）と子育て 【キーワード】基本的信頼感 、愛着（アタッチメント）の形

成

2

乳児期の発達（その２）と育児支援の課題 【キーワード】仲間集団、育児サークル、父親の育児参

加

3

幼児期の発達ー自我の芽生えと自制心の育ちー 【キーワード】甘えと自立、自尊心、仲間との育ち合い4

学童期の発達特徴と課題 （その１） 【キーワード】子どもの貧困、早期教育の影響5

学童期の発達特徴と課題 （その２） 【キーワード】学級崩壊、いじめ、不登校 、児童虐待6

虐待を受けた子どものケア

 

【キーワード】児童相談所、一時保護所、心のケア 7

青年期の特徴と発達課題 アイデンティティの確立、人生観、価値観の形成、友情

 

8

青年期の心理的危機と親子の葛藤  【キーワード】ひきこもり、ニートの増加、親子の葛藤 9

成人期の発達課題（その１） 【キーワード】職業選択、恋愛、結婚、子育て 10

成人期の発達課題（その２）  シングルマザーの子育て、仕事、ネットワーク11

中年期の発達特徴（その１） 【キーワード】心身の変化、空の巣症候群、生きがい感

の喪失 

12

中年期の発達特徴（その２） 【キーワード】人生の転換期、新しい自己の再生、個性

化、内面の充実 

13

老年期の特徴と発達課題 【キーワード】孤独、対象喪失、老いの受容、支え合う関

係

14

 総括講義：ライフサイクル論のまとめ 

 

【キーワード】

人間の尊厳、生活の質、人間関係、人格的統合対絶望

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 発達の特徴、発達課題に対する基本的理解がなされたのか、また、それぞれの段階で生じる

問題を克服するために必要な社会的支援についての理解が深まったのか把握するための試験

を実施する。 

70 ％

平常点評価 レポートを中間で提出してもらい評価に加える。また、コミュニケーションカードによる授業の感

想や意見も求めるが評価には加えない。 

30 ％
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教科書は特に指定しません。

参考書は教科書に準じる文献を主に挙げたので、講義の理解を深めるためにも読むことをすすめます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールによる質問等を受け付けます。

修学館の個人研究室でも対応します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

  ／／／

  ／／／

  ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『ライフサイクルの臨床心理学』  馬場禮子・永井徹共編／培風館／4-５６３－０５６10-3／

『女性のためのライフサイクル心理学』 岡本祐子・松下美知子編／福村出版／4-５７１－２００５１－X／

『子育て支援の現在』 垣内国光・櫻谷眞理子共編／ミネルヴァ書房／４-６２３－０３６４３－ｘｃ３３３６／

『ライフサイクルの心理学』 松尾恒子他／燃焼社 ／4-８８９７８－９９２－８／

『ライフサイクル、その完結』 Ｅ．Ｈ．エリクソン著村瀬孝雄他訳 ／みすず書房／4-６２２－０３９６７－２／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

私たちはいろいろなものを抱えながら生活をしている。さまざまな葛藤、苦しみや困難は、私たちの人生に訪れないことはない。抱え込んでいる

それらを、私たちはどのように理解しどのように対応することができるだろうか。「心の世紀」「心のケア」という言葉が表すように、「心」や「心理」

への関心は高い。しかし、今後いっそう複雑化する社会状況の中で、人間を理解しサポートする際には、総合的・多面的に捉える視点が必要と

なるだろう。

本講義では、苦しみや困難を抱えながら生きることや、それらを生み出す社会的な装置に注目しながら、「人間」が「生きる」こと、それに対する援

助について考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

臨床社会学。また、社会学の基本的な科目を履修していると、講義内容に対する理解が深まるだろう。

指定しない。必要な資料は講義中に適宜配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ふだんから、新聞・小説・映画などに触れ、社会的なテーマや人間関係のあり方に興味関心を持つこと。また、講義中に浮上した疑問点や問題

点については、講義担当者への質問もよいが、併せて自ら調べることも進めていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

臨床人間学 (S)  §  ライフデザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 松島 京

15927

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

臨床的な援助課題を社会問題という視点から捉えなおすことができる。

臨床的な援助課題に対するアプローチの仕方について理解することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義スケジュールは目安である。現代的なテーマを持つ講義なので、時事問題を組み込んでいくこともある。その際はスケジュールが若干変動

する場合もある（大きく変動することはない。また事前に連絡をする）。

毎講義時にコミュニケーションペーパーを配布し、講義内容に対する意見や質問を受け付ける。次回講義開始時に回答をする。これは講義をイ

ンタラクティブに進行するためのものであり、評価に反映されるものではない。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入／臨床とはなにか 講義の到達目標、講義の進め方、成績評価方法／ベッ

ドサイドの視点、援助課題と社会問題

1

臨床人間学の視点（１） ライフコース、ライフデザイン2

臨床人間学の視点（２） 近代家族、親密性3

臨床人間学の視点（３） ジェンダー、セクシュアリティ4

臨床人間学的課題（１） 家庭内暴力（ドメスティック･バイオレンス、児童虐待、高

齢者虐待）

5

臨床人間学的課題（２） 戦災、災害、事故6

臨床人間学的課題（３） 病、死7

臨床人間学的課題（４） 性、アイデンティティ8

ケアと回復（１） 問題の社会化と回復、エンパワメント、アドボカシー9

ケアと回復（２） 「ケア」とは何か、careとcure、相互作用性10

ケアと回復（３） 語ることと聴くこと、物語の再構築、配慮と責任11

当事者・家族と援助者（１） ケアの非対称性、依存する／される、支配／被支配12

当事者・家族と援助者（２） 二次受傷、共感疲労、バーンアウト13

臨床人間学の可能性 共生、連帯、再生14

講義総括／あらためて臨床人間学とは あなたにとって臨床人間学とは／成績評価方法につい

ての 終確認 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述形式の試験を課す。講義内容について総合的に理解し自分なりの考えを持つことができて

いるか、論理的に記述しているか、を評価する。

70 ％

平常点評価 講義中に数回の小レポートを課す。講義内容の理解度に応じて評価する。いわゆる「出席点」

による加点は行わない。 

30 ％
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講義中に必要に応じて紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義中に必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

リハビリテーションは、理念的には「全人間的復権」を目的とし、従来の「疾患を対象とし、治癒を目的とした」医学とは異なり、障害を対象とすると

いう特徴を持つ。医療の現場ではこの従来の医学とリハビリテーション医学の両方が求められている。また高齢化がすすみ、介護保険が施行さ

れた時代にあって、リハビリテーションは医療と福祉をつなぐ重要な役割を持っている。本講義は、医療を中心としたリハビリテーションの現場の

諸問題をとりあげ、リハビリテーションの理念とともに、現場で役立つ知識をえることを目的とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義の詳細なスケジュール(確定版)は 初の講義時に提示する。以下に記載するのは(暫定版)講義の基本的内容で、これを押さえた内容で

行うが、講義順序などや詳細は変更することがある。社会福祉士などの取得をめざし、将来医療・福祉の現場で働くことを希望する学生が、現場

をイメージできるように、ビデオ、スライドなどを利用して施行する。 

試験は、講義プリント、教科書・参考書など、全て持ち込み自由。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

リハビリテーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 安東 一郎、垣田 さち子、神田 豊子、冨田 素子、野々村 光生、長谷 斉、増田 和人、松田 

亮三、宮崎 博子、門 祐輔

15850

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

障害者の置かれている状況や心情などが理解出来る。

リハビリテーションの概念と手法が理解できる。

個々の分野におけるリハビリテーションがイメージ出来、対応が分る。

今、医療・福祉の現場で、何が求められているかが理解出来る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

基本的な概念を形成するための教科書に加えて、授業ごとに必要なプリントを作成し配布する。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

リハビリテーションの森-ツアーガイド-寝たきり

が9割いなくなる！

京都府保険医協会・地域リハビリテーションシステム研究会 ／かもがわ出版／978-4-

7803-0177-9／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

リハビリテーション概論、廃用症候群のリハビリテーショ

ン、障害者の心理と障害受容  

宮崎9/29第１回  

障害論・障害の変遷

  

門10/6第２回  

地域リハビリテーション 

 

垣田10/13第３回  

運動器疾患のリハビリテーション  増田10/20第４回  

義肢装具のリハビリテーション 増田10/27第５回  

摂食嚥下障害のリハビリテーション 宮崎11/3第６回  

小児のリハビリテーション、教育的リハビリテーション 神田11/10第７回  

介護保険のリハビリテーション 垣田11/17第８回  

神経・筋疾患のリハビリテーション  冨田11/24第９回  

精神疾患のリハビリテーション  安東 12/1第10回  

排尿障害のリハビリテーション   

 

野々村  12/8第11回  

内部障害のリハビリテーション 宮崎  12/15第12回  

脳卒中、脳外傷のリハビリテーション    冨田  12/22第13回  

脊髄疾患のリハビリテーション 長谷  1/5第14回  

悪性疾患、加齢性疾患のリハビリテーション  宮崎  1/12第15回  

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的概念を理解し、自分の言葉で表現出来ているかも含めて、評価する。  80 ％

平常点評価 学習意欲や態度を評価する  20 ％
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障害児の包括的評価法マニュアル 全国肢体不自由児施設運営協議会編 メジカルビュー社

 

変わるリハビリ 上月正博 ヴァンメデイカル社 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.copd-info.net/　　　COPD情報ネット 

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

リハビリテーション医療入門 ／医学書院／／

目で見るリハビリテーション医学　第２版 上田　敏／東京大学出版会／／

脳卒中のリハビリテーション ／医歯薬出版株式会社／／

狭心症、心筋梗塞のリハビリテーション ／南江堂／／

嚥下障害ポケットマニュアル 藤島一郎 ／医歯薬出版株式会社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代社会には、貧困、暴力、などさまざまな社会問題がある。こうした社会問題を、個人の逸脱や不適応から生まれたものとしてのみ理解するの

ではなく、それを生じさせる環境や社会関係のなかで位置づける社会学的観点をもって、実際に現場にかかわり支援を模索する実践的な知とし

て、臨床社会学を位置づける。

この授業では、貧困をはじめとする社会問題の具体的な事例をとりあげて、ビデオを見たり、ゲストスピーカーの話を聞いて、それらにアプローチ

する社会学的な洞察力を深め、支援の現場にかかわりながら「社会学する」ことの有効性と問題について考えていく。そのため、受講者の意見を

求めたりディスカッションを行うなど、できるだけ双方向のコミュニケーションにつとめる。これらを通して、個々人が関心を持つ社会問題につい

て、実践的な関わりをするのに必要となる力を身につけることを目指す。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会問題の解決・改善に寄与するボランティアや社会活動を、授業外で行っている・今後行う予定があることが、授業を理解するためには必須に

なる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

臨床社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

15827

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・貧困に関連する社会問題について、知識を得る

・社会問題の原因を、複数の視点から説明することができる

・社会問題の解決のために、各自ができることを考える

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

臨床社会学とは何か――社会問題へのアプローチ 臨床社会学と社会病理学・社会福祉学・心理学1

臨床社会学の視点① 逸脱論、ラベリング論2

臨床社会学の視点② 「羅生門」的現実をとらえる 3

臨床社会学の視点③ 構築主義、実践4

売春 ヨコハマメリー、自立と保護5

ホームレス① 不法占拠6

ホームレス② スクウォット7

ホームレス③ アルミ缶条例8

ホームレス④ アルミ缶条例9

市民社会と共生10

若者と労働① 就職活動、非正規雇用11

若者と労働② 低生活水準、社会保障12

若者と労働③ 労働法、労働組合13

臨床社会学に何ができるか②14

授業のまとめとレポート課題の解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容について、理解度を見る。 50 ％

平常点評価 授業内容についての理解度を見るために、授業内容に関連したテーマで毎回小レポートを課

す。小レポートは1点・2点・3点のいずれかの評価を行う。欠席や用紙未提出の場合は0点にな

る。毎回の評価は、WebCT上に公開する。小レポートが8回分以上提出されている場合にの

み、期末レポートを受けつける。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　本講義においては、人口問題から団塊の世代が、2015年に65歳になり、2025年には、後期高齢者になる。　わが国の高齢者福祉の歴史と、現

行の高齢者福祉制度や、他の関連する福祉法制度の実践とあわせて、高齢者自身が抱えている心身機能の低下、所得、疾病、医療制度問題

等が、「無縁社会」といわれる一人世帯の増加などで多発している生活課題を、家族の支援、地域福祉、社会保障制度のあり方を中心に解決す

る手法を学び、2010年に改正（案）が提起される今後の介護保険制度のあり方を、実態から学び考察を深める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　社会保障論、障害者福祉論、公的扶助論、心理学、地域福祉論、医学一般、介護概論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

老人福祉論 (S)  §  老人福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 西村 清忠

11437

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　わが国の高齢者の置かれている高齢者の実態を把握し、社会経済の発展により人口の「向都離村」現象が、福祉制度や他の社会サービスの

地域間格差、家族構成の変化、文化の伝承の変化、高齢者の生きがいに関する問題、増加する介護問題等に対する課題を把握し、高齢者の

抱えている生活問題が、高齢者自身の問題ではなく、国民全体が関わる喫緊の課題であり、「近未来の高齢者の福祉のあり方」を習得し、把握

することを到達目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　オリエンテーション・高齢者の特性 　社会的理解・身体的理解・精神的理解・総合的理解　　　１

　少子高齢社会と高齢者 　少子高齢社会と社会問題・高齢者を取り巻く諸問題　　　２

　高齢者保健福祉の発展 　高齢者保健福祉の起源と生成・高齢者保健福祉制度

の発展

　　　３

　３回のつづき　　　４

　高齢者支援の関係法規 　高齢者保健福祉の法体系・老人福祉法・医療の確保

に関する法律・虐待防止法・その他関係法　規（ユニ

バーサルデザイン）・住居・権利擁護事業・社会参加と

生涯学習等

　　　５

　５回のつづき　　　６

　介護保険制度の基本的枠組み 　介護保険制度の全体像・介護保険制度の目的理念　　　７

　介護保険制度の仕組み 　要介護認定の仕組みとプロセス・保険給付・介護報

酬・地域支援事業・介護保険事業計画・サービスの質を

確保するための仕組み

　　　８

　介護保険サービスの体系 　介護保険サービスにおける専門職の役割と実際・居

宅サービス・施設サービス・介護予防サービス・地域密

着型サービス

　　　９

　高齢者を支援する組織と役割 　行政機関の役割・指定サービス事業者・国民健康保

険団体連合会の役割・地域包括支援センターの野組織

体系と役割・社会福祉協議会・ボランティア団体・ＮＰＯ

等の活動

　　１０

　10回のつづき　　１１

　高齢者支援の方法と実際 　高齢者支援の方法・介護保険法における連携と実際　　１２

　高齢者を支援する専門職の役割と実際 　専門職の役割と実際・専門職による協働（他職種連

携・理解）・専門職の倫理

　　１３

　介護ケア 　認知症ケア・終末期ケア・住環境・　　１４

　近未来の高齢者福祉の課題 　当面している課題・求められる社会活動支援システ

ム・就労と生涯学習などリタイア後の過ごし方・予防シス

テム・投資的社会システムとしての高齢者福祉の推進

　　１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験で、論述形式で２問

講義のなかから、高齢者に対する福祉の実態・解決方法・課題などを文章表現力を含めて評価

する。

70 ％
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　講義中の「私語」は、他の受講者の迷惑になり、学習権の侵害となるので厳しく対応する。注意しても止めない場合は、授業妨害行為として

学籍番号を確認のうえ退出を命じることがある。

教科書はレジメに記載しているので、購入は、必須ではないが、国家試験を受験する人は購入を勧める。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　福祉・保健・医療情報（ワム・ネット）

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会福祉士国家試験受験のための必須科目であるので、出題傾向などを考慮して、過去問題出題箇所はできるだけ触れます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・社会福祉士養成講座13 ／中央法規出版／9784805832608／介護概論と併用

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会福祉小六法 ／ミネルヴァ／9784623056248／福祉根拠法令を学ぶために必須

よくわかる高齢者福祉 ／ミネルヴァ／9784623051861／テーマーごとに解説されている

国民の福祉動向 ／（財）厚生統計協会／／年度ごとの福祉解説と統計

社会福祉用語辞典 ／ミネルヴァ／9784623053759／専門用語が多く、復習に役立つ

高齢社会白書 ／内閣府／9784903729831／政府の高齢者福祉の動向が理解

平常点評価 中間で小レポートの提出を求める。日程は予告しません。当日、講義終了時に、コミュニケー

ションペーパーと引き換えに、「レポート用紙を手交」する。

コミュニケーションペーパーによる出席確認を行う。注：無記載については、出席と認めないこと

もあるので、必ず、感想、疑問点、質問等を記載すること。

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

私たちは生まれ、病み、老いて、いずれは死んでゆく。〈いま・ここ〉で生きている私たちの〈生〉は〈老い衰えてゆく〉過程とも言える。本講義では、

〈老い〉という視点から現代社会に立ち現われる様々な論点（雇用、ジェンダー、社会保障、ケアワーク、社会参加等）について、深く考えることを

目指す。各講の内容は、連続ないし循環しているので、つながりを意識して受講すること。ときには、一般的に「問題」と言われている現象につい

て、「どのように問題なのか」と根本的に問い返す姿勢で受講してもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日常生活の中で、〈老い〉に関わることに関心を向けること。また新聞・雑誌等の〈老い〉に関する記事を読む際は、生活の場で何が起きている

か、そこに影響している人間同士の力関係や社会制度の仕掛けを考えながら読むこと。

単位数 /  Credit 2

老年社会学 (S)  §  老年社会学 (SG)

担当者名 /  Instructor 北村 健太郎

15807

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

〈老い〉を切り口として、社会学的視点から（日本を中心に）現代社会に対する認識を深め、受講者が各々の考察を論述できるようになること。ま

た、様々な社会現象や各種論点に対して、根本的に問い返す姿勢が身につくとより望ましい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

〈老い〉を想像し、〈老い〉に関する様々なことを自らに引きつけて考えてほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『老いをめぐる政策と歴史』 天田城介・北村健太郎・堀田義太郎編／生活書院／／戦後日本の政策と歴史分析

等。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『老いと社会――制度・臨床への老年学的アプ

ローチ』

冷水豊編／有斐閣／／社会学的視点は少なめ。

『アクティブ・エイジングの社会学――高齢者・仕

事・ネットワーク』

前田信彦／ミネルヴァ書房／／雇用、ライフコース等。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

本講義の視点と概要1

〈老い〉を想像する（１）2

〈老い〉を想像する（２）3

〈老い〉とケア（１）4

〈老い〉と身体5

〈老い〉とケア（２）6

〈老い〉とライフコース（１）7

〈老い〉とライフコース（２）8

〈老い〉とライフコース（３）9

〈老い〉と病い10

〈老い〉と社会保障（１）11

〈老い〉と社会保障（２）12

〈老い〉と政治（１）13

〈老い〉と政治（２）14

〈老い〉と残された問い15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 〈老い〉に関わることの理解および授業参加を評価する。60 ％

平常点評価 出席、講義中に課すミニレポートなど。40 ％
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2000年代以降の出版で、総合的かつコンパクトな社会学的視点からの〈老い〉に関するテキストは少ないので、各自の関心に合わせて参考

にすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

livingroom

http://www.livingroom.ne.jp/

担当者のウェブサイト。講義用のファイルがあるので、適宜参考にすること。

 その他 /  Others

受講者のみに担当者のメールアドレスを告知する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『老いへのまなざし――日本近代は何を見失っ

たか』

天野正子／平凡社ライブラリー／／ジェンダー、マイノリティ等。

『〈老い衰えゆくこと〉の社会学〔普及版〕』 天田城介／多賀出版／／相互作用論、意味の生成等。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、（１）アメリカのレストラン労働者が置かれている状況についてのレポートを読み、（２）日本における同種の問題についても学んで

いく。低賃金で不安定な雇用の実態について、客観的に現実を把握することを通じて、今後日本ではどのような取り組みが求められるのかにつ

いてともに考え、議論を深めていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

事前の予習が必要です。個人もしくはグループごとの発表（受講者の人数による）と、その後のディスカッションテーマの提示を課題として課しま

す。

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SA)  §  外国語文献研究 (SA)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

13198

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

英語文献の読解力を高め、その内容を日本語（もしくは英語）で伝え、議論できるようになること。また、低賃金・不安定雇用の現実について、事

実関係を客観的に把握できるようになること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション（授業の進め方と、報告の割り当てな

ど）

１

ROC-UNITEDについての基礎的な知識（同組織のＨＰ情

報を読む）

２

アメリカのレストラン労働者の労働条件・労働環境に関す

る全般的状況

（National Executive Summaryを読む）

３

ワシントンＤＣのレストラン産業（１）

（ChapterI,II)

４

ワシントンＤＣのレストラン産業（２）

（ChapterII）

５

労働者の視点（１）

（ChapterIII）

６

労働者の視点（２）

（ChapterIII）

７

経営者の視点（１）

（ChapterIV）

８

経営者の視点（２）

（ChapterIV）

９

差別に関わる問題（１）

（ChapterV）

10

差別に関わる問題（２）

（ChapterV）

11

低賃金労働がもたらす社会的費用（１）

（ChapterVI）

12

低賃金労働がもたらす社会的費用（２）

（ChapterVI）

13

結論と政策提言（１）

（ChapterVII）

14

結論と政策提言（２）

（ChapterVII）

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 以下の内容によって評価します。

①出席状況

②授業中の報告内容

③レポート（ 終講義日提出）

100 ％
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テキストとして、Behind the Kitchen Door: Inequality & Opportunity in Washington,DC's Thriving Restaurant Industry を使用します。

以下にアクセスし、ダウンロードしてください。http://www.rocunited.org/files/1101_BKD_DC_final.pdf

その他の参考文献は随時授業中に指示します。また、辞書としては、リーダース英和辞典、ロングマン現代英英辞典（www.ldoceonline.com）

を勧めます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

テキストとして使用するレポートをまとめた組織（Restaurant Opportunities Centers United）のサイトは以下です。受講登録前に一度アクセスして

ください。

www.rockunited.org

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中の発表では、テキストの内容を要約することよりも、何が重要な論点でどこに課題があるのか、日本への示唆は何か・・・など、自分の感

想・意見などを含めて報告してもらいます（詳しくは初回のオリエンテーションで説明します）。英文がどうしても読解できない箇所は飛ばし読み

し、全体の主旨をつかむことを優先して学習してください。

相談・質問などはメールでの連絡も可能です。junri@pa2.so-net.ne.jpまで。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

キャリアラダーとは何か Ｊ．フィッツジェラルド／勁草書房／／

使い捨てられる若者たち スチュアート・タノック／岩波書店／／

おおよその配点の目安は以下の通り。

①30％

②40％

③30％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

市民社会、資本主義、国家、家族、国民、これらの用語と概念は、社会学と現代社会分析にとって も重要なものの一部である。それらについ

て、示唆的な内容を含む現代ドイツの文献を紹介し検討する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

Die ersten 180 Tage der neuen EU, 2004.（初級者向け）

J. Kocka, et. al., Europaeische Zivilgesellschaft in Ost und West, 2000.（中・上級者向け）

受講者の希望を基に、その他の文献の可能性を含め、それらの必要部分の資料を配布する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SB)  §  外国語文献研究 (SB)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

15829

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

現代ドイツ語文献の初歩的理解を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業中に指示する。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

新聞・雑誌・書籍など、多様なメディアを通して、フランス語の長文読解力を身につける。

またそれを通して現在のフランス社会やその文化などについての理解を深める。

まだ長文はあまり読んだことがないという初級学習者から、実用的な読解力を身につけたいという中級者が主な対象。

週ごとにテーマを設定し、そのテーマに応じた新聞・雑誌記事などの短い文章を読む。使用する文章は前の週の授業時に配布し、予習してくるこ

とが前提。

前半期は、短く親しみの持てるテーマの文章を２～３個程度用意し、文法解説を交えつつじっくりと正確に読むことに重点を置く。

後半期には、長めの記事や簡単なコラムを１～２個用意してしっかりと読み込むと同時に、その場で文章を配り、辞書を使いつつ、短時間で大ま

かな内容を掴む練習も挟んでいく。

また内容をより身近に理解するため、必要に応じて視聴覚資料も用いて解説を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

フランス語の基礎科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回、予めテキストを配布するので、予習してくること。

また語学力によっては、任意で文法や単語についての自習が必要な場合もある。

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SC)  §  外国語文献研究 (SC)

担当者名 /  Instructor 藤井 友紀

15858

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

終的には、長めの新聞記事や簡単なコラムなどにざっと目を通し、その概要を把握できる程度の実用的なフランス語読解能力を身につける。

またそれを通じてフランスの社会・文化、国際関係などの「今」について知る。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス ①授業内容についての説明　②履修者の専攻・関心、

語学力の把握

1

フランス語新聞を読む　入門編 ①フランス国内各紙の紹介　②タイトルの読み方　③新

聞の構成

2

三面記事を読む ①犯罪・事故　②災害　③天気予報・日曜版を読む3

文化（１）スポーツ（Sport面、L’Equipe紙から） ①日本のスポーツ（選手・試合）に対するフランス報道　

②現地のスポーツ報道

4

文化（２）映画・芸術（Loisir面、映画雑誌から） ①日本映画に対する評価　②フランス映画に対する評

価　③芸術

5

文化（３）流行・食文化（Culture面・Loisir面、雑誌から） ①フランス料理とワイン　②ファッション・音楽6

文化（４）観光（Voyage面、ガイドブックから） ①パリとその近郊　②日本を紹介した旅行ガイドブック

の記事

7

文化（５）日本文化（Culture面、雑誌、E.Barralなどの論考

から）

①伝統文化　②ポップ・カルチャー（マンガ・日本文学・

アイドルなど）

8

社会（１）失業問題（新聞記事、F.Dubetなどの論考から） ①ストライキについての記事　②失業問題9

社会（２）移民問題（新聞記事、F.Dubet、E.Toddなどの論

考から）

①旧植民地と移民　②失業問題と移民問題10

社会（３）政治 ①サルコジ政権に対する報道：保守派新聞　②共産党

系新聞

11

国際関係（１） ①EU・ヨーロッパ諸国に関する報道　②フランス語圏の

新聞（スイス・ベルギー）

12

国際関係（２） ①旧植民地諸国に関する報道　②フランス語圏の新聞

（ニジェールなど）

13

国際関係（３） ①北米諸国に関する報道　②フランス語圏の新聞（カナ

ダ）

14

国際関係（４） ①日本に関する報道　②アジア諸国に関する報道　③

まとめ

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席:40%

予習・復習:60%

100 ％
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就職活動など、やむを得ない事情での欠席が多い場合、出席に代わる評価基準として、自主課題の提出を課す場合があります。

Le Monde、Parisien、Le Nouvel Observateur などのフランスの新聞記事を中心に、トピックに応じて、書籍・雑誌、フランス語圏諸国の新聞な

どを用いる。

毎回、使用するテキストは適宜配布する。

フランス語の基本文法に関する参考書

（特に、一般動詞の活用表一覧が載っているものが望ましい）

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Le Monde　http://www.lemonde.fr/

Le Point　http://www.lepoint.fr/

Figaro　http://www.lefigaro.fr/

Le Nouvel Observateur　http://tempsreel.nouvelobs.com/

Le Parisien　http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien

Liberation　http://www.liberation.fr/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

基本的な文法を理解し、辞書を引くことを厭わなければ、長文を読むことは決して難しい事ではありません。

長文を読むのはまだ自信がない学生や、全くの初習者でも、意欲さえあれば受講可能です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

  中国は毎日のように激変している。この授業は、激変している中国の 新の文献資料を購読し、読解力を高めながら、現代中国の社会を理解

していく。これがこの授業のねらいである。この授業は中国語を習った2回生以上の学生を対象とする。授業は学生の実情に応じて、易しいもの

から徐々に高度なものにシフトしていき、文献資料を講読しながら、翻訳の作業もしていく。留学生がいる場合には日本人学生と共同作業をして

いきたいと考えている。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SD)  §  外国語文献研究 (SD)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

15811

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

 ● 新の文献資料を通して激変している中国社会を観察することができる。

 ●文献の読解力を高めることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　儒教の始祖である孔子の故郷――「曲阜市」――　　

（１）

第1回

　儒教の始祖である孔子の故郷――「曲阜市」――　　

（２）

第2回

　いち早く市場経済を導入し、香港隣接している――「深

圳市」――　　（１）

第3回

　いち早く市場経済を導入し、香港隣接している――「深

圳市」――　　（２）

第4回

　現在も母系社会を維持している雲南麗江市の少数民族

――「納西族」――　（１）

第5回

　現在も母系社会を維持している雲南麗江市の少数民族

――「納西族」――　（２）

第6回

　人種も民族も違う新疆ウイグル自治区――「ウルムチ

市」――　　（１）

第7回

　人種も民族も違う新疆ウイグル自治区――「ウルムチ

市」――　　（２）

第8回

　ベトナムに隣接している広西壮族自治区――「防城港

市」――　　（１）

第9回

　ベトナムに隣接している広西壮族自治区――「防城港

市」――　　（２）

第10回

　エネルギー節約新型連合都市群湖南省――「長沙市・

株州市・湘潭市」――　　（１）

第11回

　エネルギー節約新型連合都市群湖南省――「長沙市・

株州市・湘潭市」――　　（２）

第12回

　台湾と向かい合いになっている福建省――「アモイ市」

――　　（１）

第13回

　台湾と向かい合いになっている福建省――「アモイ市」

――　　（２）

第14回

　まとめと資料集の作成

第15回
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 予定している都市や文献資料は若干の変動が生じる場合がある。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価

 日常的な取り組みや出席は50％、資料購読、翻訳作業などは50％。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

 朝鮮半島文化の理解を深める。韓国の文化、家族制度に関する文献の講読、逐次刊行物をはじめ新聞報道、ホームページから日常生活に関

連する問題、例えば、経済事情、女性問題、就職、福祉、宗教などの記事を取りあげ、読解する。また日本語文献を朝鮮語で読み返す「翻訳」を

試みる。

大韓民国の文献・資料を主に使用するが、朝鮮民主主義人民共和国やその他の地域における朝鮮語出版物も用いる。全授業を通して「韓流」

ではつたわらない、奥深い韓国社会と生活者の実像に接近することができる。　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

 朝鮮語に自信のある学生はもちろん、意味は理解できなくても朝鮮語を読むことができる学生は安心して受講してほしい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SE)  §  外国語文献研究 (SE)

担当者名 /  Instructor 梁 愛舜

13344

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 ①社会と文化に関する用語を理解し、読解力の向上を目指す。

 ②テキストに出てくる歴史的事件の概要を説明できる。

 ③関心のある韓国の社会問題を、自身の視点で明快に説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　国立国会図書館関西館（精華町）のアジア情報室には豊富な朝鮮語資料が所蔵されている。未体験の学生は一度利用または参観されること

を勧める。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

한국 가족 제도사 연구 최재석／일지사／／

한국사회학（第37集4号） 김영범編／사단법인 한국사회학회／ISSN 1225-0120／

在日朝鮮人社会における祭祀儀礼 梁愛舜／晃洋書房／4－7710－1535－X／

사회과학논총（第18号） 조성남編／이화여자대학교 사회과학연구소／1975－8987／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入、講読 自己紹介、授業の進め方とテキストについて説明、テキ

スト講読

　韓国の社会事情―女性問題を中心に―①

第1回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の社会事情―女性問題を中心に―②第2回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の社会事情―女性問題を中心に―③第3回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の経済事情と福祉第4回

최재석著『한국 가족 제도사 연구』講読 　伝統的家族、「韓流」の家族①第5回

최재석著『한국 가족 제도사 연구』講読 　伝統的家族、「韓流」の家族②第6回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル①第7回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル②第8回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル③第9回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国社会とキリスト教第10回

이광규著『제외한인의 인류학적 연구』第二部「재일한
인」講読

　在日朝鮮人社会について①第11回

윤인전著「재외한인의 이주,적용,정체성」『한국사회학』

（제37집4호）講読

　在日朝鮮人社会ついて②第12回

梁愛舜著『在日朝鮮人社会における祭祀儀礼』第二章第

一節「儒教的家族」翻訳

　祖先祭祀、「孝」第13回

梁愛舜著『在日朝鮮人社会における祭祀儀礼』第二章第

二節「チェーサの世俗化の問題」翻訳

　世代交代、文化変容第14回

到達度確認テスト（６０分）と解説（３０分） 　第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　出席日数、発表、 終日の到達度確認テストなど総合的に評価100 ％
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上記の一部内容をテキストとして使用する。基本的にテキスト用として毎回プリントを配布する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールアドレス　eyr10111@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

여성학논집（第26集1号） 이재경編／이화여자대학교 한국여성연구원　／1598－7698／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　近年、日本ではフリーターやニートなど正規雇用に就くことができない若者が大きな社会的関心を集めているが、実は、他の多くの先進国でも

同じような問題が生じている。授業では、若者の就業を準備するという観点からアメリカにおける高校とコミュニティーカレッジ（2年制大学）の実態

と問題点を分析しているRosenbaum, James, 2001,“Beyond College for All: Career Paths for the Forgotten Half,” Russell Sage Foundation　を取

り上げ、輪読形式で読み進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は購入しなくてもよい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SF)  §  外国語文献研究 (SF)

担当者名 /  Instructor 大野 威

17054

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

アメリカにおける若者雇用のあり方を学ぶ。また課題の輪読を通じて、実用的な英語読解力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

訳出は一行ずつ輪読形式で行う。予習は必須。文献読解を目的とした授業であり、ヒアリング、スピーキング、ライティングは扱わない。またこの

授業は内容理解を重視するため、英文の説明とともに、本文の内容を理解するのに必要なアメリカの教育制度や就業行動についての解説もお

こなっていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

“Beyond College for All: Career Paths for the 

Forgotten Half,”

Rosenbaum, James／Russell Sage Foundation／0871547538／2001

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 授業の進め方の説明1

"Getting Started" (1) 輪読2

"Getting Started" (2) 輪読3

"Getting Started" (3) 輪読4

"Getting Started" (4) 輪読5

"Getting Started" (5) 輪読6

"Getting Started" (6) 輪読7

"Getting Started" (7) 輪読8

"Getting Started" (8) 輪読9

"Getting Started" (9) 輪読10

"Getting Started" (10) 輪読11

"Getting Started" (11) 輪読12

"Getting Started" (12) 輪読13

"Getting Started" (13) 輪読14

"Getting Started" (14) 輪読、まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席、予習の取り組み状況、発言の積極性を総合して評価する。5回以上欠席すると、単位が

取得できない。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

 この企画研究の授業は、教員の指導の下に中国の文化や社会について、それぞれの学生が自分の関心領域やテーマを設定して研究してい

く。この授業は、前期の学習、夏休みにおける蘇州大学での特別講義の受講や上海・蘇州・南京への現地調査、後期のレポート作成向けての学

習、の三セクションの勉強を通じて、激変している中国の社会や文化に対する認識を深めていくと同時に、国際交流の能力を高めながら、簡単な

実用の中国語会話も身につけていくことを目標とする。

 一、前期では、自主的学習や研究を行うと同時に、8回程度の授業を予定している。二、夏休みの9月19―25日（予定）は中国の上海・蘇州・南

京へ出かけ、現地調査を行う。と同時に、蘇州大学の教授による特別講義も受ける。また、蘇州大学の学生との交流も大いに進めていく。蘇州

は二千数百年の歴史持つ古い街であると同時に、 先端な工業都市でもある。日本企業が300社あまり進出している。日系企業の調査・見学も

視野に入れていく。三、後期では、前期の学習、夏休みの現地調査を踏まえて、研究課題を整理学習し、レポート作成の作業を進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SB)  §  企画研究（自主企画研究） (SB)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

14551

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 ●現地調査を通して中国の社会や文化に対する認識を深めることができる。

 ●実用の中国語会話も身につけていく。

 ●現地の人々や大学生と交流して、国際交流の能力を高めることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

  中国現地調査のための渡航費用は10万円程度が必要である。（大学の海外スタディ奨学金の補助を申請する予定）

　中国語の能力を問わないが、現地へ行って学んでみたい、現地の大学生と交流してみたい、現地の人々と中国語を使ってみたいという意欲を

もってほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　この授業の性格、内容、達目標などの説明、各自の関

心領域の紹介

第1回

　各自の関心領域やテーマの設定第2回

　関心領域の先行研究の学習と討議第3回

　研究資料の学習と討論（1）、簡単な実用会話の学習第4回

　研究資料の学習と討論（2）、簡単な実用会話の学習第5回

　研究資料の学習と討論（3）、簡単な実用会話の学習第6回

　蘇州・南京についての学習第7回

　上海についての学習第8回

　蘇州市、南京市での現地調査、蘇州大学の特別講義を

受ける

第9回

　蘇州市、南京市での現地調査、蘇州大学の特別講義を

受ける

第10回

　上海市での現地調査第11回

　現地調査を踏まえた研究討論（1）第12回

　現地調査を踏まえた研究討論（2）第13回

　レポート作成の討論学習第14回

　レポート集の編集・完成第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　日常的な取り組みや現地調査は50％、　 終レポートは50％。100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：コミュニケーションの現在と未来―難病者・障害者へのコミュニケーション支援を手掛かりに―

重い病や障害のために、コミュニケーションの方法が限られている人々がいる。テクノロジーが発達した現在、文字盤やコンピュータなど、アナロ

グやデジタルのツールを駆使して病や障害とともに生きる人々の生存を支えることができる。しかし、究極、「コミュニケーション」とは、「＜声＞を

発する人」と「その＜声＞を聴こうとする人」との相互行為である。

本プロジェクトでは、ALSをはじめ、難病者・障害者へのコミュニケーション支援を通して、「コミュニケーションの現在と未来」を考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

担当者の「生命科学と倫理」「生命倫理学」などを受講していることが望ましい

授業で適宜指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

※上記の授業スケジュールは（NPO「ある」の活動、ゲストスピーカー、患者さんの都合などにより変動する）

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SC)  §  企画研究（自主企画研究） (SC)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

14552

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・NPO法人「ある」の活動を通して、難病者・障害者の「生存の技法」を学ぶ

・難病者・障害者への／とのコミュニケーション（支援）を通して、自らの「コミュニケーション」を考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業担当者にしてはめずらしいアクティヴィティをともなう企画で、私にとってもチャレンジですが

生命倫理問題を頭でっかち・心でっかちで終わらせることなく、ともに気軽に楽しみたいとおもいます。

メーリングリストを作成予定

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概容とガイダンス１

ALSについて学ぶ①２

ALSについて学ぶ②３

コミュニケーション支援とテクノロジー①４

コミュニケーション支援とテクノロジー②５

コミュニケーション支援とテクノロジー③６

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）７

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）８

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）９

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）１０

ろう者とのコミュニケーション１１

「わたし・たち」の「＜コミュニケーション＞障害」１２

「わたし・たち」の「＜コミュニケーション＞障害」１３

報告書の作成１４

報告書の作成１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業や活動への参加

報告書の作成

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・ニュース・ジャーナリズムの現実的な議論をするための基礎知識として、新聞記事・ニュースの制作現場を実際に体験し、ディスカッションを行

います。

・朝日新聞大阪本社・朝日放送(ABC)の協力をいただいて、夏季に２日間、各４コマ分を使って、新聞記事とニュース制作の実習を行います。

・その他オプショナルで見学なども予定しています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

クラス内で指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

時事問題は知っていることを前提に話します。新聞を読み、ニュースを見て社会の動きをきちんとフォローして下さい。クラスの中でのディスカッ

ションのネタとしても活用することが想定されます。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SD)  §  企画研究（自主企画研究） (SD)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

14553

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入のはなし・ニュースの決まり事を知る ジャーナリズム・民主主義・人権第１回

取材現場で直面する問題 実名／匿名・推定無罪・取材源の秘匿第２回

取材で使われるスキル インタビュー・記者会見・調査第３回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別の日）

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

朝日放送ニュースセンター見学第１２回

変わる取材現場 メディアスクラム・デジタル第１３回

ニュースの将来と私たち ソーシャルメディア・オンデマンド・フォーラム第１４回

まとめの議論第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・回数が限られているため、出席は「前提」です。（70%）

・以下のポイントにより評価します。

　①ディスカッションへの参加・貢献度

　②実習参加での積極度

　③コミュニケーション・ペーパー（数回課す予定です）

記事やニュース制作、その後のディスカッションの成果などを「報告書」としてまとめてもらいま

す。（30%）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代社会は、経済社会環境が大きく変動する中で、貧困や格差の拡大、社会的排除など、さまざまな諸問題に直面している。これらの諸課題に

対応する中で、「コミュニティ」の可能性にあらためて注目が集まっている。村おこしや都市再生、地域福祉の試みなど、個別の諸事例について

は各科目において紹介されているが、それらを包括的に捉え、より広い観点から考察する試みはなされておらず、そのため「コミュニティ」の持つ

理論的意義と限界については十分に検討されてきたとはいえない。

　本企画研究では、これらの現状をふまえて、政治学の観点から幅広く検討することによって、「コミュニティ」の理論的可能性について明らかに

するだけでなく、そこから得られる知見をもとに、現在のコミュニティの抱える課題、および、それへの処方箋を検討していく（そして可能であれ

ば、これらの成果を社会実践へと結びつけていきたい）。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

現代社会の諸問題への対応として「コミュニティ」が注目されているため、新聞やニュースなどを通じて、時事問題に興味を持つようにしておくこと

テキストについては、必ず事前に入手し、しっかりとディスカッションできるように、精読しておくこと

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SE)  §  企画研究（自主企画研究） (SE)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

14554

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本企画研究の到達目標は、文献購読およびディスカッションを通じて、①「コミュニティ」に関する政治学的な理解を深めること、そして、②学術的

な知見を具体的提言や実践へと結びつける主体性を身に付けることにある。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・テキストの輪読およびディスカッションを中心に運営していく

・より実りの多い時間にするために、テキストを事前に入手し、精読した上で授業に臨むこと

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

コミュニティ ジェラード・デランティ（著）／ＮＴＴ出版／／2006年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション－コミュニティへの注目の背景－ 福祉国家の変容、ポスト工業社会への移行、グローバ

ル化の進展

1

現代社会におけるコミュニティの現状と課題 貧困・格差の拡大、社会的排除、個人化、ガバナンス、

パートナーシップ、協働

2

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ① リベラリズム、コミュニタリアニズム、リバタリアニズム3

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ② 多文化主義、シティズンシップ、新しい社会運動4

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ③ ポストモダニズム、コスモポリタニズム5

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ④（3回か

ら5回のまとめ）

6

政治理論と実際の関係性7

コミュニティへの政治学的アプローチ① 政治哲学、リベラリズム8

コミュニティへの政治学的アプローチ② コミュニタリアニズム、道徳的権威主義、平等主義9

コミュニティへの政治学的アプローチ③ 経済領域との関連性、社会政策との関連性10

コミュニティへの政治学的アプローチ④ 市民社会、結社、コミュニティの再生（政治化・民主化）11

コミュニティへの政治学的アプローチ⑤（第8回から11回

のまとめ）

12

コミュニティの政治学的意義と課題13

現代社会におけるコミュニティの可能性14

まとめ－21世紀におけるコミュニティ－15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 報告・レジメの作成、ディスカッションへの参加、期末レポートの作成などをもとに、総合的に判

断する

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業内で適宜紹介していく

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

本講義で扱う予定のテキストは必ずしも容易なものとは言えないが、「コミュティ」を通じて、現代政治理論の現状と課題を検討することできる。政

治理論やコミュニティの哲学的基礎に興味のある学生にとって、本講義は有意義なものとなると考えられる。テキストを丁寧に検討・解説・議論し

ていくので、政治学の基礎知識は必ずしも必要はないが、受講希　望者には難しい内容でも簡単にあきらめない学問的姿勢を期待している。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニティの政治学 エイドリアン・リトル（著）／日本経済評論社／／2010年

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本企画研究では、国際的なメディア比較プロジェクトに取り組むこととし、特に、日韓のメディア（新聞、放送、映画、インターネットなど）について

比較メディア学の視点から学んでゆく。講義の中盤では、夏休み期間に、韓国・ソウルでのフィールドトリップ、いわゆる「インターナショナル・メ

ディアスタティーズ・キャンプ」を実施し、韓国メディアの特徴について実践的に理解する機会を持つ。これにより日本と韓国の共通点や相違点に

ついての理解を深めてもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

メディア、ジャーナリズム関連の講義を履修していることが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

本企画研究では、講義の一貫として夏季休暇中の9月に韓国ソウルでインターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプを実施するため、受講

にあたってはこれへの参加が必須となる。ソウルでは、提携大学の西江大学で、韓国メディアについて教授やメディア専門家から講義を受け、ま

た西江大学の学生とディスカッションを行う。講義・ディスカッションは英語で行われるため、受講生は英語力の向上を常に心がけておいて欲し

い。なお、メディアスタディーズ・キャンプへの参加費用は受講者の個人負担とする。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SF)  §  企画研究（自主企画研究） (SF)

担当者名 /  Instructor 金山 勉

14555

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本企画研究の到達目標は、国際的な比較メディア学の学びを通じ、異なる国の社会で運営されているマス・メディアの特性を理解し、その中から

発生している独自のメディア文化などについて考察し、分析できる能力を身に着けることである。本企画研究では、夏期休暇中（9月2週目から3

週目にかけて）、韓国・ソウルにおいて韓国のメディアについて集中的に学ぶメディア・キャンプを実施するため、立命館での夏季集中講義で開

講される科目受講を計画しようとする場合は、時期が重なることとなる。このため、本企画研究を履修する際に、十分検討して受講すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：国際メディア比較とは何か Comparing Broadcasting System第１回

フェーズ１（日本での学び）　

インターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプに備え

た学び

国際メディア比較研究の関連文献購読（その１）

第２回

国際メディア比較研究の関連文献購読（その２）第３回

日本と韓国のメディア比較（その１）第４回

日本と韓国のメディア比較（その２）第５回

フェーズ２（韓国・ソウルでの学び）＝夏期休暇中9月に7

日間の日程で実施する＝　

インターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプで学ぶ

　（韓国ソウルでプログラム提携大学の西江大学コミュニ

ケーション学部での講義）

韓国メディアを学ぶ

　　その１　新聞

第６回

韓国メディアを学ぶ

　　その２　放送

第７回

韓国メディアを学ぶ

　　その３　映画

第８回

韓国メディアを学ぶ

　　その４　インターネット

第９回

学生による日韓メディア比較ディスカッション（その１）

　各国メディアの特性を議論の中心とする

　立命館大学受講生と西江大学コミュニケーション学部

生との間で実施する（使用言語は英語）

第１０回

学生による日韓メディア比較ディスカッション（その２）

　日韓のメディア文化・流行を議論の中心とする

第１１回

フェーズ３（日本での学び）　

日本のメディア状況との比較

　日韓メディアの共通点

第１２回

日本のメディア状況との比較

　日韓メディアの相違点

第１３回

日韓間のメディアコンテンツ流通の可能性第１４回

まとめ、学びの報告書作成に向けて第１５回



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

韓国・ソウルでのインターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプの日程や参加費用などについては、個別に説明の時間を設けることがある

ので、これには必ず参加すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Electronic Media and Industrialized Nations: A 

Comparative Study

Donald R. Browne／Iowa State University Press／0813804221／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

東アジアのメディアコンテンツ流通 菅谷実編／慶應義塾大学出版会／4766411498／

ニュースの国際流通と市民意識 伊藤陽一編／慶應義塾大学出版会／476641148X／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業出席、授業参加、およびリアクションペーパーによる平常評価（60パーセント）、これに加え

てグループワークによるプレゼンテーション（20パーセント）、およびグループレポート（20パーセ

ント）により総合的に評価する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ベトナムの障害児教育・福祉の調査研究

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

上記以外に発表（セミナーおよびゼミナール大会）の準備のために集まることがある。

2単位であるが、後期のゼミナール大会をめざして一年間をサイクルとして活動する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本ベトナム友好協会京都府連合会ホームページ（http://www4.ocn.ne.jp/~nhatviet/）

 その他 /  Others

教員全員が、授業に参加できない場合がある。

授業日以外に集まる場合がある。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SH)  §  企画研究（自主企画研究） (SH)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積、桂 良太郎、黒田 学、津止 正敏

14556

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

2011年8月にホーチミン市およびフエ市等で開催（予定）される、日本ベトナム友好障害児教育・福祉セミナーに参加し、ベトナムの障害児教育・

福祉の現状を調査する。

帰国後、調査をもとに報告書（レポート）を作成する。また、この調査をもとに2011年12月に開催される産業社会学会主催のゼミナール大会で発

表をおこなう。また、日本とベトナムの学生・研究者の交流活動に参加したり、学部内外の関連する授業に参加したりして本授業の補いとする。

また、他大学学生との共同研究も積極的にすすめる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

日頃から国際社会に目を向けて、様々な国々の障害者問題をはじめ教育・福祉に関心を持ってほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『手づくりの国際理解教育』 藤本文朗・藤井克美・黒田学・向井啓二編／クリエイツかもがわ／9784863420069／

『ベトナムの障害者と発達保障』 黒田学／文理閣／9784892595103／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

顔合わせ/各自の興味や関心を出し合う。第1回

昨年度までのセミナーの様子をビデオや写真で見たり、

先輩や関係者の話を聞いたりして、研究の方法やイメー

ジをつかむ。

第2回～4回

8月のセミナーでのフィールド調査、観察、文献研究など

の準備を始める。

第5回～8回

セミナーでの役割分担や、調査方法について打ち合わせ

を行い、準備をすすめる。

第9回～10回

帰国後、セミナーおよび調査のふりかえりや反省。ゼミ

ナール大会に向けての発表の打ち合わせを行う。必要に

応じて追加調査を実施する。

第11回～12回

ゼミナール大会にむけてのレジュメ作成とプレゼンテー

ション（パワーポイント）を準備する。

第13回

ゼミナール大会で発表する。第14回

１年間の活動のまとめと来年の課題の確認第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ゼミナール大会の発表およびその準備原稿をレポートとして評価します。

企画研究への参加度、積極性、役割などを総合的に評価します。日本ベトナム友好障害児教

育・福祉セミナー（2011年8月実施予定）に参加したか、しなかったかで評価に区別はもうけな

い。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、デートＤＶについて、その社会的背景について、社会学的知見から理解を深めると同時に、既存の予防開発プログラムの効果を検証

しつつ、高校生・大学生向けのデートＤＶ予防プログラムの開発・実践を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

家族社会学　臨床社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SI)  §  企画研究（自主企画研究） (SI)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

14709

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、近代における親密な関係性が内包している暴力の特質を理解すると同時に、実践的解決方法を開発する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

このプログラムは当事者である若者の視点を生かしながら具体的にプログラムを作っていくので、意欲的かつ継続的に参加できる学生の受講に

限定する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

デートＤＶと恋愛 伊田広行／大月書店／9784272350346／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション デートＤＶ　ＤＶ　近代家族第1回

文献購読①第2回

文献購読②第3回

文献購読③第4回

資料分析①第5回

資料分析②第6回

資料分析③第7回

予防プログラムの開発①第8回

予防プログラムの開発②第9回

予防プログラムの開発③第10回

予防プログラムの実践①第11回

予防プログラムの実践②第12回

予防プログラムの実践③第13回

予防プログラムの編集第14回

今後の課題の整理第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 年度末にレポートを課す。20 ％

平常点評価 80 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

京都市京北町をフィールドワークの対象地として、納豆づくりをはじめ、その他当該地域での農林業活動を体験し、

それらを通じて地域の生活・産業を具体的に知るとともに、地域の経済的・社会的課題の発見と活性化に向けての

可能性について、農商工連携の推進と食育をテーマに加え、調査研究と社会的実践を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、フロンティ協会は学部インターンシップの受け入れ先でもあるので、ＮＰＯの活動に興味があれば

申し込んでほしい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SJ)  §  企画研究（自主企画研究） (SJ)

担当者名 /  Instructor 景井 充、高嶋 正晴

14557

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本プロジェクトの活動を通じて、大学とＮＰＯ法人フロンティア協会との協働による地域活動について、各人の関心・

テーマからフィールドワークや調査研究を行い、その成果を学内・学外で発表するとともに、年度末に成果報告書

としてまとめる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　京北プロジェクトを中心として、フロンティア協会がアレンジする各種現地活動やボランティア活動への

積極的参加、とりわけ、毎年の納豆フォーラムや栃の木フォーラムなど学内外での成果・活動事例の

発表への参加を望みます（なお、フィールドワークや地域行事などは、土曜日、日曜日に実施することが

多いので、なるべく多くの活動への参加ができるよう、留意して下さい）。

　また、今年度は農商工連携をテーマに加えた活動を開始する予定なので、そうした分野への関心も

持ってもらえるといいでしょう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

聞き書京都の食事（日本の食生活全集　第２６

巻）

「日本の食生活全集 京都」編集委員会（編）  ／農文協／／

伝承写真館　日本の食文化　第８巻　近畿 農文協（編）／農文協／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに　～京北プロジェクトの活動の概要および予定

の確定～ 

 第１回 

京北の概要　～現地視察から地域的特性を知る～  第２回 

京北の農業と納豆づくり①　～圃場の整備と大豆種まき

体験～

第３回 

京北の林業と栃の木植林活動①　～植林現場の視察～ 第４回 

京北の地域活性化活動の実施　～地域・ＮＰＯ・大学の

協働で～ 

（6月のホームカミングデーの一企画として、第４回「京

北納豆フェスタ」開催とその企画策定・準備・運営、ま

た、７月下旬には、京北での「カブトムシドーム」イベント

のサポートも） 

 第５～７回 

京北の農業と納豆づくり②　～大豆収穫体験～第８回 

京北の歴史文化資源　～古城調査の実践から～ 第９回 

京北の農業と納豆づくり③　～納豆作りと藁つと作りを体

験～ 

第１０回 

京北の林業と栃の木植林活動②　～栃の木植林を体験

～

第１１回 

大学の地域貢献事例の視察第１２、１３回 

学内外での活動成果報告（１１、１２月を予定：納豆フォー

ラムなど） 

第１４、１５回 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 講義への出席、活動への参加、および学内外のフォーラムでの成果報告など。 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・京北プロジェクトのブログＨＰ「京北プロジェクト」　http://ritskeihoku.kyo2.jp/

・特定非営利法人フロンティア協会ホームページ　http://www.nethousing.co.jp/frontier/

・京北商工会ホームページ　http://keihoku.kyoto-fsci.or.jp/ 

・大豆加工業界紙『トーヨー新報』　http://www.toyoshinpo.jp/

など

 その他 /  Others

京北プロジェクトの２０１０年度活動を報告する掲示板が以学館１Ｆにあります。納豆フォーラムの

様子なども報告されています。ブログやＨＰとともに、２０１１年度の活動の参考としてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

納豆本―やっぱり納豆が好き― ／フロム出版 ／／

農商工連携による「新地域おこし」のススメ 後久博／ぎょうせい／／

農業ブランドはこうして創る―地域資源活用促

進と農業マーケティングのコツ―

後久博／ぎょうせい／／

納豆大全―愛すべき伝統食品の謎を解く― 町田忍／角川文庫／／

農商工連携の地域ブランド戦略 関満博、松永桂子（編）／新評論／／

「食」の地域ブランド戦略 関満博、遠山浩（編）／新評論／／

「村」が地域ブランドになる時代 関満博、足利亮太郎（編）／新評論／／

《森林社会学》宣言―森と社会の共生を求めて

―

内山節（編）／有斐閣選書／／

地域と響き合う農学教育の新展開―農学系現

代ＧＰの取り組みから―

中島紀一（編）／筑波書房／／

食・農・からだの社会学 枡潟俊子・松村和則（編）／新曜社／／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本企画研究のテーマは、産業社会学部でこそ“学習者中心の学び”を現実化することができるという考え方に立って、産業社会学部ならではの

“学び”の技法と文化の開発に取り組むことである。具体的には、以下の２点を主題とする。①「社会的構成主義」と言われる学習理論を学びな

がら、産業社会学部ならではの“学び”の可能性をつかむこと、②「学ぶ主体」を形成する文化的な仕掛けとしての、産業社会学部におけるピア・

エデュケーションのありかたや、学生の自主活動・自治活動を検討すること。授業における具体的な活動には、他大学への視察、シンポジウム

の企画・開催に取り組む中で、文献や資料を素材とする実践的な学習に取り組みたいと考えている。

本企画は当初２年間の継続事業として構想したものだが、研究の進展を受けて３年目を開講する。今年度の 終的な到達目標は、視察調査や

シンポジウムの成果を学部内外に向けて広く成果公表し、また積極的な提言を行うことである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、教育社会学や高等教育に関心を持っていると非常に好都合である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業外での意見交換や情報の共有、学習会やシンポジウムの準備などが、それ自体アクティブラーニングとなろう。私的・個人的関心から出発

して、社会的意義を有する成果にまでその関心を育て上げる経験となるはずである。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SK)  §  企画研究（自主企画研究） (SK)

担当者名 /  Instructor 景井 充、坂田 謙司、高嶋 正晴

14710

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

前半期の目標は、１）“学習者中心の学び”の理論的支柱となる「社会的構成主義」学習理論を学ぶとともに、産業社会学部の学際学部としての

特性をつかむこと、２）上掲の学習理論の研究者を招聘して学習会を開催すること、３)後期に開催するシンポジウムの開催準備を進めること、で

ある。夏期休暇中には、他大学への視察や専門家へのインタビューを含めた調査活動に取り組む。視察調査の対象としては、学際プログラムに

精力的に取り組んでいる岡山大学や、地域連携教育などの形で様々なＦＤやアクティブラーニングを展開している大学を想定している。

後半期の目標は、１）前半期から後半期中頃までの活動を総括するシンポジウムを企画・開催すること、２)、同じく、産業社会学部における“学

び”の文化を醸成する方策について検討を深めること、である。 後に、活動全体を総括して報告書や論文の形で成果を取りまとめ、ゼミ大への

参加など発信活動を行う。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

密度の濃いアクティブラーニングとなるので、積極的に楽しみながら参加して欲しい。いわゆる座学とアクティブラーニングは別物でもないし矛盾

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

年間および前期の活動内容、基本的スケジュールの説

明（１）、意見交換

1

年間および前期の活動内容、基本的スケジュールの説

明（２）、意見交換

2

「学習理論」の意義と必要性に関する概説 ――「教育」と

「学習」の峻別

社会的構成主義、学際教育プログラム3

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（１） 社会的構成主義、学際教育プログラム4

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（２） 社会的構成主義、学際教育プログラム5

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（３） 社会的構成主義、学際教育プログラム6

「学習理論」に関する学習の総括、学習会の総括7

後期の活動内容、基本的スケジュールの説明（１）、意見

交換

8

後期の活動内容、基本的スケジュールの説明（２）、意見

交換

9

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（１）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題10

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（２）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題11

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（３）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題12

シンポジウムの開催準備13

シンポジウムに関する総括14

年間活動に関する総括、成果の取りまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常の活動への参加を評価対象とする。当事者意識を持って臨んでいるかどうかを判定する。100 ％
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特になし。上掲の講義概要と到達目標に相応しい文献や資料を用いる。なお、『構成主義パラダイムと学習環境デザイン』は共同購入する。

活動が進む中で、適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

しもしない。両者を相乗させながら、大学での学びの面白さを味わってみて欲しいと思う。

産業社会学部において、大学・学部教育それ自体が検討される機会は今までなかった。大学における学びのあり方について関心を持つ学生の

参加を広く求めたい。大学・学部に対する“消費者主権的依存”状態からも、シニカルな傍観者的態度からも自由になって、産業社会学部での学

びを自分自身にとって意義あるものとしたいと思う学生は、ぜひ参加してほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　経済成長が続く中国を中心に、アジアの消費市場は着実に拡大しています。その反面、芸術・文化の振興、創出の産業構造では、日本は先進

国です。ところがデシタル技術とインターネットの地球規模の急速な普及で、新たな課題が続々と生じています。それには、まず速やかに時代に

対応できる人材の育成です。ついては東アジア地域（日・中・韓）を主軸に､ASEAN加盟諸国における音楽文化・産業の実態を調査・研究し、推進

役の一助になるような報告書の作成と発進を目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

○語学（中国語、韓国語）の積極的な履修を望む。 

特に指定はしない。独自資料・テキストを活用。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

その都度指示する。 

 その他 /  Others

なし

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SL)  §  企画研究（自主企画研究） (SL)

担当者名 /  Instructor 反畑 誠一

14631

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

○音楽文化を通じて西欧と非西欧を比較し特性を学ぶ。

○ 新の市場特性を調査研究する。

○新たな情報ネットワークを構築する。

○ビジネス・プロデューサーの資質を拡充する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

国勢と民度 言語・宗教1

民族音楽の存在 洋楽事始2

市場規模と流通 海賊盤3

情報ネットワークの構築 海外交流4

教育制度の実態 音楽教育5

違法ネット利用の実態と法整備 百度（Ｂａｉｄｏ）6

メデイア事情の実態 許認可制度7

著作権制度の実態 国際条約8

J-POPの浸透度と進出の可能性 ハーリー（吟族）族9

コンテンツ産業振興戦略（韓国編） K-POPブーム10

コンテンツ産業振興戦略（中国編） C-POP11

コンテンツ産業振興戦略（シンガポール編） Ｃｏｏｌ　ＪＡＰＡＮ12

エンタテインメント産業の実情と展望 ライブ13

報告レポート作成準備 コンピレーションアルバム14

研究発表とディスカッション 報告レポート15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

募集人員は10人。介護政策における家族のポジショニングは、家族依存から家族支援を経て本人支援というステージを迎えています。ただ、本

人支援を政策理念として掲げた介護保険制度や障害者自立支援法では、家族が再度、介護の人的資源として介護場面に回収されるという新た

な事態を発生させています。また、本人支援という枠組みだけでは今日の介護問題を解決するには至っていないということも明らかなっていま

す。家族･介護者支援というテーマが本人支援というステージを経て再帰的に「ケアする人へのケア」というテーマとして浮上しています。この企画

研究では、障害児家族(父母、兄弟姉妹など)という障害児者という当事者とともに「もう一人の当事者」としての家族･介護者への支援について考

えていきます。ケアする人のケアを可能とするような地域社会についての理論的実証的研究が主なテーマとなっています。皆さんの積極的な参

加を歓迎します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

地域福祉論。家族社会学。

ゼミナール大会や父母教育後援会への参加を徹底します。これを目途としながら集団で一つの論文を完成させます。

その都度指示する

その都度指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

通年2単位の授業なので、基本は水曜日の2時間目に設定しますが、休日や長期休暇中にも合宿、フィールドワークを行うので、必ずしも毎水曜

日とは限りません。授業の進捗状況を見ながら、また受講生と相談しながら進めていきます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

研究連携組織として「京都障害児放課後ネット」

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SM)  §  企画研究（自主企画研究） (SM)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

14632

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

全員で一つの研究論文を作成する。既に実施した障害児家族へのインタビュー調査を元にして、家族によって語られた「暮らし」の実態から、障

害児とその家族の暮らしと社会参加支援を「働く」ということをテーマとして研究します。「障害児家族の介護離職の研究」ともなります。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

tsudome@1ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

インタビュー調査結果(文字起こし分)の分析検討 障害児　家族　介護離職　地域生活1～14

研究報告会「障害児と家族への支援を考える」の開催 障害児　家族　介護離職　地域生活15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 完成論文と報告会でのプレゼンによって評価する。100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

京都市右京区南太秦小学校区自治連合会が行政との協働で取り組んできた社会交通実験（市バス７０系統利用促進モビリティ・マネジメント）

や、社会的孤立防止プログラム（南太秦小学校におけるサンデー・モーニング・カフェ）の支援を展開する。その際、環境政策、交通政策として位

置づけられている社会交通実験には社会的孤立を防止する福祉的プログラムの付加、そして社会的孤立防止実験には食品ごみの堆肥化や軽

易な農作業などの環境的プログラムの付加を通じて、環境政策と福祉政策とが融合したまちづくりのプロセスをデザインし、各実験を推進する具

体的なプログラムを立案、実施する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「環境形成論」「景観デザイン論」「教養ゼミナール（７）」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

（１）授業時間以外にも地元関係者や行政関係者との打ち合わせ、土日に実施されるワークショップや調査、企画への参加などが予定されてい

ます。

（２）また、通常講義以外にも、衣笠セミナーハウスで合宿を行い、ワークショップや聞き取り調査のためのスキル・トレーニングなども実施するこ

とになります。実践的な活動を行うための必要となるスキルの取得と、実際に実践活動を展開していくことが必要となるので、かなりの時間と労

力を注ぎ込む必要があります。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SN)  §  企画研究（自主企画研究） (SN)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

14633

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）「聴く」ことを通じて、まちづくりにおけるステークホルダーのニーズを把握する力を身につける。

（２）「聴く」「眺める」ことを駆使して、プロセスとプログラムをデザインする力を身につける。

（３）実施したプロセスやプログラムを検証し、次の展開への改良点を明確にする力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンスならびに自己紹介・他己紹介 己を知る・他者を知るグループワークの導入１回目

これまでの経緯と対象地域の理解と把握 対象地域におけるこれまでの活動の経緯や成果、課題

の理解。

対象地域の地図や基礎データに基づく理解。

２回目

対象地へのフィールドワーク（１） まちあるきによる地域資源の発見と理解３回目

対象地へのフィールドワーク（２） 地元の要望で開設された市バス７０系統の乗り込み調

査

４回目

 対象地へのフィールドワーク（３） 南太秦小学校ふれあいサロンで毎月２回隔週日曜日の

午前中に展開される「サンデーモーニングカフェ」への参

加

５回目

対象地へのフィールドワーク（４） 南太秦小学校区自治連合会へのヒアリング調査６回目

対象地へのフィールドワーク（５） 自治体関係者へのヒアリング調査７回目

社会交通実験チームと社会的孤立防止実験チームの形

成

市バス７０系統の利用促進や福祉的要素を付加するた

めの社会交通実験チームと、南太秦小学校における

「サンデーモーニングカフェ」への環境的要素を付加す

るための社会的孤立防止実験チームのグループ分け

８回目

各実験の内容をパワーアップする新しい企画実施のため

のプロセスとプログラムのデザイン（１）

各実験毎にどのような新しい企画を行うのか？企画を

実施するまでのプロセスと、実際に実施する企画内容

についてのプログラムをデザインする。

９回目

各実験の内容をパワーアップする新しい企画実施のため

のプロセスとプログラムのデザイン（２）

前回デザインした各企画のプロセスと、企画内容につい

てのプログラムを精査し、決定する。

１０回目

新しい企画プログラムを展開するための予備調査ならび

に予備実験（１）

決定したプログラムが実際に展開できるのかどうか、地

元関係者や行政関係者との打ち合わせや予備実験、予

備調査を行う。

１１回目

新しい企画のプログラムを展開するための予備調査なら

びに予備実験（２）

地元関係者や行政関係者との打ち合わせや予備実験、

予備調査の結果を受けて、本格実施を展開するための

準備や調整を行う。

１２回目

新しい企画プログラムの実施（１） これまでに検討してきた新しい企画の本格実施１３回目

新しい企画プログラムの実施（２） 新しい企画の本格実施を終えての関係者へのヒアリン

グ調査

１４回目

各実験の新プロジェクト実施の振り返りと総括１５回目
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（１）少人数（15名）による参加型かつ実践的な授業となります。

（２）このシラバスでは１つの目安として全１５回のプログラムと内容を記していますが、内容が前後したり、前倒しになったり、授業と授業との合

間に地元関係者や行政関係者との打ち合わせが入ったりなど、地元や行政が進める社会実験の進捗に併せて、スケジュールが変更されること

が多々あります。

（３）ただし、その場合にも、事前の連絡や調整はしっかりと行いますので安心して下さい。

（４）また２、３回分をまとめた衣笠セミナーハウスで合宿集中ワークも予定しています。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境と都市のデザイン―表層を超える試み・参

加と景観の交点から

斎藤・土肥編著／学芸出版社／／担当教員も執筆陣に加わり、実践的な活動の中で

合意形成やワークショップがどう展開するかを記した本。担当教員がどのような実践を

経て今日に至っているかを理解してもらえる本です。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

参加のデザイン道具箱 世田谷まちづくりセンター／世田谷まちづくりセンター／／住民参加型企画の立案や

ワークショップのプログラムデザインのアイディアや応用例が豊富な実践的テキスト！

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 地域に入っての実践的な研究活動になるため、１５回の授業のみならず、市民組織や行政組

織との打ち合わせや準備作業など、授業時間の２〜３倍の時間と労力の投入が必要となりま

す。「今の社会をもっとまともなものにしたい」「他者や地域のために活動する中で自分を成長さ

せたい」という強い動機と問題意識、そして他者への思いやりを有することが、この研究に参加

しタスクを達成させる資質として必要です。作業に対する姿勢や、作業結果の内容を判断材料

として、全１５回を通じての成績評価を行います。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　グローバル資本主義の引き起こす世界的規模での諸問題、たとえば、貧困問題や環境問題を甘受しつつ、

私たちは、なおもこのままグローバル資本主義のなかに生きるか。それとも、また別の対抗的な社会経済の

あり方、その条件をいかに構想しうるのか。

　この授業では、資本主義経済のグローバル化とポスト資本主義的な社会経済のあり方をめぐる諸文献を

読み進め、そうした構想―とりわけ地域に根ざした社会経済のあり方―について議論し、考察していく。

　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

全体で共通して使用する教科書は定めない。授業で取り扱う諸文献については、参考文献一覧を参照されたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の題材となっている文献について、しっかりと目を通した上での出席を求める。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SP)  §  企画研究（自主企画研究） (SP)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

14559

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

関連する諸文献を読んで議論することを通じて、グローバルな社会経済の問題と展望について学び、知識と

理解を深めること、そして、それらを踏まえつつ、今後の望ましい社会経済のあり方と、その諸条件について

考察を深め、レポートとしてまとめること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の方法としては、以下の参考書欄にある諸文献をしっかりとふまえて、双方向的・参加型の授業を行う。

受講生は、予習をし、授業でのプレゼンや議論を通じて、各受講生の 終レポート作成に取り組むこととなる。

授業内容については、受講生の関心などによっては、文献の加除を考慮したい。

読む文献の量が若干多いので、隔週ないしその他のテンポでの授業運営となる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

フラット化する世界（増補改訂版、上下巻） Ｔ・フリードマン／日本経済新聞出版社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

グローバル資本主義の諸問題 論点整理と問題意識、運営方法の確認第1回

グローバル資本主義の現在 Ｔ・フリードマン『フラット化する世界』 第2回

グローバル資本主義の変容① Ｐ・ドラッカー『ポスト資本主義社会』第3回

グローバル資本主義の変容② 田坂広志『目に見えない資本主義』第4回

グローバル資本主義の変容③ Ｇ・Ｋ・プラハラード『ネクスト・マーケット』第5回

経済概念の問い直し Ｋ・ポランニーの「形式経済／実体経済」論第6回

経済成長と社会発展 Ｓ・ラトゥーシュ『経済成長なき社会発展は可能か』①　第7回

経済成長と社会発展 Ｓ・ラトゥーシュ『経済成長なき社会発展は可能か』②第8回

ポスト資本主義 Ｊ・Ｋ・ギブソン＝グラハム『ポスト資本主義政治』①第9回

多様なコミュニティ経済 Ｊ・Ｋ・ギブソン＝グラハム『ポスト資本主義政治』②第10回

連帯に基礎をおく経済 西川潤ほか編『連帯経済』第11回

ローカリズム①　 Ｈ・ノーバッグ＝ホッジ『懐かしい未来へ』第12回

ローカリズム②　 内山節『共同体の基礎理論』第13回

ローカリズム×連帯経済 農と食からグローバル経済の仕組みを捉えなおす第14回

振り返りワークショップ ポスト資本主義的な社会経済のあり方とその展望第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取り組み状況の評価として：

　授業への積極的な参加。（60％）

・レポート：毎回の予習としての要約レポートの作成（20％）

・ 終レポート：授業で取り扱った諸文献を元にレポートを執筆（20%）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ポスト資本主義社会―21世紀の組織と人間はど

う変わるか―

Ｐ・ドラッカー／ダイヤモンド社／／

目に見えない資本主義―貨幣を超えた新たな経

済の誕生―

田坂広志／東洋経済新報社／／

ネクスト・マーケット［増補改訂版］ Ｃ・プラハラード／英治出版／／

人間の経済Ⅰ―市場社会の虚構性― Ｋ・ポランニー／岩波書店／／

経済成長なき社会発展は可能か―＜脱成長＞

と＜ポスト開発＞の経済学―

Ｓ・ラトゥーシュ／作品社／／

Postcapitalist Politics J. K. Gibson-Graham／University of Minnesota Press／／

The End of Capitalism (As We Know It) J. K. Gibson-Graham／University of Minnesota Press／／

連帯経済―グローバリゼーションへの対案― 西川潤、生活経済政策研究所／明石書店／／

いよいよローカルの時代―ヘレナさんの「幸せ

の経済学」―

ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ、辻信一／大月書店／／

共同体の基礎理論―自然と人間の基層から― 内山節／農文協／／

肥満と飢餓―世界フード・ビジネスの不幸のシス

テム―

ラジ・パテル／作品社／／

未来をつくる資本主義―世界の難問をビジネス

は解決できるか―

Ｓ・ハート／英治出版／／

脱「開発」の時代―現代社会を解読するキー

ワード辞典―

Ｗ・ザックス／晶文社／／

現代マルクス主義のフロンティア Ｒ・マンク／萌書房／／

グローバリゼーション［新版］ Ｍ・スティーガー／岩波書店／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　３．１１大震災に際して、多様な震災ボランティアが生まれている。こうした過程は、日本における新たな社会創造に向けた重要なステップとなる

だろう。

　本企画研究では、１）すでに自主的に震災ボランティアに参加した学生、２）まだ参加できないが、興味関心のある学生、３）そもそも、ボランティ

アに疑惑を持っている学生を対象とする（つまり、少しでも、今回の震災ボランティアに関心がある学生を歓迎する）。本授業では、震災ボランティ

ア参加者へのインタビューを通じて、震災ボランティアの体験を共有化し、その意味を探り、さらに、その過程を学内に情報発信していくことを狙

いとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別段ない。あえて言えば、ボランティア入門やNPO・NGO論などの履修は好ましい。

１）震災対応の企画研究は、この授業以外に、遠藤先生、永橋先生が受け持たれる予定である。本企画研究は、こうした他の企画研究と有

機的に連携しながら進めていく。本企画研究の特徴は、他の２つに比して、震災ボランティアの可能性と課題について学び、本学部を含む、

学生全体に情報発信していくことにある。

２）これ以外に、本学ボランティアセンターなど、多様なアクターと連携を模索する。

３）他の震災対応の企画研究や専門演習と連携して、2012年春に情報を共有化し、社会に発信する共同研究会（公開シンポジウム）を企画

する予定である。本企画研究もその際にプレゼンテイターとして参加していきたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　本企画研究は、教室を出て、さまざまなアクターに会って、話を聞いていくアクティブな学びが中心となる。参加者の希望によっては、実際、震

災ボランティアに参加するなどのフィールドワークを授業外に積極的に行うことも追求する。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SQ)  §  企画研究（自主企画研究） (SQ)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

17133

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）日本におけるボランタリーセクターが抱える課題を把握する。

２）ボランタリーセクターを活性化させる様々な道筋について、とくに、震災ボランティアをフィールドとして理解する。

３）今回の震災ボランティアの意義について理解する。

４）震災ボランティア体験を広く学生に共有化する方法論を考える。

５）そして、実際、情報発信活動を行うアクティブな学びを追求する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　本企画に興味がある熱意ある学生の参加を歓迎する。もちろん、震災ボランティアに対して疑問を感じるという問題意識を持った学生も大いに

歓迎する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

今回の大震災について企画研究参加者の問題意識の共

有化

研究テーマの確認、震災ボランティア第１回

「全国ホームレス協会のこころみ」菅野氏の問題提起（音

声データ）

NPOネットワーク、新たな公共第２回

「イオンのこころみ」古谷氏の問題提起（DVDデータ） 企業の社会貢献活動、企業の震災対応第３回

「環境市民のこころみ」堀氏の問題提起（DVDデータ） FMラジオとインターネット発信の可能性、市民メディアと

環境運動

第４回

ボランティア問題へのアプローチ 日本のボランタリーセクターの課題、ボランティアにかか

わる文化的な問題

第５回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その１） インタビュー調査と調査まとめの共有化第６回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その２） インタビュー調査と調査まとめの共有化第７回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その３） インタビュー調査と調査まとめの共有化第８回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その４） インタビュー調査と調査まとめの共有化第９回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その５） インタビュー調査と調査まとめの共有化第10回

情報発信に向けた戦略会議 メディアの選択第11回

情報発信に向けたフィールド調査 メディアのフィールドワーク第12回

情報発信のための準備 第６回～第10回のデータの加工第13回

情報発信の実施 放送？　インターネット構築？　フェイスブック？第14回

情報発信活動の振り返り 活動成果の自己評価第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 本企画研究は、情報発信を目的としており、その具体的な成果を中心的に評価する。100 ％
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なし。

授業中に、適時、紹介していく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に、適時、紹介していく。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　東日本大震災の被災地から遠く離れた京都にあって、被災地の人々の支援のあり方をどう考え、どう関わっていったら良いのだろうか？本企

画研究では、人々の健康に着目し、体と心のケアをめざしたパフォーマンスの可能性を追求したい。関西に移住してきた被災地の人々を対象に

しつつも、可能であれば、被災地に赴きパフォーマンスの可能性を追求したい（被災地に行った場合、現地のニーズ（ガレキ撤去や炊き出し等）

にあわせた活動も展開する）。そのために、1．健康とは何か、体と心のケアに関するパフォーマンスの理論や実技などに関する情報収集や文献

学習を行う。2．実践例（日本ダンス・セラピー協会、日本プレイセラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽出する）を視察する。3．

被災地の人々の現状と課題を把握し、それに対応したパフォーマンスの可能性を探求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別段ない。あえていえば、「身体論」「ウエルネス論」などの履修は望ましい。

1．震災対応の企画研究は、この授業のほかに小澤先生、永橋先生が担当する予定である。本企画研究は、こうした他の企画研究と有機的

に連携しながら、進めていく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SR)  §  企画研究（自主企画研究） (SR)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

17135

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）体と心のケアに関する理論と実践を深く理解し、他者に伝えることができる。

（２）パフォーマンスの様々な意義について理解し、他者に伝えることができる。

（３）健康とは何かを、様々な観点から検討し、健康の維持・増進になにが必要なのかを理解し、他者に伝えることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明、今回の震災についての企画研究参加

者の問題意識の共有化

授業テーマの確認、問題意識の共有化第１回

健康とは何か、体と心のケアをめざしたパフォーマンスに

関する理論学習

健康、体と心、パフォーマンス第２回

体と心のケアをめざしたパフォーマンスの理論と方法に

関する情報収集

日本ダンス・セラピー協会、日本プレイセラピー協会、日

本ミュージックセラピスト協会

第３回

実践例の視察1（日本ダンス・セラピー協会、日本プレイ

セラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽

出する）

実践、視察第４回

実践例の視察2 （日本ダンス・セラピー協会、日本プレイ

セラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽

出する）

実践、視察第５回

ゲスト・スピーカーを招いて、被災地の人々の現状、特に

健康面に関する情報収集

被災地の人々の生活、健康、課題第６回

ゲスト・スピーカを招いて、関西に移住してきた被災地の

人々の現状、特に健康面に関する情報収集

関西、被災地の人々、健康、課題第７回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の可能性の追求

体と心、パフォーマンスの可能性第８回

関西に移住してきた被災地の人々への聞き取り調査１ 生活の現状、課題第９回

関西に移住してきた被災地の人々への聞き取り調査２ 健康の現状、課題第10回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案

体と心のケア、パフォーマンス、立案第11回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案とその検証1

体と心のケア、パフォーマンス、立案、検証第12回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案とその検証2

体と心のケア、パフォーマンス、立案、検証第13回

活動総括と成果のプレゼンテーション 総括、プレゼンテーション第14回

まとめと振り返り まとめ、反省第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　体と心のケアに関するパフォーマンスの情報収集と考察、ならびにパフォーマンスの企画立

案と検証など、参加者が主体、当事者となって積極的に進めていくことが求められている。日常

的な授業の取り組み状況を評価する。担当教員は、そうした参加者の積極的な活動を支援し、

関係するNPOや被災地ボランティアネットワークとの連携に力をそそぐ。

100 ％
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2．上記以外に、本学ボランティアセンター、京都ボランティアセンターなど多様な機関と連携して模索する。

随時提示する。

授業中に、随時、提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時、提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　本企画に興味のあり、行動力のある学生の参加を歓迎する。また、パフォーマンスの実践経験がなくても、問題意識を持った学生も大いに歓

迎する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　東日本大震災ならびに福島第１原発事故による被災地の日常生活や生産活動への大打撃をどう受け止めたら良いのか？被災地から遠く離

れた京都にあって、復旧復興や被災地の支援のあり方をどう考え、どう関わっていったら良いのか？私自身、まだ明確な道筋を見出せていな

い。その理由の１つに福島第１原発の事故とその影響の大きさがあり、活動の自由度が奪われるような「もどかしさ」を感じている。逆にこの「もど

かしさ」から、被災地ならびに被災者支援、ひいては、将来の防災計画やリスク分散の知見を集積できないか？そのような問題意識から、本企画

研究では「リスクを 小限に抑える小規模分散型のエネルギーの地産地消はいかにして可能か？」という問題設定を行う。本企画研究では、現

時点での電力供給量の１割近くを占める流込式水力発電に着目し、避難所や仮設住宅におけるマイクロ水力発電活用の可能性と課題を探求し

たい。可能であれば、被災地に赴きマイクロ水力発電を含む自然エネルギー設置のためのボランティア活動に従事してみたい（しかし、もし被災

地に行き、そこでのニーズが自然エネルギーの設置よりもガレキ撤去や炊き出し等であれば、現地のニーズに適う動き方を展開する）。以上の

探求を進める上でも、日本におけるマイクロ・小水力発電の実施例や可能性、課題などの情報収集や文献学習を行う。その出発点として、１００

年前から流込式水力発電を導入し市内約２万世帯の電気を作り出している京都市内４カ所の小水力発電所ならびに嵐山渡月橋小水力発電の

フィールドワーク学習、さらには他府県の事例を学ぶ。その上で、自然エネルギーの普及という観点で東日本大震災の復興支援を行っているいく

つかのNPO法人と交流、連携しながら、マイクロ・小水力発電活用の可能性を探求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代環境論」「環境技術論」「資源エネルギー論」「環境ライフスタイル論」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SS)  §  企画研究（自主企画研究） (SS)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

17137

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）東日本大震災の復旧復旧への関わりについて、自分の言葉でリアリティをもって語れるようになる。

（２）日本におけるエネルギー政策の現状や問題点を理解し、マイクロ・小水力発電の可能性と課題を深く理解し、他者に伝えることができる。

（３）被災地ならびに京都におけるマイクロ・小水力発電の普及の具体的な道筋や効果そして課題を深く理解し、他者に伝えることができる。

（４）マイクロ・小水力発電を成立させるために必要となる水の循環や涵養にも思いを馳せ、小規模分散型エネルギーの地産地消と共に、山林農

地の保全や農産物の地産地消も同時に追求していく発想法と具体的方法論を理解し、他者に伝えることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

日本のエネルギー　特に電気エネルギーの現状と課題

の理解

第１回

自然エネルギー普及の現状と課題ならびに可能性を把

握するための情報収集

第２回

自然エネルギーにおけるマイクロ・小水力発電の課題と

可能性を把握するための情報収集

第３回

日本におけるマイクロ・小水力発電の歴史と実践例の把

握と理解（１）

第４回

日本におけるマイクロ・小水力発電の歴史と実践例の把

握と理解（２）

第５回

京都における小水力発電のフィールドワーク（１）第６回

京都における小水力発電のフィールドワーク（２）第７回

京都における小水力発電のフィールドワーク（３）第８回

ゲストスピーカーを招いての自然エネルギーの実践例な

らびにその可能性と課題の共有

第９回

ゲストスピーカーを招いてのマイクロ・小水力発電の実践

例の共有

第10回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の可能性と課題

の把握（１）

第11回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の可能性と課題

の把握（２）

第12回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の企画立案とそ

の検証（１）

第13回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の企画立案とそ

の検証（２）

第14回

まとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 担当教員も自然エネルギーやマイクロ・小水力発電に関してはゼロからのスタート。マイクロ・小100 ％
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京都市内のフィールドワーク、被災地支援などは、可能であれば後期開講の前の夏期期間中に集中的に行いたい。なお、被災地支援に行

けるかどうかは、受け入れ先の事情やこちら側の体制、サービスラーニングセンターやその他環境NPOや被災地支援ネットワーク諸団との連

携などを勘案して判断することになる。

随時提示する。

随時提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

担当教員も右往左往、試行錯誤の中でこの企画研究を展開していく。何か知識を教える、という形には絶対にならない。被災地支援、原発問題

に関して、なんだか「もやもや」するという「心のひっかかり」を共有し、しかし、そのひっかかりを「もやもや」にとどめず、何か一歩踏み出したいと

いう気持ちを持ち寄って、積極的に、しかし、いろいろな局面で丁寧かつ誠実にコトを進めていける場や関係性を大事にしたい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

水力発電に関する情報の収集やその考察、ならびにフィールドワークの企画実施など、参加者

が主体、当事者となって積極的に進めていくことが求められている。担当教員は、そうした参加

者の積極的な活動を支援や環境NPOや被災地ボランティアネットワークとの連携に力をそそ

ぐ。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

ハリウッドの100年の歴史を分析することで、映画誕生期から現在に至る映画イメージと映画産業の関係の推移と特徴を、同時代の政治的、社

会的、文化的背景のもとで捉える。さらには今後の映画産業のあり方、可能性、方向性についても考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし、毎回レジメ、資料を配布

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ハリウッド映画だけでなく、多くの、様々なジャンルの映画を観ること

毎回、映像資料や参考文献をあげるので、授業後に参照すること

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SB)  §  専門特殊講義 (SB)

担当者名 /  Instructor 神谷 雅子、松谷 容作

13204

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

映画のイメージと産業構造の関係性を理解し、批判的に思考する視座を養う。

映画産業と政治、文化、社会の関係について理解を深める。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・映画を観た際は、必ず何らかのメモをとること

・映画の制作年代と同時代の産業システムを常に意識すること

・疑問点、問題点があれば積極的に質問すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『映画館と観客の文化史』 加藤幹郎／中公新書／／2006年

『ハリウッド100年史講義――夢の工場から夢の

王国へ』

北野圭介／平凡社新書／／2001年

『映画の政治学』 長谷正人、中村秀之／青弓社／／2003年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

映画産業論　導入１ 映画産業論とは第1回

映画産業論　導入２ 映画産業を考えるための見取り図第2回

映画の誕生とハリウッド シネマトグラフ、キネトスコープ、映画興行第3回

古典的ハリウッド 古典的ハリウッド映画、D・W・グリフィス第4回

サイレント全盛のハリウッド 垂直統合、スター、ジャンル第5回

黄金時代 トーキー、ミュージカル映画、プロダクション・コード第6回

自意識の映画 アルフレッド・ヒッチコック、オーソン・ウェルズ、第二次世

界大戦

第7回

40年代のハリウッド パラマウント訴訟、フィルム・ノワール第8回

アンビバレントな映画産業 パッケージ型制作、アトラクション、メロドラマ第9回

自由と映画 政治、スペクタクル、作家主義第10回

ハリウッド再生① スター作家、レイティング・システム第11回

ハリウッド再生② イベント化、水平統合、テレビ第12回

今日のハリウッド① 水平統合、新作家主義第13回

今日のハリウッド② メガコングロマリット化、多角化第14回

今日のハリウッド③ ニュー・ライン・シネマ、ミラマックス、物語、国際化第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問への解答内容で、授業への理解度をはかる。80 ％

平常点評価 毎回授業後、コミュニケーションペーパーを提出してもらう。その内容で、授業の理解を確認す

る。

20 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

メディアに露出しているニュースやドキュメンタリー番組などは、どんな取材と論議を経てつくられ、読者や視聴者に届けられるのか。事件、事

故、政治、経済、国際、芸能、スポーツ・・・。一つの記事や番組の中には、過去から現在に連なる歴史の「縦軸」と、グローバル化が進む地球的

な広がりを示す「横軸」とが交差する中で、各メディアがそれぞれの価値観で、選び取った読者へのメッセージが込められている。メディアの第一

線で活躍している朝日新聞記者や朝日放送報道局員・カメラマンなどの現場報告を受けて、「特ダネ」はどのようにして生まれるのか、その舞台

裏の生々しい議論、さらにメディアが日々発信しているニュースの背景や「意味」を、それぞれのメディアの中で交わされている「論議」も踏まえな

がら、同時進行的に紹介、解析していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SC)  §  専門特殊講義 (SC)

担当者名 /  Instructor 白石 憲二

13205

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

新聞やテレビなどメディアが日々発信しているメッセージについて、その狙いなどを客観的に理解し、バランスのとれた視点で、その記事や番組

などのすぐれた点や不十分な点を評価、指摘できるようになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

できるかぎり新聞を読みテレビのニュース・ドキュメント番組などに接するように心がける。とくに興味あるテーマについて継続的にウオッチし、各

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに～メディア、報道の役割とは～ 白石憲二 客員

教授

発掘力第１回（9/30）

社論～支持される主張とは～　前田史郎氏（朝日新聞論

説委員）

争論第２回（10/7）

バラエティ～ワイドショー～岩城正良氏（朝日放送制作局

制作部長）

笑い第３回（10/14）

地震と科学報道～打ち続けたメール～　桜井林太郎氏

（朝日新聞科学医療グループ記者）

衝撃音発生第４回（10/21）

どうなる原発政策　稲田清英氏（朝日新聞経済グループ

記者）

エネルギー第５回（10/28）

国際報道とは～イラン革命など～　安東建氏（朝日新聞

編集局長補佐）

特ダネ第６回（11/4）

ドキュメンタリー～テレメンタリー番組～　西村美智子氏

（朝日放送報道局ディレクター）

証言第７回（11/11）

生活報道と震災　山田佳奈氏（朝日新聞生活文化グルー

プ記者）

教訓第８回（11/18）

報道カメラマンの１日～ 新機材など～　高木伯之氏（朝

日放送映像編集部長）

空間第９回（11/25）

写真取材の現場から～シャッターチャンス～　久松弘樹

氏（朝日新聞写真グループデスク）

集中第１０回（12/2）

事件報道と人権～テレビニュースの現場から～　星信幸

氏（朝日放送報道局次長）

メディアスクラム第１１回（12/9）

スポーツ取材の 前線～トラ番記者～　福角元伸氏（朝

日新聞スポーツ部記者）

トラ番第１２回（12/16）

地域報道の現場から～密着～　臼倉恒介氏（朝日新聞

京都総局長）

目線第１３回（12/23）

開かれた新聞とは～市民ネットと投書～　筑瀬重喜氏

（朝日新聞声担当）

ブログ第１４回（1/6）

まとめ・質疑応答　白石憲二客員教授 質問力第１５回（1/13）

※講師の業務の予定により、テーマの変更や講師の変

更が発生する可能性があります。 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 「課題についての理解度、論旨の構成や説得力を重視する70 ％

平常点評価 毎回のコミュニケーションペーパー、数回おきのミニレポートで理解度をはかる30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　http://www.pressnet.or.jp/ 日本新聞協会プレスネット、週一回更新の「紙面展望」。

加盟新聞社の社説の論調をテーマ別に紹介している。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

メディアの論調を比べてみる。大きな事件の判決報道などで、自分ならどう本記（判決の中身を伝える記事）を書くか、判決要旨などを読んで試し

てみる。読解力と文章力がつく。テレビニュースなら、現場からどう伝えるか、リポーターの立場になって考えてみる。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

NHK講座　テレビ放送完全デジタル化元年の放送を展望する：大河ドラマ「江」、感動の瞬間を伝える伝道師・スポーツ実況アナウンサー、通信

端末スマートフォンと放送はどのような接点を持てるか、放送が視聴者の私たちにどのような変化をもたらすかなど、日本の放送界をリードする

プロフェッショナルが、直接、講義し、質問にも答えます。また受講生が番組企画し、一人ひとりコメントももらえるなど、アクティブ感のある講義が

シリーズで繰り広げられる講座です。本講座を受講すれば、日本の公共放送が現在どのような状況におかれているのかを理解することができま

す。放送経営、ニュース・ドラマ制作、技術の現場、激動する今日の経済や国際関係報道の一線を経験してきたジャーナリスト、カメラマンが何を

感じ、何を伝えてきたかについて、放送メディア・ジャーナリズムにおける 新の動きを学びとることを目的にしています。15回のシリーズで行うこ

の講義には、メディアと舞台、国際報道、未来の 先端メディアテクノロジーについてなど、日本を代表する講師陣が講義を展開します。 　

※2011年度の本講座は、2010年度に続き、キャンパスプラザ京都ではなく立命館大学衣笠キャンパスで開講されますので、注意してください。ま

た、授業は毎週金曜日16:20～17:50実施を基本としますが、4月29日と5月6日は休講とします。代わりに、6月25日と7月16日の土曜日、13:00～

14:30に正規講義として行います。 　

※講師とテーマは都合により変更になることがあります。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SD)  §  専門特殊講義 (SD)  §  特殊講義（総合） (VA)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13218

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

放送に興味を持っている学生から、将来、放送の現場を担いたいと希望する学生まで、国内・国際の放送ジャーナリズム、ドラマやスポーツ中継

の映像番組制作、デジタル化された放送メディアの環境変化と未来に至るまで興味関心を幅広く満たせる内容となっています。この講義を通じ

て、放送のあり方、放送の将来展望について考える力をつけてもらうことを目標にします。講義では、毎年恒例で、受講生からも評価が高い「受

講生自身の手による放送番組企画の提案」という実践的課題にも取り組んでもらいます。各受講生から提出された番組企画案には、制作のプロ

フェッショナルが一人ひとり丁寧にコメントを書いて、個別にフィードバックします。これを通じて、受講生が、放送番組制作者の立場をより身近な

ものとして理解・批評する力をつけることができます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スタートアップ企画：(対談講義)デジタル元年～映像を通

じて伝えること

※小林千洋／京都放送局長、辰巳琢郎／俳優(特別ゲス

ト)

4月8日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱① ドラマ

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の制作舞台裏

※屋敷陽太郎／制作局チーフプロデューサー

4月15日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱② ス

ポーツ

感動の瞬間を伝える伝道師～スポーツ実況の世界～ア

テネ五輪体操男子団体～「栄光への架け橋」誕生秘話

※刈屋富士雄／ＮＨＫアナウンサー

4月22日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱③ 編成

視聴者ニーズと編成

※白石信子／編成局編成センター担当部長

5月13日

NHKを支える仕事① 営業

完全デジタル元年　受信料と公共放送について考えてみ

ませんか？ 

※長村中／営業局計画管理部長

5月20日

NHKを支える仕事② ニュース報道

災害報道の現場から～阪神淡路大震災と東日本大震災

～

※住田功一／大阪放送局チーフアナウンサー

5月27日

NHKを支える仕事③ 技術

完全デジタル元年 未来をめざして　驚きの 先端メディ

アテクノロジー

※久保田啓一／NHK技術研究所長

6月3日

番組企画に求められるもの 双方向授業①

番組制作の基本・提案課題設定

※東條充敏／京都局チーフディレクター

6月10日

番組企画関連講座

3つのたまごの生みの親が伝授 

※中谷日出／解説委員室解説主幹

6月17日
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特に指定しない。

特に指定しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔①

カメラマンの仕事～映像で表現するということ～

※林克明／京都局技術部カメラマン

6月24日

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔②

経済取材の醍醐味 

※飯田香織／報道局記者(「Bizスポ」経済キャスター)

※土曜講義。教室変更の場合があるので掲示に注意。6月25日（土曜講

義）

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔③

ＮＨＫの常識をぶち壊せ！～ＮＨＫエンターテインメント戦

略～

※吉田照幸／制作局専任ディレクター(ｻﾗﾘｰﾏﾝNEO)

7月1日

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔④

新米ディレクター奮闘記

※磯田美菜／京都放送局ディレクター(中継「ニュース

610 京いちにち」)

7月8日

番組企画に求められるもの 双方向授業②

提案の秘訣・提案課題プレゼンテーション

※田島徹／京都放送局放送部長

7月15日

いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ

※塚田祐之／NHK理事

※土曜講義。教室変更の場合があるので掲示に注意。7月16日（土曜講

義）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 【平常点評価】75 %

各回で、フィードバックコメントを書いてもらう。各講義で自分が受け止めた内容のサマリー、こ

れに加えて個人的にどのような感想を持ったかを記述して、講義の 後に提出してもらう。各５

ポイント満点で評価する。5ポイント×15回講義＝７５ポイントとなる。

【レポート】25 %

学期中に課題として出される個人の番組提案を評価の対象とする。この課題は、番組企画に対

する専門的な技量を評価するものではなく、講義を通じて受講生が獲得した視点や発想の面白

さを、いかに番組提案にうまく反映させているかが評価の主ポイントとなる。このため各講義に

おいて受講生が放送番組について個人的に考えを書き留めるなどして、アイデアを積み上げる

作業さえしていれば平均以上のポイントは獲得できる。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、一般社団法人日本音楽出版社協会、社団法人全国コンサートツアー事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家

著作隣接権センターなど３つの団体他の寄附から成り立つ講座である。音楽評論家で日本レコード大賞常任実行委員でもある反畑誠一先生

（産業社会学部客員教授）が担当。講義内容は、コンテンツ産業界の 前線で活躍されている方々をゲスト講師として招聘し、リレー形式の講義

で構成される。 

　デジタル技術の進化やインターネットの地球規模の普及は、エンタテインメント産業界に大きな構造的変革をもたらしており、深刻な問題を伴っ

ている。この状況を受け、2010年1月1日には、著作権者の了解を得ずにインターネットで配信された音楽や映像をダウンロード（受信）することも

違法とする改正著作権法が施行されるなど、インターネット全盛時代の知的所有権の保護と活用は限りなく日常に近い問題として、これまでにな

く社会的関心事となっている。 

　一方で、このデジタル化やインターネットの普及などによる情報テクノロジーの進化と国際化により、誰もが表現者となり得る時代をむかえ、市

民一人ひとりが創作者として権利ビジネスに参画していくことも可能になった。つまりこれは、著作権などの知的所有権の実態をビジネスの観点

からも学ぶことが、芸術文化・エンタテインメント産業の新たなビジョンづくりの上で大切であるというメッセージであると言える。 

　このような現状を踏まえ、この科目では、デジタル化とインターネットがもたらした文化・産業の構造変化を多角的に現状分析・認識し、次世代

の方向性を研究することを課題とする。 

　音楽産業をはじめ、映像・放送などのコンテンツ・ビジネスやエンタテインメント・ビジネスに関心を持つ学生、将来これらの業界で働くことを志望

している学生には、特に受講を勧めたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特には指定しないが、後期の専門特殊講義Ⅰ（SF）「デジタル/ネット文化・産業論Ⅱ」　

を通年で受講することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SE)  §  専門特殊講義 (SE)  §  特殊講義（総合） (VB)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、反畑 誠一

13217

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

□国際的視野をもって、現実を直視し、一流を知る中で、現在のコンテンツ・ビジネスの実態を語ることができる。 

□過去を知り、蓄積した知識をもとに、叡智と感性と創造力をもって、コンテンツ・ビジネスの明日を考察することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「オリエンテーション」  

 反畑誠一（音楽評論家・立命館大客員教授）

「学習目的と学習内容」1（4/13）

「デジタル時代におけるクラシック音楽の課題」

武藤英明先生（プラハ放送交響楽団客演常任指揮者）

「人材不足」2（4/20）

調整中

中西健夫先生（株式会社ディスクガレージ代表取締役社

長、A.C.P.C.副会長）

「エネルギー」（仮）3（4/27）

「音楽クリエーターの課題」

亀田誠治先生（音楽プロデューサー）

「メリット・デメリット」4（5/11）

「音楽出版ビジネスの課題」

谷口元先生（一般社団法人日本音楽出版社協会会長）

「国際化・契約」（仮）5（5/14）

「ニコニコ動画の進化」

杉本誠司先生（株式会社ニワンゴ　代表取締役社長）（予

定）

「NHK」（仮）6（5/18）

「お笑い文化」

中井秀範先生（吉本興業株式会社執行役員　吉本お笑

い総合研究所副所長）

「興業」7（5/25）

「中間総括」

反畑誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「音楽著作権」8（6/1）

「ライブ映像と進化」

御領博先生（株式会社ミュージックエンタテインメント　メ

ディアビジネスグループ代表）

「MTV」9（6/8）

「ネット時代における著作権管理」

甲斐顕一先生（株式会社ドワンゴ・ミュージックエンタテイ

ンメント代表取締役社長）

「初音ミク」10（6/15）

「デジタル放送と音楽番組」

山本たかお先生（テレビ朝日放送編成・制作局次長・音

楽番組チーフプロデューサー）

「ミュージックステーション」11（6/22）

「電子出版2011」

宮田和樹先生（株式会社実業之日本社　マーケティング・

コミュケーション推進室長）

「多機能端末」(仮)12（6/29）



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない

その都度、指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「マネージング・ディレクターというお仕事」

石井由里先生（ユニバーサル合同株式会社ストラテジッ

クマーケテイングジャパン　マネージング・デイレクター）

（予定）

「マネーシング」(仮)13（7/6）

｢音楽配信ビジネス2011｣

加藤裕一先生（株式会社レコチョク代表執行役代表）（予

定）

「クラウド・コンピューティング」14（7/13）

「前期総括」

反畑誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「レコード産業の現況」15（7/20）

※エンタテインメント業界の 前線で活躍されている方々

をゲストとしてお迎えする関係上、業務のご都合上、講

師・テーマラインアップや順番等については変更される可

能性があります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　毎回のコミュニケーション・ペーパーと期中2回のレポートにより総合的に評価する。

なお、本講座ではエンタテイメント産業の第一線で活躍をされているゲスト講師との双方向の授

業展開を行っている。各講師への質問を事前・事後に受け付け、可能な限りのご回答もお願い

をする予定であるので、意欲的に参加をすること。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、一般社団法人日本音楽出版社協会、社団法人全国コンサートツアー事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家

著作隣接権センターなど３つの団体他の寄附から成り立つ講座である。音楽評論家で日本レコード大賞常任実行委員でもある反畑誠一先生

（産業社会学部客員教授）が担当。講義内容は、コンテンツ産業界の 前線で活躍されている方々をゲスト講師として招聘し、リレー形式の講義

で構成される。 

　デジタル技術の進化やインターネットの地球規模の普及は、エンタテインメント産業界に大きな構造的変革をもたらしており、深刻な問題を伴っ

ている。この状況を受け、2010年1月1日には、著作権者の了解を得ずにインターネットで配信された音楽や映像をダウンロード（受信）することも

違法とする改正著作権法が施行されるなど、インターネット全盛時代の知的所有権の保護と活用は限りなく日常に近い問題として、これまでにな

く社会的関心事となっている。 

　一方で、このデジタル化やインターネットの普及などによる情報テクノロジーの進化と国際化により、誰もが表現者となり得る時代をむかえ、市

民一人ひとりが創作者として権利ビジネスに参画していくことも可能になった。つまりこれは、著作権などの知的所有権の実態をビジネスの観点

からも学ぶことが、芸術文化・エンタテインメント産業の新たなビジョンづくりの上で大切であるというメッセージであると言える。 

　このような現状を踏まえ、この科目では、デジタル化とインターネットがもたらした文化・産業の構造変化を多角的に現状分析・認識し、次世代

の方向性を研究することを課題とする。 

　音楽産業をはじめ、映像・放送などのコンテンツ・ビジネスやエンタテインメント・ビジネスに関心を持つ学生、将来これらの業界で働くことを志望

している学生には、特に受講を勧めたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特には指定しないが、前期の専門特殊講義Ⅰ（SE）「デジタル/ネット文化・産業論Ⅰ」を通年で受講することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SF)  §  専門特殊講義 (SF)  §  特殊講義（総合） (VC)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、反畑 誠一

15925

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

□国際的視野をもって、現実を直視し、一流を知る中で、現在のコンテンツ・ビジネスの実態を語ることができる。 

□過去を知り、蓄積した知識をもとに、叡智と感性と創造力をもって、コンテンツ・ビジネスの明日を考察することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「オリエンテーション」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「AKB48」第１回

「違法ダウンロードの実態」(仮)

畑 陽一郎先生（一般社団法人　日本レコード協会理事）

｢Ｌマーク｣第２回

「私的録音録画補償金制度をめぐる訴訟事件のその後」

（仮）

椎名 和夫先生（実演家著作隣接権センター(CPRA)運営

委員・音楽家）

「実演家と権利」第３回

「感性の磨き方」（仮）

杉山 恒太郎先生（株式会社電通　常務執行役員）

「コピーライター」第４回

「蹴球事始」(仮)

奥寺 康彦先生（株式会社横浜フリエスポーツクラブ

（YOKOHAMA FC）代表取締役会長

「海外挑戦」第５回

「ネットで英国ロックバンドをスカウト！日本先行デ

ビュー」（仮）

森川 欣信先生（株式会社オフィスオーガスタ代表取締

役）

「グローバル化」第６回

「テクノミュージック進化論」（仮）

松武 秀樹先生（演奏家権利処理機構　ミュージックピー

プルネスト副代表幹事・音楽プログラマー）

「テクノポップ」第７回

「中間総括」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「アジア」第８回

「日本のアニメーション文化」（仮）

夏目 公一朗先生（株式会社アニプレックス代表取締役執

行役員社長）

第９回

「デジタル/ネットワーク時代の宣伝プロモーション」(仮)

稲垣 博司先生（エイベックス・マーケティング株式会社代

表取締役会長・同エンタテインメント取締役）

「マーケティング」第１０回

「FMラジオ局の現況と展望」(仮)

栗花落 光先生（FM802代表取締役専務）

「野外フエス」(仮)第１１回

「ネット時代の読書術」（仮）

橋本 大也先生（データセクション株式会社　取締役会長

CIO）

「1日Ⅰ冊」第１２回



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない

その都度、指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「池井戸潤作『下町ロケット』直木賞受賞の構図」

白井 勝也先生（株式会社小学館副社長）

「ベストセラー」第１３回

｢著作権の世紀｣（仮）

福井 健策先生（弁護士・骨董通り法律事務所）

第１４回

「期末総括」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「著作権」第１５回

※エンタテインメント業界の 前線で活躍されている方々

をゲストとしてお迎えする関係上、業務のご都合上、講

師・テーマラインアップや順番等については変更される可

能性があります。 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回のコミニュケーション・ペーパーの提出（代行は厳禁）と期間中２回の提出（厳守）により総

合的に評価する 

なお、本講座ではエンタテイメント産業の第一線で活躍をされているゲスト講師との双方向の授

業展開を行っている。各講師への質問を事前・事後に受け付け、可能な限りのご回答もお願い

をする予定であるので、意欲的に参加をすること。

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　20世紀を支えてきた巨大メディアの新聞とテレビをめぐる環境は、多メディア、デジタル化時代を迎えて大きく変化している。新聞では、紙媒体

に加え、ネット記事が浸透し、一時無料化の流れが強まったが、欧米紙の間では有料化の動きも見られる。テレビでは、広告収入を基本とする

経営が主流であったが、オンデマンド形式の放送では、番組単位で販売されるなど、新たなビジネスモデルも生まれている。これらの変化は、経

営面はもちろんのこと、コンテンツにも多大な影響を与えている。

　また、若者の新聞離れは以前から指摘されてきたが、 近の調査では、テレビは、若者が必要とするメディアにおいて、携帯電話、パソコンに

次いで3位に甘んじるなど、テレビ離れもみられ、若者とメディアの向き合い方も変化している。

　本講座は讀賣テレビ放送株式会社および読売新聞大阪本社から、記者、ディレクター、プロデューサー、アナウンサー、編成マン、事業セクショ

ン等多様なプロフェッショナルを毎回ゲストスピーカーに迎え、リレー講義形式で授業を進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SG)  §  専門特殊講義 (SG)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13144

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

変貌するメディア環境をめぐる問題意識を視野に入れながら、21世紀のメディアの課題と可能性を具体的に探る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

21世紀の新聞とテレビを取り囲む環境 粟谷佳司 准教授1

【新聞】多メディア化の中の新聞 読売新聞大阪本社編成局総務　中村 弘氏2

【新聞】事件・事故報道のいま 読売新聞大阪本社社会部次長　吉村 慎吾氏3

【新聞】政治報道～国と地方の現場から～ 読売新聞大阪本社社会部次長　指尾 喜伸氏4

【新聞】世界を伝える 読売新聞大阪本社編集委員　中津 幸久氏5

【新聞】スポーツジャーナリズム 読売新聞大阪本社運動部長　佐々川 修二氏6

【新聞】新聞事業の現状と未来 読売新聞大阪本社事業本部長　窪田 邦倫氏7

【テレビ】ライフラインとしてのテレビ 讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室長　藪田 正弘

氏（他、現場記者１名予定）

8

【テレビ】テレビは今どこにいるのか 讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏

9

【テレビ】デジタル化とは何か 讀賣テレビ放送コンテンツ事業推進部　山下 雄司氏10

【テレビ】アナウンサーの現場から 讀賣テレビ放送アナウンス部　脇浜 紀子氏11

【テレビ・新聞合同】テレビ、新聞の現在と未来（仮称） 読売新聞大阪本社論説委員　本多 宏氏、社会部長　田

口 晃也氏

讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏、労政部長　松山 浩士氏

12

【テレビ・新聞合同】テレビ、新聞の現在と未来（仮称） 読売新聞大阪本社論説委員　本多 宏氏、社会部長　田

口 晃也氏

讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏、労政部長　松山 浩士氏

13

【テレビ】テレビ報道の現場から 讀賣テレビ放送解説委員　春川 正明氏14

授業内レポートと全体まとめ 粟谷 佳司 准教授15

※講師の業務の予定により、テーマの変更や講師の変

更の可能性があります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①毎回の講義でミニレポートを書いてもらう（配点５０点）。なおこれは出席点も兼ねるので、QR

コードを毎回持参すること。

② 終授業日に６０分程度、論述中心の「授業内レポート試験」を実施（配点５０点）。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

専門特殊講義―APU国際学生との異文化交流

本専門特殊講義では、産業社会学部の学部生が、APUの「日本語･日本文化」クラスの国際学生との間で、日英２言語によるインターネットを利

用した遠隔交流授業を実施し、異文化理解と異文化間コミュニケーション能力を高め、英語による発信型コミュニケーション能力を育成することを

目指す。また日英２言語による国際的対話力を強化し、国際交流に求められる企画力、交渉力、リーダーシップ、異文化対応力などの実践的国

際対応力を伸ばすことを目的とする。

具体的な活動内容は、異文化理解と異文化間コミュニケーションに関する講義で、交流授業の意義・目的を導入した後、遠隔交流や対面交流に

よるコミュニケーション活動と協働学習（collaborative learning）を行ない、以下の２つテーマを決めて課題、調査、ディスカッション、プレゼンテー

ション、ディベートなどを行なう。

テーマ（１）学生が選ぶディベートの論題

テーマ（２）「グローバル化にともなう日本と各国の社会問題」

遠隔交流では、メール交換、テレビ会議システムによる自己紹介や大学紹介、小グループによるスカイプを利用した情報交換や意見交換、テレ

ビ会議でのプレゼンテーションやディスカッションを実施し、相互のキャンパスを訪問して実施する対面交流における混合チームによるディスカッ

ションやディベートなどの協働学習をとおして、日英２言語による実践的異文化間コミュニケーション能力を高める。授業は講義を含めてすべて

英語で行ない、協働学習は時間を決めて、使用言語を英語と日本語に分けて実施する。

配当回生は、産業社会学部2回生以上、受講生数上限は25名

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SH)  §  専門特殊講義 (SH)

担当者名 /  Instructor 坂本 利子

20181

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）国際的対応力：多文化･多言語環境で日本語と日本文化について学ぶＡＰＵの国際学生と、日本社会と各国の社会の制度や文化について

日英2言語で情報交換や意見交流、協働作業などのさまざまな形態の交流と対話を経験することによって、企画力、交渉力、リーダーシップ、異

文化対応力などの国際的対応力を実践的に伸ばす。

（２）発信型コミュニケーション能力：国際学生とのさまざまなコミュニケーション活動と相互評価を組み合わせた活動を通して，日英2言語による

発信型コミュニケーション能力の向上を図る。

（３）グローバル化への対応力：　多様な文化的背景や社会的経験を持つ国際学生と、日本社会と各国の社会でグローバル化にともなって生起

している諸問題について協働学習で調査と報告をすることによって、グローバル化にともなう問題の解決に向けて主体的・実践的に対応できる思

考力や判断力、行動力を育成する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明と導入 異文化理解、異文化間コミュニケーションとは何か？1回

・異文化理解・異文化間コミュニケーションについて導入

・産社とAPUの混合チーム編成①

・TV会議システムによるグループごとの自己紹介と大学

紹介について導入

2回

メールとTV会議システムによるグループごとの自己紹介

と大学紹介

3回

・ディベート導入と産社のクラスディベートチーム編成② ・対面交流について導入4回

・「学生が選ぶディベートの論題」決定

・クラスディベート準備

・対面交流準備5回

・クラスディベート準備

・対面交流準備―混合チームごとに意見交換（メールとス

カイプ）

6回

クラスディベート7回

対面交流におけるディベート8回

･対面交流について振り返り（アンケートと意見交換）

・混合チーム編成③

・テーマ（２）「グローバル化にともなう日本と各国の社会

問題」について導入

9回

・テーマ（2）について比較調査の方法と発表について ･レポート報告10回

・混合チームごとにレポートの報告（スカイプ） ・テーマ（2）について比較調査11回

・課題：学期末レポートについて ・テーマ（2）について調査計画報告、比較調査･意見交

換（TV会議）

12回

・テーマ（2）について比較調査･意見交換（スカイプ）13回

テーマ（2）について発表・意見交換（TV会議）14回

・対面交流と交流授業全体について意見交換

・異文化間コミュニケーションと異文化交流について振り

返り

（課題：学期末レポート）15回



2011 年度シラバス立命館大学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中でアドバイスをします。

email

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席および授業への積極的参加　            20%

課題（コミュニケーションペーパーと小論文）20%

   プレゼンテーション     20%

   ディベート     20%

学期末レポート（異文化交流授業について）  20%

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　本科目は、立命館大学の本拠地である京都市についての見識を深めるために、京都の運営母体である京都市役所において日々第一線で活

躍する職員のオムニバス形式による講義を通じて、京都市政の概要をよりリアルなかたちで理解することを目的としている。2011年度において

は、こうした講義を踏まえつつ、京都市政の全般的な習得とともに、受講生自らが市政に対して積極的な関心を持ち、かつ主体的な学びへと発

展させるために、受講生による市政の創造と提言を行っていくことを通じて、本科目に関係する市行政担当者にフィードバックするとともに、大学

と地域との双方向の取り組みをめざす。

　千年の都としての伝統と格式を持ち、現在もなお、国内のみならず国外からもその歴史的・文化的なグレードが評価される京都のまちは、それ

が単に過去の遺物や形骸化した景観なのではなく、そこで暮らす人々の多年にわたる日常の営みが息づいているからに他ならない。こうした

人々の営みが、移り変わる時代の文化や産業をその時々において支え、伝統と革新が絶えず葛藤と再生を繰り返しながら共存するハイブリッド

な京都という空間を創り出してきた。本科目では、現在の京都の人々の暮らしにおいて不可欠でありかつ身近な自治体としてある京都市政につ

いて、その現状を知り、学び、考察し、関わっていくことの重要性を認識し、また、それを通じて、京都に暮らす（あるいは学ぶ）一市民としての自

覚と役割を身につけ、京都の未来像を構想し、持続的発展に貢献できるような人材の育成をはかる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　地域社会、地域政策、地域経済などに関連する基礎的な科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SI)  §  専門特殊講義 (SI)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊、中西 典子

15813

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　本講義では、京都市との連携のもと、生きた学問として、京都市政を実践的かつ総合的に学んでいく。具体的には、まず、京都市行財政の全

体像を把握した上で、ハードとソフト両面にわたる政策の現況について、①都市計画と景観政策、②まちづくり、③環境政策、④産業政策、⑤食

文化、⑥保健福祉政策、⑦教育政策、⑧国際化、という８つの分野から習得し、それらの分野を横断していく市民力・市民参加の方向性を展望し

ていく。

　また、京都市政の現状と取り組み、課題をよく理解した上で、京都市の一構成員として市政を担っていることへの責任と自覚を育むために、受

講生自身が、関心のある分野において京都市政のオリジナルなプランを企画し、提言するというかたちで成果を報告することによって、市政への

主体的な関与を試みる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明1

京都市政のしくみ① 京都市の組織と人事行政のあらまし/京都市の産業構

造と産業振興策

2

京都市政のしくみ② 京都市の市政改革/京都市の総合計画3

京都（行政区）の基本計画 みんなで考えよう！！はつらつ北区のまちづくり4

京都の景観政策 時を超え光り輝く京都の景観づくり5

京都のまちづくり 京都市の都市計画/地震に強いまちづくり6

京都の環境政策 京都市の地球温暖化対策～地球環境にくらしが豊かに

調和するまちを目指して～/地域ぐるみで農と環境を守

ろう！

7

京都の産業政策 京都市の財政／京都商業の現状と課題～おいでやす

京の商い～

8

京都の食文化 京の台所をささえる～中央卸売市場第一市場～／京の

旬野菜推奨事業～栄養たっぷり、京の旬野菜を食べる

～

9

京都の保健福祉政策 データで見る京都市の保健福祉／地域福祉の推進10

京都の教育政策① 市民とともに進める京都市の教育改革11

京都の教育政策② 少年非行（問題行動）の防止と立ち直り支援12

国際化と京都 京都市の国際化に向けて～多文化が息づくまちを目指

して～

13

京都を担う市民参加と協働 参加と協働による、豊かで活力のある地域社会の実現14

まとめ 京都市政プランの企画と提言～学生によるポスターセッ

ション～

15

※なお、現職の京都市の職員の方々にお越しいただく関

係上、担当者の都合がどうしてもつかなくなった場合に

は、スケジュールや講師、テーマの変更等が発生する可

能性があります。 



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

京都市情報館　http://www.city.kyoto.lg.jp/

国際京都学協会　http://www.kyotogaku.org/index.html

京都創生推進フォーラム　http://www.kyoto-sousei.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　受講生は、京都市政に関する広報や新聞記事、ホームページなどに日頃から目を通しておくこと、また、京都市内を歩いて見聞することによっ

て、京都市政を実感として得るようにしてもらいたい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドキュメント京都市政―次代を生きるあなたに伝

えたい 

梶 宏／白川書院／478670038X／2002年

京都学校物語 京都市教育委員会、 京都市学校歴史博物館／京都通信社／4903473201／2006年

京都市政 公共経営と政策研究 村上 弘、田尾 雅夫、佐藤 満／法律文化社／4589029944／2007年

かくて教育は甦った―市民ぐるみの京都市教育

改革の実践

門川 大作／致知出版社／4884748131／2008年

都市のにぎわいと生活の安全―京都市とその

周辺地域を対象とした事例研究

井口 富夫／日本評論社／4535556032／2009年

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の講義に課すコミュニケーションペーパー、および、市政プランの企画と提言に関するプレ

ゼンテーション内容とポスターセッション（ 終成果物）により判断する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「ポピュラー音楽」は、聴いて楽しむだけなら特に学ぶ必要はないかもしれません。しかしダーウィンは「人類の起源」の中で、中国の書物に「音楽

は天地を覆す力を有す」という格言を紹介しています。また同著の中でシューマン博士の観察として、「何ページもの書物よりも、ただ１曲の音楽

の中に、はるかに大きな感動の高まりを凝縮させるものがある」と「音楽の力」を指摘しています。音楽は人間の感性と理性によって創作された

不可欠のコミュニケーション手段です。世界にはいろいろな音楽があります。この講座では、デジタル技術の発達とインターネットの普及によっ

て、環境が激しく変貌するなかで、私たちにとって音楽の存在と音楽文化の本質と変遷について、身近な「ポピュラー音楽」を通じて、ジャンルを

問わず多角的に考察、研究し、新たな「音楽の系譜づくり」と21世紀の「音楽の聴き方」の追求で成果を残したいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

オリジナルの「レジュメ」ＣＤ、ＤＶＤ等を活用します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SK)  §  専門特殊講義 (SK)

担当者名 /  Instructor 反畑 誠一

15933

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①ウィーン古典派音楽からアフリカのバンバータまで、聴き方を知る。

②日本の「流行歌」の変遷と特性を知る。

③音楽文化・産業の拡張と拡散を考察する。

④21世紀の「ポピュラー音楽文化」の創出を担う。

⑤音楽著作権・著作隣接権を学び、知識を蓄える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ＣＤ、ＤＶＤ、ライブなどを積極的に聴いたり、観賞するよう心がけてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「音楽の聴き方」 岡田曉生著／中央公論新書／／

「デシタル時代の著作権」 野口祐子著／集英社刊／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「音楽の存在と聴き方」 「音楽力」1

「日本人と音楽」 「沖縄音楽」2

「ポピュラー音楽の巨匠たち」（西欧編） 「マイケル・ジャクソン」3

「ポピュラー音楽の巨匠たち」（日本編） 「武満徹」4

「ポピュラー音楽の独創性と普遍性」 「スタンダード」5

「ポピュラー音楽の多様性」 「ロック」6

「非西欧音楽の存在」 「音楽地図」7

「メディアと大衆音楽」 「音楽配信」8

「広告と音楽」 「コマーシャル」9

「日本のレコード産業史」 「著作隣接権」10

「アジアの音楽市場」 「Ｋ－ＰＯＰ」11

「ポピュラー音楽の系譜」 「ジャンル」12

「映像文化と音楽」 「映画音楽」13

「ポピュラー音楽と著作権」 「シンガー・ソングライター」14

「ポピュラー音楽の未来」 「デジタル時代」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 80 ％

平常点評価 20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「専門特殊講義II―衣笠国際学生との異文化交流」

産業社会学部の学部生が、衣笠の国際学生の短期留学プログラムSKP（Studying in Kyoto Program）科目、「異文化間テーマ演習」のクラスとの

異文化交流授業を通して、目標言語である英語と、国際学生の学習言語である日本語の2言語による異文化間コミュニケーション能力と発信型

コミュニケーション能力を高めるとともに、日本社会と国際学生の出身国を含めた国際社会の諸問題や異文化理解力を高めるテーマについて、

国際学生と協働学習（collaborative learning）による比較調査や意見交換を行い、その結果を目標言語である英語で発信し、また国際学生の日

本語での発信をサポートし、日本社会と国際社会についてグローバルな視点から理解を深め、他文化へ開かれた姿勢とさまざまな異文化対応

力や民主的な異文化間コミュニケーションの方法を実践的に学ぶ。

具体的活動内容は、異文化理解、異文化間コミュニケーションに関する講義、異文化間コミュニケーションを意識化するためのテーマ活動、国際

学生との混合チームによる以下の（１）から（３）のテーマについての協働学習（自己紹介、ロールプレイ、ディスカッション、比較調査、発表、意見

交換と相互評価、小論文作成など）、そして協働学習についての振り返りである。授業は講義を含めてすべて英語で行ない、協働学習は時間を

決めて、使用言語を英語と日本語に分けて実施する。

テーマ(1) 日本と各国の大学制度と問題、日本の大学への提案

テーマ(2) 日本と各国のマイノリティ

テーマ(3) グループごとに自由に選ぶ日本と他国についての比較テーマ

配当回生は、産業社会学部生2回生以上、受講生数上限20名

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SM)  §  専門特殊講義 (SM)

担当者名 /  Instructor 坂本 利子

15920

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）自文化理解と国際理解力：　多様な文化的背景や社会的経験を持つ国際学生と、日本社会と各国の社会の制度や諸問題について情報交

換や意見交流を行い、協働作業による調査と報告をすることによって、自国と各国の社会と文化について理解を深めるとともに、文化的多様性

を重視し、異なった文化に属する人々の文化的特徴と自己の文化との違いを認識し、それを受容できる姿勢を習得する。

（２）発信型コミュニケーション能力：　国際学生との実践的なコミュニケーション活動と相互評価を組み合わせたインターラクティヴな場を提供し，

日英2言語による発信型コミュニケーション能力の向上を図る。

（３）異文化間コミュニケーション能力：　英語でのコミュニケーション能力を伸ばすだけでなく，協働学習で異文化理解力を高めるテーマに取り組

み、異なった文化を持つ国際学生との日英2言語によるコミュニケーション活動をとおして、異文化に属する受け手を理解し、その受け手に理解さ

れる異文化間コミュニケーション能力を高める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明、異文化理解、異文化間コミュニケー

ションとは何か？

1回

自己紹介と自己開示、および協働学習による調査・発表

について

グループ編成2回

自己紹介と自己開示 テーマ（１）「日本と各国の大学制度と問題について」（講

義）

３回

異文化対応のコミュニケーションについて「その１」 テーマ（１）についてグループで意見交換４回

異文化対応のコミュニケーションについて「その２」 テーマ（１）「日本の大学への提案」発表５回

異文化対応のコミュニケーションについて「その３」 テーマ（２）「日本と各国のマイノリティについて」６回

テーマ（２）についてグループで意見交換 各国のマイノリティ比較レポート作成７回

テーマ（２）各国のマイノリティ比較についてグループ発表

と意見交換

８回

テーマ（３）グループごとに自由に選ぶ日本と他国につい

ての比較テーマ、調査方法、インタビューと発表について

９回

テーマ（３）について調査と話し合い１０回

テーマ（３）の発表について テーマ（３）について調査と話し合い、発表の準備１１回

テーマ（３）について発表と意見交換１2回

テーマ（３）について発表と意見交換１３回

テーマ（３）について発表と意見交換１４回

まとめ　多文化共生社会と異文化間コミュニケーション能

力について再考

１５回



2011 年度シラバス立命館大学

授業の中で伝えます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中でアドバイスをします。

email

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価   出席および授業への積極的参加　20%

 課題 （作文やコミュニケーションペーパー）20%

   協働学習による調査・発表20%

 協働学習による調査・発表に基づく小論文20%

 学期末レポート（異文化交流授業について）20%

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

主に1960年代のテレビ番組を中心に検証しながら当時のテレビが持っていた可能性について考えてみたい。

その思考から生まれる、では今、果たしてテレビというメディアに何が可能なのか？という困難な問いについても、みなで議論してみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義III (SO)  §  専門特殊講義 (SO)

担当者名 /  Instructor 是枝 裕和

15832

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・本講義は、読売新聞社の援助により、各府県の知事や政令指定都市の市長などを本学にお迎えし、それぞれ現在取り組んでいる政策につい

て講演をしていただく、リレー講義である。このため、講義全体として、統一的、体系的にものの考え方が示されるというものではない。

　しかし、今日、グローバル化が進み、地球環境の保全が必要となり、情報化が進展し、少子、高齢化となりながら人口が減少する中で、地方公

共団体は、的確な政策を策定し、地域の課題を解決していかなければならない。また、現在は、補完性の原理や近接性の原理が重要視されて、

地方分権の意義が大きくなっている時代であるので、府県や市が、具体的にどのような政策を取るかは、住民にとっても、社会にとっても、国の

政策との関係においても、重要である。

　そのため、各地域でどのような政策が取られているのかを知ることは、それが適切な政策なのかどうかという検討を含めて、大切なことである。

　さらに、地方分権に関連しては、国と地方のあり方がどのようであるべきか、知事や市長の講演を通して、具体的に考えることができる。

　以上のように、本講義は、知事や市長から、それぞれの政策や考え方を講演していただき、 近の地域を取り巻く状況を踏まえた具体的な政

策を知り、それらを検討し、同時に、地方分権のあり方を考えていくものである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・政治学、行政学、経済学および財政学に関する科目。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

政策科学特殊講義 (PA)  §  法政特殊講義 (JI)  §  人文科学総合講座特殊講義I (LQ)  §  特殊

講義（各部門共通）I (RD)  §  専門特殊講義 (SP)  §  特殊講義 (WA)  §  専門特殊講義II (SP)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

11089

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現在における地方公共団体の重要政策は何か、その内容を知り、その課題と解決方策を理解し、また、地方分権の必要性、そのあり方を理解

する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講師は、講演のためにお招きした各府県の知事、政令指定都市の市長などであるので、遅刻・早退はしないこと。また、私語・飲食は厳禁であ

る。

　知事・市長の講演は、それぞれ独立したものであることから、受講生は、政策の内容についてよく考え、積極的に質疑応答の中で質問もし、地

方公共団体の政策のあり方について、自分の意見を形成していってもらいたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

担当教員より、本講義について、その趣旨、目的、期待

する効果に関し、説明する。

地方自治の制度について説明する。第1回

元芦屋市長　北村春江氏第2回

大阪市　平松邦夫市長第3回

全国市町村国際文化研修所 　市橋保彦学長 第4回

神戸市　矢田立郎市長第5回

京都府　山田啓二知事第6回

兵庫県理事　清原桂子氏第7回

和歌山市　大橋建一市長第8回

京都市　門川大作市長第9回

千葉市　熊谷俊人市長第10回

松阪市　山中光茂市長第11回

横浜市　林文子市長第12回

相模原市　加山俊夫市長第13回

さいたま市　清水勇人市長第14回

担当教員の授業第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体をとおしての理解度を評価する。60 ％

平常点評価 出席状況と小レポート（２回）により、それぞれの講義における理解度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

・本講義の内容から、教科書は特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義にお招きする知事・市長の府県・政令指定都市のホームページ

　その中では、特に、当初予算に関する知事・市長の説明

 その他 /  Others

講演者の都合により講義スケジュールが変更する場合があります。

変更については、2011年度「全国知事・市長リレー講義」HP

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/chiji/2011/index.htm

にてお知らせしますので随時確認するようにしてください。

参考書 /  Reference Books

・担当教員のメールへ連絡があれば、必要な連絡を取ります。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・本講義は、読売新聞社の援助により、各府県の知事や政令指定都市の市長などを本学にお迎えし、それぞれ現在取り組んでいる政策につい

て講演をしていただく、リレー講義である。このため、講義全体として、統一的、体系的にものの考え方が示されるというものではない。

　しかし、今日、グローバル化が進み、地球環境の保全が必要となり、情報化が進展し、少子、高齢化となりながら人口が減少する中で、地方公

共団体は、的確な政策を策定し、地域の課題を解決していかなければならない。また、現在は、補完性の原理や近接性の原理が重要視されて、

地方分権の意義が大きくなっている時代であるので、府県や市が、具体的にどのような政策を取るかは、住民にとっても、社会にとっても、国の

政策との関係においても、重要である。

　そのため、各地域でどのような政策が取られているのかを知ることは、それが適切な政策なのかどうかという検討を含めて、大切なことである。

　さらに、地方分権に関連しては、国と地方のあり方がどのようであるべきか、知事や市長の講演を通して、具体的に考えることができる。

　以上のように、本講義は、知事や市長から、それぞれの政策や考え方を講演していただき、 近の地域を取り巻く状況を踏まえた具体的な政

策を知り、それらを検討し、同時に、地方分権のあり方を考えていくものである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・政治学、行政学、経済学および財政学に関する科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

政策科学特殊講義 (PB)  §  法政特殊講義 (JK)  §  人文科学総合講座特殊講義I (LR)  §  特殊

講義（各部門共通）I (RJ)  §  専門特殊講義 (SQ)  §  特殊講義 (WB)  §  専門特殊講義II (SQ)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

11128

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現在における地方公共団体の重要政策は何か、その内容を知り、その課題と解決方策のあり方を理解し、また、地方分権の必要性、そのあり

方を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講師は、講演のためにお招きした各府県の知事、政令指定都市の市長などであるので、遅刻・早退はしないこと。また、私語・飲食は厳禁であ

る。

　知事・市長の講演は、それぞれ独立したものであることから、受講生は、政策の内容についてよく考え、積極的に質疑応答の中で質問もし、地

方公共団体の政策のあり方について、自分の意見を形成していってもらいたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

担当教員により、本講義について、その趣旨、目的、期

待する効果に関し、説明する。  

  

地方自治の制度について説明する。 第1回

総務省　自治行政局長　久元喜造　氏第2回

新潟市　篠田昭　市長第3回

栃木県　福田富一　知事第4回

宮城県　村井嘉浩　知事第5回

奈良県　荒井正吾　知事第6回

前尼崎市長　白井文　氏第7回

埼玉県　上田清司　知事第8回

福岡市　髙島宗一郎　市長第9回

石川県　谷本正憲　知事第10回

三重県　鈴木英敬　知事第11回

川崎市　阿部孝夫　市長第12回

香川県　天雲俊夫　副知事第13回

（調整中）第14回

長野県　阿部守一　知事第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体をとおしての理解度を評価する。 60 ％

平常点評価 出席状況と小レポート（２回）により、それぞれの講義における理解度を評価する。40 ％
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・本講義の内容から、教科書は特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義にお招きする知事・市長の府県・政令指定都市のホームページ

　その中では、特に、当初予算に関する知事・市長の説明

 その他 /  Others

講演者の都合により講義スケジュールが変更する場合があります。

変更については、2011年度「全国知事・市長リレー講義」HP

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/chiji/2011/index.htm

にてお知らせしますので随時確認するようにしてください。

参考書 /  Reference Books

・担当教員のメールへ連絡があれば、必要な連絡を取ります。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 ／／／
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、ドキュメンタリー作品の歴史を、映像・音響による表現技法や社会背景に注目しつつ振り返る。さらに主要な作家・作品を数点取り

上げ、視聴とディスカッションを通じた解読を行うことによって、フィクションとノンフィクションの狭間にあるドキュメンタリーという表現の理解に努め

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

１、３０分以上の遅刻は認めない。３０分以上遅れた学生は、必ず教室の後ろのドアから入ること。遅れた学生のコミュニケーションペーパー

の提出は認めない。

２、私語は厳禁とし、退出および減点の対象とする。

３、試験の内容については、講義内でコメントを行う。

講義中に適宜指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (ST)  §  専門特殊講義 (ST)

担当者名 /  Instructor 尾鼻 崇、神谷 雅子

13294

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「ドキュメンタリーとはなにか」を考え、理解する力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

可能な限り視聴覚資料を用いて講義を進行する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドキュメンタリィ映画 ポール・ローサ／未来社／4-624-71073-8／

ノンフィクション映像史 リチャード・M・バーサム／創樹社／／

世界ドキュメンタリー史 エリック・バーナウ／日本映像記録センター／／

日本ドキュメンタリー映画全史 野田真吉／現代教養文庫／4-390-11095-0／

ドキュメンタリー映画の修辞学 佐藤真／ みすず書房／9784622072515／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ドキュメンタリー論　導入１ ドキュメンタリー論とは第1回

ドキュメンタリー論　導入２ ドキュメンタリーを考えるための見取り図第2回

ドキュメンタリーとはなにかを考える イントロダクション、ドキュメンタリーとはなにか第3回

ドキュメンタリーの誕生 ロバート・フラハティ、ジョン・グリアスン第4回

ドキュメンタリー作品の系譜 レニ・リーフェンシュタール、ポール・ローサ第5回

ドキュメンタリーと戦争 プロパガンダ、戦記映画第6回

主要作品の視聴① 『オリンピア』（Olympia）第7回

主要作品の解説とディスカッション① 同上第8回

日本のドキュメンタリー 文化映画、佐藤真、土本典昭第9回

主要作品の視聴② 『水俣－患者さんとその世界－』、『阿賀に生きる』第10回

主要作品の解説とディスカッション② 同上第11回

ドキュメンタリー映画と物語映画 フィクションとノンフィクション第12回

ドキュメンタリーとはなにかを再度考える ドキュメンタリーとはなにか第13回

主要作品の視聴③ 映画作品以外から受講者の関心にあわせて選択する第14回

主要作品の解説とディスカッション③ 同上第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験の設問に対する解答で理解度をはかる。80 ％

平常点評価 講義中に提示する小レポートおよびコミュニケーションペーパーの内容で判断する。20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ドキュメンタリーは嘘をつく 森達也／草思社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

グローバル時代にあって「情報」と「メディア」は一段と重要性を増すと同時に、多様化と量的拡大が加速度的に進行して、混沌とした状況を呈し

ている。個人まで発信能力を持つようになった新しい情報環境の下で、メディアの「信頼性」が問われる一方、市民は「正しい」情報の選択に戸惑

い、社会の分断化も懸念されている。講義では、放送メディアの課題と、「グローバル社会」に生きる市民としての情報力を高める手法を考察し演

習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

教材として各種論文や記事の事前配布をすることがある（印刷物またはデジタルファイルの形で）

その都度示す

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SU)  §  専門特殊講義 (SU)

担当者名 /  Instructor 今井 義典

15983

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

放送を軸にメディアの歴史と実際、さらに発展を続けるメディアの課題を考察することによって、グローバル時代に生きるため不可欠の手段として

メディアを活用する技法を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

政治経済社会の動き、国際情勢への関心・感度を持つこと

講義の予習としてテレビ番組の事前視聴の指示が出ることがある

課題についての発表や自由な討論に積極的にかかわること

授業中に受講生による放送型の実技あり

英語の資料を使用することあり

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

自己紹介・講義の進め方・総論 「メディア・ジャーナリズム」1

放送の生い立ちと発達 「無線通信・ラジオ・テレビ」2

情報とは何か、誰のものか？ 「情報―インフォメーション」3

テレビ報道のプロセス＜情報からニュースへ＞ 「取材・編集・放送」4

体験：放送ジャーナリスト（実技体験１） 「原稿からリポートへ」5

放送ジャーナリストの実際（取材と） 「個人・チームワーク」6

国際ジャーナリストの実際 「一騎当千・好奇心・愛」7

情報を操作するもの、捻じ曲げるもの（１） 「戦争報道・イラク戦争」8

情報を操作するもの、捻じ曲げるもの（２） 「劇場化」9

実験・放送ジャーナリスト（実技体験２） 「トーク・インタビュー・キャスター」10

問われるメディアの公共性 「放送法・公共放送」11

世界に開かれた窓、放送の国際化 「国際放送」12

「融合」とメディアの「信頼性」 「ネット・双方向性・ソーシャルメディア」13

IT革命のグローバルな意味と課題 「ガバナンス・デジタル・ディバイド」14

グローバル時代とメディア 「競争と共生」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業をベースにした広いテーマをもとに、A4で1～2枚のレポートを提出50 ％

平常点評価 １．授業のテーマ、キーワードをもとに毎回短いコミュニケーションペーパーを提出

２．授業における発表や討論への積極的参加も、プラス評価の対象に含める

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

新の放送事情や関連映像を取り入れる可能性があり、内容や進行に一部変更がある可能性があります。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SA)  §  社会学 (SG)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

12621

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％
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随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年
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授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SB)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

12622

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％



2011 年度シラバス立命館大学

随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、身近な社会現象についての多角的な分析を通じて、現代とはどのような時代か、社会構造はどのように変わろうとしているのかを考

える。この科目は、社会分析に必要な基礎的な理論、基礎的概念、および分析視点を提供する。本年度は、グローバルな視点および文化的な

視点を取り込んで、各担当者は次のような内容を取り上げる。1）（小澤）世代と文化、ボランティアと文化、公共性問題、グローバリゼーションと文

化など、2）（永橋）地球温暖化の現状と予測、持続可能性と消費生活、地域再生とまちづくり、3）（髙嶋）グローバル化時代の現代日本社会の変

化と問題点について、とくに企業社会、新自由主義、社会的不平等と格差、労働・雇用などを中心に、これら３つのテーマについて、それぞれの

基礎的倫理、基礎的概念、主要な事例分析を見ていく。なお、この科目では、第１回目と第14、15回目以外は、３名の担当者が輪番で各自４回

ずつ講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代と社会 (SC)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

12623

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）「世代と文化」、「ボランティアと文化」、「公共性問題」、「グローバリゼーションと文化」、などについて扱い、今日、かかわり合いや結びつきの

大きな変化の中で生み出されている危機と可能性の両面を考察することによって、自分自身の「文化を見る視点」を獲得すること。

２）「地球温暖化による気候変動の現状・影響・予測と私たちにできること」、「持続可能性と消費生活との関係」、「地域再生とまちづくり」の基礎

知識や発想法を理解し、自分自身の「環境や地域を見る視点」を獲得すること

３）グローバル化時代の現代日本社会について、とくに、企業社会、新自由主義、格差問題、労働といった視点から、その社会変化の内容と性

質、問題点、そして展望について理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストについては、授業の資料あるいはホームワーク用資料として使用する。基礎的理論の解説のほか、参考文献、参考ＷＥＢなど有益な情

報を紹介しているので、各自、有効に利用すること。なお、小澤担当セッションにおいては、『＜方法＞としての人間と文化』の入手が困難となっ

ているため、第７～１０章をプリントし配布する予定である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（小澤、永橋、林　輪番） 授業の到達目標、進め方、成績評価方法など1

若者たち自身による「若者論」（小澤） 頭脳地図による若者論、世代論、文化相対主義2

ボランティアに見る「かかわり」の文化の可能性と問題性

（小澤）

ボランティア文化、国際比較、日本文化論3

「新たな公共性」を求めて（小澤） 公共性論、アソシエーション論、市民社会4

グローバルなものとナショナルなもの（小澤） グローバリゼーション、ナショナリズム、NGO5

地球環境問題と持続可能な社会（永橋） 地球温暖化、気候変動、持続可能な社会への取り組み6

環境配慮型マーケティングとエコライフによる地域再生

（永橋）

消費生活での環境負荷、グリーンコンシューマー、エコ

ノミーとエコロジー

7

環境問題の原点から学ぶ苦悩と再生（永橋） 水俣病、社会的責任（SR: Social Responsibility）、地元

学

8

まちづくりはひとづくり（永橋） 合意形成、参加のデザイン、プロセスのデザイン9

グローバル化と企業社会の変化（髙嶋） 企業社会、法人資本主義、企業の社会的責任（ＣＳＲ）10

新自由主義と現代日本社会の変化（髙嶋） 新自由主義、市場、規制緩和、自由化、民営化11

グローバリゼーションと格差問題―社会的不平等をどう

考えるか―（髙嶋）

社会的不平等、社会的格差、所得格差、男女格差、都

市と地方の格差

12

グローバル化時代の雇用と労働―労働が多様化するこ

との意味について―（髙嶋）

労働の多様化、正規雇用と非正規雇用、ワーキングプ

ア、キャリア形成

13

講義のまとめ 論点確認と補足説明テーマ　（小澤、永橋、髙嶋　輪番）14

自己評論的トーク―現代社会をとらえる多角的なまなざ

しの意味―

現代における社会学の意義とその面白さについて15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本概念や語句や事例の理解など、授業内容にかかわって、その学修到達の程度を確認す

る。

55 ％

平常点評価 学期期間中に各担当者から１回ずつ、合計３回のミニレポート課題などを課す。45 ％



2011 年度シラバス立命館大学

随時参考図書を紹介し、また必要な参考資料は配布します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

２１世紀の日本を見つめる：家族から地球まで 立命館大学現代社会研究会／晃洋書房／４－７７１０－１５９２－０／２００４年

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

＜方法＞としての人間と文化 佐藤嘉一／ミネルヴァ書房／４－６２３－０３９９２－７／２００４年



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SA)  §  現代と福祉 (SA)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

11211

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SB)  §  現代と福祉 (SB)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

11212

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、人間福祉専攻の基幹的な導入科目に位置づけられる。より人間らしく生きる福祉をめざして、現状や福祉社会のあり方に関して問

題提起したいくつかの素材をベースに学習する。 終的には、各人が4年間の学びに向けた課題意識を持てることを期待する。毎回、テキストと

して指定する『人間らしく生きる福祉学』（ミネルヴァ書房）を使用する。入門書であり、独習もできる。毎回該当する章を読んでおくことが授業の前

提となる。(なお、授業では19章全てをとりあげることはできない。多様な角度から問題提起されている書であり、そこから学生が自分の課題を見

つけられるようにしている。取り上げられなかった章については独習して欲しい。)

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし。

15回の授業のうち3分の2以上（10回以上）の出席を評価要件とする（この要件を満たさない場合、原則として、定期試験を受験したとしても評

価対象としない）。遅刻45分までを「出席」とするので注意すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省HP

http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代と福祉 (SC)  §  現代と福祉 (SC)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

11213

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

授業では教員の問題提起に対して「感想や意見」をペーパーなどで求めるが、 終的には、現代的な福祉課題について、各自の関心から意見を

文章で展開できるようになってもらいたい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

人間らしく生きる福祉学――はじめて学ぶ人の

社会福祉入門――

加藤直樹ほか編／ミネルヴァ書房／／2005

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業は5回を1サイクルとして小川・長谷川・丸山が各クラ

スを順にまわる。各サイクルでは、テキストの章をいくつ

かとりあげる。各章は、福祉社会の現状をどうとらえる

か、どう改善していくべきか、いろんな問題を多様な角度

から取り上げ、提起している。その共通の理解の下に、論

点を抽出し、それについて各人の考えを磨きあう学習を

すすめる。

こうした3サイクルの学習をとおして、各自が関心をもてる

分野や課題を設定し、その現状をどうみるのか、どう改善

していくべきか、などの課題意識をまとめられるようにす

る。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーション・ペーパーの提出を求める。30 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は３つのパートに別れており、３人の講師（筒井、浪田、粟谷）がそれぞれのパートを担当する。「メディアの成り立ち」（第1回～5回：浪田

担当）では私たちの社会環境の不可欠な部分となっているメディアの仕組みや歴史について、「メディアと社会」（第6回～10回：筒井担当）では広

い視点から社会全体におけるメディアの位置づけについて、「メディアと現代」（第11回～15回：粟谷担当）ではメディアと現代社会に関する諸問

題をいくつかのトピックから学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

導入科目につき、特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代とメディア (SA)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、筒井 淳也、浪田 陽子

12580

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアについて理解し、研究するための基礎知識を身につける。

・メディアが社会の様々な働き（政治、経済、社会的ネットワーク等）に作用する仕方について理解する。

・メディアが現代社会とどのように関係しているのかについて学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアとは何か？：そもそもメディアとは何をさすのか。

メディアの基本概念を説明する。

1

メディアの歴史(1)：活版印刷術は社会をどう変えたのか。

活字メディアを中心にメディアの歴史を学ぶ。

2

メディアの歴史(2)：ラジオとテレビを中心に、放送メディア

の歴史を学ぶ。

3

メディアとオーディエンス：オーディエンスとは何か。またメ

ディアとオーディエンスの関係を考える。

4

メディア・リテラシーとは何か？：メディア・リテラシーの基

本概念を説明するとともに、メディアを能動的に学習・活

用する方法を探る。

5

情報化とは何か？：「情報化」に取り囲まれる今日の社会

状況ついて説明する。

6

情報と政治・経済の関わり：社会的領域にメディアがどう

作用するのかを説明する。特に政治・経済とメディアのか

かわりについて学ぶ。

7

電子ネットワークのインパクト(1)：電子ネットワーク、特に

インターネットについて、その成立から発展までの成り行

きを説明する。

8

電子ネットワークのインパクト(2)：ネット社会が新聞・放送

など、既存メディアの枠組みをどのように変えていく可能

性があるのか？

9

ネットが変える広告のかたち：プッシュ型メディアとプル型

メディア

10

メディアの思想(1)：ジャーナリズム、その定義、ジャーナリ

ストの活動と思想について説明する。 

11

メディアの思想(2)：メディアは何を報じているのかについ

て事例から考える。

12

メディアと広告：テレビCMを中心にメディアと広告につい

て学ぶ。

13

メディア産業と文化：メディア産業とグローバルなメディア

について、映像・音楽などのポピュラーな文化との関係か

ら理解する。

14

グローバル化とメディア：グローバル化の問題を、グロー

バルメディア、戦争報道から考える。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書と授業内容の理解度をはかる。試験形式は、選択式と記述式の併用。教科書やノート、55 ％
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授業中に適宜指示を行う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

本講義は各パートを３人の担当者がリレー形式で行うため、実際の講義の順序はクラスによって異なる。学生は自分が登録しているクラス（SAま

たはSB）の教室で、全１５回受講すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・コミュニケーション・ペーパーは、講義をしっかり聞きその内容に基づいて自分なりの考えが書かれているかをチェックし、その出来によって０～

６点で評価する。単に出席しているだけでは点数がつかないので注意すること。

・コミュニケーション・ペーパー提出の際には、必ずQRコードシールを貼ること。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫他／世界思想社／4790710572／

辞書等の持ち込みは不可。

平常点評価 毎回、授業中にコミュニケーション・ペーパーを課す。45 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は３つのパートに別れており、３人の講師（筒井、浪田、粟谷）がそれぞれのパートを担当する。「メディアの成り立ち」（第1回～5回：浪田

担当）では私たちの社会環境の不可欠な部分となっているメディアの仕組みや歴史について、「メディアと社会」（第6回～10回：筒井担当）では広

い視点から社会全体におけるメディアの位置づけについて、「メディアと現代」（第11回～15回：粟谷担当）ではメディアと現代社会に関する諸問

題をいくつかのトピックから学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

導入科目につき、特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代とメディア (SB)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、筒井 淳也、浪田 陽子

12581

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアについて理解し、研究するための基礎知識を身につける。

・メディアが社会の様々な働き（政治、経済、社会的ネットワーク等）に作用する仕方について理解する。

・メディアが現代社会とどのように関係しているのかについて学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアとは何か？：そもそもメディアとは何をさすのか。

メディアの基本概念を説明する。

1

メディアの歴史(1)：活版印刷術は社会をどう変えたのか。

活字メディアを中心にメディアの歴史を学ぶ。

2

メディアの歴史(2)：ラジオとテレビを中心に、放送メディア

の歴史を学ぶ。

3

メディアとオーディエンス：オーディエンスとは何か。またメ

ディアとオーディエンスの関係を考える。

4

メディア・リテラシーとは何か？：メディア・リテラシーの基

本概念を説明するとともに、メディアを能動的に学習・活

用する方法を探る。

5

情報化とは何か？：「情報化」に取り囲まれる今日の社会

状況ついて説明する。

6

情報と政治・経済の関わり：社会的領域にメディアがどう

作用するのかを説明する。特に政治・経済とメディアのか

かわりについて学ぶ。

7

電子ネットワークのインパクト(1)：電子ネットワーク、特に

インターネットについて、その成立から発展までの成り行

きを説明する。

8

電子ネットワークのインパクト(2)：ネット社会が新聞・放送

など、既存メディアの枠組みをどのように変えていく可能

性があるのか？

9

ネットが変える広告のかたち：プッシュ型メディアとプル型

メディア

10

メディアの思想(1)：ジャーナリズム、その定義、ジャーナリ

ストの活動と思想について説明する。 

11

メディアの思想(2)：メディアは何を報じているのかについ

て事例から考える。

12

メディアと広告：テレビCMを中心にメディアと広告につい

て学ぶ。

13

メディア産業と文化：メディア産業とグローバルなメディア

について、映像・音楽などのポピュラーな文化との関係か

ら理解する。

14

グローバル化とメディア：グローバル化の問題を、グロー

バルメディア、戦争報道から考える。

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書と授業内容の理解度をはかる。試験形式は、選択式と記述式の併用。教科書やノート、55 ％
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授業中に適宜指示を行う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

本講義は各パートを３人の担当者がリレー形式で行うため、実際の講義の順序はクラスによって異なる。学生は自分が登録しているクラス（SAま

たはSB）の教室で、全１５回受講すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・コミュニケーション・ペーパーは、講義をしっかり聞きその内容に基づいて自分なりの考えが書かれているかをチェックし、その出来によって０～

６点で評価する。単に出席しているだけでは点数がつかないので注意すること。

・コミュニケーション・ペーパー提出の際には、必ずQRコードシールを貼ること。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫他／世界思想社／4790710572／

辞書等の持ち込みは不可。

平常点評価 毎回、授業中にコミュニケーション・ペーパーを課す。45 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業はこれからスポーツを学ぶ学生が、自分がこれまで考えてきたスポーツの見方を相対化し、スポーツが社会や文化、歴史、あるいは身

体との交点の上に成り立つ複合的な文化であることを考えていけるようになっていくことを目的としている。またそのためにスポーツの領域ではど

のような学びがこれまでつくられてきたか、諸学の概要と現在の到達状況も合わせて学び、今後の自己の学びの設計にいかしていけるようにす

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教養科目「スポーツの歴史と発展」「スポーツと現代社会」をあわせて履修することが望ましい。

教科書は指定しない。適宜資料を配付する。

授業中指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業では理解度を確認するため適宜小レポートを課す。

授業はゲスト講師も交えて行うので、講義順が入れ替わる場合がある。その場合は事前に指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspe3/　　日本体育学会HP

単位数 /  Credit 2

現代とスポーツ (S)  §  人間と文化 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

11354

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・スポーツを単に運動場面の事象として捉えるのではなく、様々な要素が複合した文化であることを理解す　る。

・スポーツ学の今日の到達段階を理解し、自らの学びを考えていけるようにする。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

自己の行ってきた経験のみに頼らず、様々なスポーツのあり方や、様々な人々のスポーツへの取り組みを考えていくこと。また社会環境との関

連で考えていけるように、教養科目も含め産業社会学部で展開されている多様な科目を学び、複眼的な目でスポーツを見ることができるように

すること。このことを常に心がけて下さい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

自己のスポーツ観を相対化する 学校体育、運動部、甲子園１

スポーツとはどんな文化か（１） 遊び論、カイヨワ、ホイジンガ２

スポーツとはどんな文化か（２） オフサイド、スポーツ技術３

スポーツとはどんな文化か（３） アマチュアリズム、プロフェッショナリズム４

スポーツとはどのような文化か（４） 競技、観衆、メディア５

スポーツと社会（１） ナショナリズム、国民国家６

スポーツと社会（２） イベント、マスメディア７

スポーツと民族・文化 スポーツ文化人類学、祭儀、ダンス８

スポーツを哲学する プレイ、聖－俗、本能９

スポーツの歴史を学ぶ 中世、近代、市民社会１０

スポーツをどのように「経営」していくか イノベーション、マーケティング、スポーツビジネス11

スポーツ政策の変遷 保体審答申、スポーツビジョン、スポーツ立国論12

スポーツと身体の関わり 身体、脳、制御、運動学13

スポーツサイエンスの今日 栄養、医学、バイオメカニクス14

スポーツの今日と専攻での学び グローバリゼーション、メディア、地域社会15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 理解度、授業を踏まえた自己の学びの課題設定やその設計60 ％

平常点評価 授業にて適宜行う小レポートを加点する。40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、（１）アメリカのレストラン労働者が置かれている状況についてのレポートを読み、（２）日本における同種の問題についても学んで

いく。低賃金で不安定な雇用の実態について、客観的に現実を把握することを通じて、今後日本ではどのような取り組みが求められるのかにつ

いてともに考え、議論を深めていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

事前の予習が必要です。個人もしくはグループごとの発表（受講者の人数による）と、その後のディスカッションテーマの提示を課題として課しま

す。

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SA)  §  外国語文献研究 (SA)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

13198

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

英語文献の読解力を高め、その内容を日本語（もしくは英語）で伝え、議論できるようになること。また、低賃金・不安定雇用の現実について、事

実関係を客観的に把握できるようになること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション（授業の進め方と、報告の割り当てな

ど）

１

ROC-UNITEDについての基礎的な知識（同組織のＨＰ情

報を読む）

２

アメリカのレストラン労働者の労働条件・労働環境に関す

る全般的状況

（National Executive Summaryを読む）

３

ワシントンＤＣのレストラン産業（１）

（ChapterI,II)

４

ワシントンＤＣのレストラン産業（２）

（ChapterII）

５

労働者の視点（１）

（ChapterIII）

６

労働者の視点（２）

（ChapterIII）

７

経営者の視点（１）

（ChapterIV）

８

経営者の視点（２）

（ChapterIV）

９

差別に関わる問題（１）

（ChapterV）

10

差別に関わる問題（２）

（ChapterV）

11

低賃金労働がもたらす社会的費用（１）

（ChapterVI）

12

低賃金労働がもたらす社会的費用（２）

（ChapterVI）

13

結論と政策提言（１）

（ChapterVII）

14

結論と政策提言（２）

（ChapterVII）

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 以下の内容によって評価します。

①出席状況

②授業中の報告内容

③レポート（ 終講義日提出）

100 ％
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テキストとして、Behind the Kitchen Door: Inequality & Opportunity in Washington,DC's Thriving Restaurant Industry を使用します。

以下にアクセスし、ダウンロードしてください。http://www.rocunited.org/files/1101_BKD_DC_final.pdf

その他の参考文献は随時授業中に指示します。また、辞書としては、リーダース英和辞典、ロングマン現代英英辞典（www.ldoceonline.com）

を勧めます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

テキストとして使用するレポートをまとめた組織（Restaurant Opportunities Centers United）のサイトは以下です。受講登録前に一度アクセスして

ください。

www.rockunited.org

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中の発表では、テキストの内容を要約することよりも、何が重要な論点でどこに課題があるのか、日本への示唆は何か・・・など、自分の感

想・意見などを含めて報告してもらいます（詳しくは初回のオリエンテーションで説明します）。英文がどうしても読解できない箇所は飛ばし読み

し、全体の主旨をつかむことを優先して学習してください。

相談・質問などはメールでの連絡も可能です。junri@pa2.so-net.ne.jpまで。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

キャリアラダーとは何か Ｊ．フィッツジェラルド／勁草書房／／

使い捨てられる若者たち スチュアート・タノック／岩波書店／／

おおよその配点の目安は以下の通り。

①30％

②40％

③30％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

市民社会、資本主義、国家、家族、国民、これらの用語と概念は、社会学と現代社会分析にとって も重要なものの一部である。それらについ

て、示唆的な内容を含む現代ドイツの文献を紹介し検討する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

Die ersten 180 Tage der neuen EU, 2004.（初級者向け）

J. Kocka, et. al., Europaeische Zivilgesellschaft in Ost und West, 2000.（中・上級者向け）

受講者の希望を基に、その他の文献の可能性を含め、それらの必要部分の資料を配布する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SB)  §  外国語文献研究 (SB)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

15829

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

現代ドイツ語文献の初歩的理解を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業中に指示する。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

新聞・雑誌・書籍など、多様なメディアを通して、フランス語の長文読解力を身につける。

またそれを通して現在のフランス社会やその文化などについての理解を深める。

まだ長文はあまり読んだことがないという初級学習者から、実用的な読解力を身につけたいという中級者が主な対象。

週ごとにテーマを設定し、そのテーマに応じた新聞・雑誌記事などの短い文章を読む。使用する文章は前の週の授業時に配布し、予習してくるこ

とが前提。

前半期は、短く親しみの持てるテーマの文章を２～３個程度用意し、文法解説を交えつつじっくりと正確に読むことに重点を置く。

後半期には、長めの記事や簡単なコラムを１～２個用意してしっかりと読み込むと同時に、その場で文章を配り、辞書を使いつつ、短時間で大ま

かな内容を掴む練習も挟んでいく。

また内容をより身近に理解するため、必要に応じて視聴覚資料も用いて解説を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

フランス語の基礎科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回、予めテキストを配布するので、予習してくること。

また語学力によっては、任意で文法や単語についての自習が必要な場合もある。

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SC)  §  外国語文献研究 (SC)

担当者名 /  Instructor 藤井 友紀

15858

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

終的には、長めの新聞記事や簡単なコラムなどにざっと目を通し、その概要を把握できる程度の実用的なフランス語読解能力を身につける。

またそれを通じてフランスの社会・文化、国際関係などの「今」について知る。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス ①授業内容についての説明　②履修者の専攻・関心、

語学力の把握

1

フランス語新聞を読む　入門編 ①フランス国内各紙の紹介　②タイトルの読み方　③新

聞の構成

2

三面記事を読む ①犯罪・事故　②災害　③天気予報・日曜版を読む3

文化（１）スポーツ（Sport面、L’Equipe紙から） ①日本のスポーツ（選手・試合）に対するフランス報道　

②現地のスポーツ報道

4

文化（２）映画・芸術（Loisir面、映画雑誌から） ①日本映画に対する評価　②フランス映画に対する評

価　③芸術

5

文化（３）流行・食文化（Culture面・Loisir面、雑誌から） ①フランス料理とワイン　②ファッション・音楽6

文化（４）観光（Voyage面、ガイドブックから） ①パリとその近郊　②日本を紹介した旅行ガイドブック

の記事

7

文化（５）日本文化（Culture面、雑誌、E.Barralなどの論考

から）

①伝統文化　②ポップ・カルチャー（マンガ・日本文学・

アイドルなど）

8

社会（１）失業問題（新聞記事、F.Dubetなどの論考から） ①ストライキについての記事　②失業問題9

社会（２）移民問題（新聞記事、F.Dubet、E.Toddなどの論

考から）

①旧植民地と移民　②失業問題と移民問題10

社会（３）政治 ①サルコジ政権に対する報道：保守派新聞　②共産党

系新聞

11

国際関係（１） ①EU・ヨーロッパ諸国に関する報道　②フランス語圏の

新聞（スイス・ベルギー）

12

国際関係（２） ①旧植民地諸国に関する報道　②フランス語圏の新聞

（ニジェールなど）

13

国際関係（３） ①北米諸国に関する報道　②フランス語圏の新聞（カナ

ダ）

14

国際関係（４） ①日本に関する報道　②アジア諸国に関する報道　③

まとめ

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席:40%

予習・復習:60%

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

就職活動など、やむを得ない事情での欠席が多い場合、出席に代わる評価基準として、自主課題の提出を課す場合があります。

Le Monde、Parisien、Le Nouvel Observateur などのフランスの新聞記事を中心に、トピックに応じて、書籍・雑誌、フランス語圏諸国の新聞な

どを用いる。

毎回、使用するテキストは適宜配布する。

フランス語の基本文法に関する参考書

（特に、一般動詞の活用表一覧が載っているものが望ましい）

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Le Monde　http://www.lemonde.fr/

Le Point　http://www.lepoint.fr/

Figaro　http://www.lefigaro.fr/

Le Nouvel Observateur　http://tempsreel.nouvelobs.com/

Le Parisien　http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien

Liberation　http://www.liberation.fr/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

基本的な文法を理解し、辞書を引くことを厭わなければ、長文を読むことは決して難しい事ではありません。

長文を読むのはまだ自信がない学生や、全くの初習者でも、意欲さえあれば受講可能です。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

  中国は毎日のように激変している。この授業は、激変している中国の 新の文献資料を購読し、読解力を高めながら、現代中国の社会を理解

していく。これがこの授業のねらいである。この授業は中国語を習った2回生以上の学生を対象とする。授業は学生の実情に応じて、易しいもの

から徐々に高度なものにシフトしていき、文献資料を講読しながら、翻訳の作業もしていく。留学生がいる場合には日本人学生と共同作業をして

いきたいと考えている。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SD)  §  外国語文献研究 (SD)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

15811

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

 ● 新の文献資料を通して激変している中国社会を観察することができる。

 ●文献の読解力を高めることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　儒教の始祖である孔子の故郷――「曲阜市」――　　

（１）

第1回

　儒教の始祖である孔子の故郷――「曲阜市」――　　

（２）

第2回

　いち早く市場経済を導入し、香港隣接している――「深

圳市」――　　（１）

第3回

　いち早く市場経済を導入し、香港隣接している――「深

圳市」――　　（２）

第4回

　現在も母系社会を維持している雲南麗江市の少数民族

――「納西族」――　（１）

第5回

　現在も母系社会を維持している雲南麗江市の少数民族

――「納西族」――　（２）

第6回

　人種も民族も違う新疆ウイグル自治区――「ウルムチ

市」――　　（１）

第7回

　人種も民族も違う新疆ウイグル自治区――「ウルムチ

市」――　　（２）

第8回

　ベトナムに隣接している広西壮族自治区――「防城港

市」――　　（１）

第9回

　ベトナムに隣接している広西壮族自治区――「防城港

市」――　　（２）

第10回

　エネルギー節約新型連合都市群湖南省――「長沙市・

株州市・湘潭市」――　　（１）

第11回

　エネルギー節約新型連合都市群湖南省――「長沙市・

株州市・湘潭市」――　　（２）

第12回

　台湾と向かい合いになっている福建省――「アモイ市」

――　　（１）

第13回

　台湾と向かい合いになっている福建省――「アモイ市」

――　　（２）

第14回

　まとめと資料集の作成

第15回



2011 年度シラバス立命館大学

 予定している都市や文献資料は若干の変動が生じる場合がある。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価

 日常的な取り組みや出席は50％、資料購読、翻訳作業などは50％。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 朝鮮半島文化の理解を深める。韓国の文化、家族制度に関する文献の講読、逐次刊行物をはじめ新聞報道、ホームページから日常生活に関

連する問題、例えば、経済事情、女性問題、就職、福祉、宗教などの記事を取りあげ、読解する。また日本語文献を朝鮮語で読み返す「翻訳」を

試みる。

大韓民国の文献・資料を主に使用するが、朝鮮民主主義人民共和国やその他の地域における朝鮮語出版物も用いる。全授業を通して「韓流」

ではつたわらない、奥深い韓国社会と生活者の実像に接近することができる。　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

 朝鮮語に自信のある学生はもちろん、意味は理解できなくても朝鮮語を読むことができる学生は安心して受講してほしい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SE)  §  外国語文献研究 (SE)

担当者名 /  Instructor 梁 愛舜

13344

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 ①社会と文化に関する用語を理解し、読解力の向上を目指す。

 ②テキストに出てくる歴史的事件の概要を説明できる。

 ③関心のある韓国の社会問題を、自身の視点で明快に説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　国立国会図書館関西館（精華町）のアジア情報室には豊富な朝鮮語資料が所蔵されている。未体験の学生は一度利用または参観されること

を勧める。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

한국 가족 제도사 연구 최재석／일지사／／

한국사회학（第37集4号） 김영범編／사단법인 한국사회학회／ISSN 1225-0120／

在日朝鮮人社会における祭祀儀礼 梁愛舜／晃洋書房／4－7710－1535－X／

사회과학논총（第18号） 조성남編／이화여자대학교 사회과학연구소／1975－8987／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入、講読 自己紹介、授業の進め方とテキストについて説明、テキ

スト講読

　韓国の社会事情―女性問題を中心に―①

第1回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の社会事情―女性問題を中心に―②第2回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の社会事情―女性問題を中心に―③第3回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国の経済事情と福祉第4回

최재석著『한국 가족 제도사 연구』講読 　伝統的家族、「韓流」の家族①第5回

최재석著『한국 가족 제도사 연구』講読 　伝統的家族、「韓流」の家族②第6回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル①第7回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル②第8回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　時事問題、世界各地のハングル③第9回

テキスト講読（新聞、逐次刊行物、その他） 　韓国社会とキリスト教第10回

이광규著『제외한인의 인류학적 연구』第二部「재일한
인」講読

　在日朝鮮人社会について①第11回

윤인전著「재외한인의 이주,적용,정체성」『한국사회학』

（제37집4호）講読

　在日朝鮮人社会ついて②第12回

梁愛舜著『在日朝鮮人社会における祭祀儀礼』第二章第

一節「儒教的家族」翻訳

　祖先祭祀、「孝」第13回

梁愛舜著『在日朝鮮人社会における祭祀儀礼』第二章第

二節「チェーサの世俗化の問題」翻訳

　世代交代、文化変容第14回

到達度確認テスト（６０分）と解説（３０分） 　第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　出席日数、発表、 終日の到達度確認テストなど総合的に評価100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

上記の一部内容をテキストとして使用する。基本的にテキスト用として毎回プリントを配布する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールアドレス　eyr10111@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

여성학논집（第26集1号） 이재경編／이화여자대학교 한국여성연구원　／1598－7698／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　近年、日本ではフリーターやニートなど正規雇用に就くことができない若者が大きな社会的関心を集めているが、実は、他の多くの先進国でも

同じような問題が生じている。授業では、若者の就業を準備するという観点からアメリカにおける高校とコミュニティーカレッジ（2年制大学）の実態

と問題点を分析しているRosenbaum, James, 2001,“Beyond College for All: Career Paths for the Forgotten Half,” Russell Sage Foundation　を取

り上げ、輪読形式で読み進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は購入しなくてもよい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

外書講読 (SF)  §  外国語文献研究 (SF)

担当者名 /  Instructor 大野 威

17054

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

アメリカにおける若者雇用のあり方を学ぶ。また課題の輪読を通じて、実用的な英語読解力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

訳出は一行ずつ輪読形式で行う。予習は必須。文献読解を目的とした授業であり、ヒアリング、スピーキング、ライティングは扱わない。またこの

授業は内容理解を重視するため、英文の説明とともに、本文の内容を理解するのに必要なアメリカの教育制度や就業行動についての解説もお

こなっていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

“Beyond College for All: Career Paths for the 

Forgotten Half,”

Rosenbaum, James／Russell Sage Foundation／0871547538／2001

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 授業の進め方の説明1

"Getting Started" (1) 輪読2

"Getting Started" (2) 輪読3

"Getting Started" (3) 輪読4

"Getting Started" (4) 輪読5

"Getting Started" (5) 輪読6

"Getting Started" (6) 輪読7

"Getting Started" (7) 輪読8

"Getting Started" (8) 輪読9

"Getting Started" (9) 輪読10

"Getting Started" (10) 輪読11

"Getting Started" (11) 輪読12

"Getting Started" (12) 輪読13

"Getting Started" (13) 輪読14

"Getting Started" (14) 輪読、まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席、予習の取り組み状況、発言の積極性を総合して評価する。5回以上欠席すると、単位が

取得できない。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SA)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

12594

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SB)

担当者名 /  Instructor 大野 威

12595

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SC)

担当者名 /  Instructor 中井 美樹

12596

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SD)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

12597

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SE)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

12598

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現在の福祉国家において、現実の経済は新古典派経済学が想定しているように市場でだけ決まっているわけではない。市場経済とならんで国

家などがおこなう経済政策（財政・社会保障・金融などの諸政策）の影響も大きい。１９８０年代以降の日本の「小さな政府」（実は小さすぎる政

府）路線は、経済成長を叫びながら実際には経済格差を増大させたにすぎない。インフレの国・スウェーデンを念頭において、デフレに陥った日

本経済の問題点について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

経済学理論 (S)

担当者名 /  Instructor 伊藤 正純

13181

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標は、新聞の経済面・社会面に興味がもてるようになること、そして実際に読んでみて、少しはわかったという実感がもてるようになること

である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スウェーデン「生活の安全」というコンセプト 

  

  
 

福祉国家の理念、スウェーデンモデル、生活保障 4/6

経済は市場だけでは成り立たない 市場と財政は相互補完関係、「小さな政府」、「大きな政

府」

4/13

３つの福祉レジーム 自由主義レジーム、社会民主主義レジーム、保守主義

レジーム

エスピン・アンデルセン

4/20

国際競争力ランキング、国際競争力と「国民負担率」とは

無関係 

世界経済フォーラム、国際競争力ランキング、国民負担

率、北欧諸国の強さ、教育と生涯学習 

4/27

現代は「知識基盤社会」
 

経済の牽引力、公的な教育支出、Ｒ＆Ｄ、高等教育5/11

「小さな政府」は本当に高い経済成長率を生み出すこと

ができるのか 

日本の減税路線と財政赤字増大、成長戦略と経済格差

増大 

民主党政権は見直しているのか

5/18

「貧困大国」の双璧、アメリカと日本 「小さな政府」論に基づく減税政策、企業福祉とその破

綻、貧困大国の出現 

「トリクル・ダウン論」、所得再分配機能の放棄、相対的

貧困率、ジニ係数

5/25

「日本的経営」の問題点と北欧型「福祉国家」 正規雇用と非正規雇用、年功型賃金、職能給、職務

給、「福祉国家」と「生活の安全」 
 

6/1

 「デフレ」と人口減少社会
 

デフレはインフレターゲット論では克服できない

「安売り」競争、「デフレ」の病理、生活保護世帯の急増

6/8

未婚率の異常な高さとワーキング・プア 非正規雇用の増大、「自己責任」論の呪縛、未婚率、出

生率、サンボ 

6/15

「フレキシキュリティ」、「パートタイム社会」 デンマーク、オランダ、ＥＵ雇用戦略 6/22

労働組合は本当にもう化石なのか 
 

労働三権、労使協定、労働組合の経済的・社会的役割6/29

どんな社会を望むのか 北大のアンケート調査、日本型（日本的経営）より北欧

型が多い、しかし行政不信も強烈 

7/6

「成長戦略」か「反成長戦略」か これまでの成長戦略で本当に日本は経済成長したのか

外で稼ぎ出した富をいかに国内に還流させるかがカギ

7/13

福祉政策と環境政策の結合 
 

環境政策は経済成長政策 

グリーン資本主義

7/20

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述式論文試験。持ち込み不可。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ときどき授業の感想を書いてもらう。それに対する返事は次週の授業の冒頭で行う。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障 宮本太郎／岩波書店／978-4-00-431216-1／岩波新書

ポスト工業経済の社会的基礎 エスピン・アンデルセン ／桜井書店／4-921190-00-3／

スウェーデン・パラドックス 湯元健治・佐藤吉宗／日本経済新聞出版社／978-4-532-35448-0C3033／

 デフレ反転の成長戦略 山田久／東洋経済／978-4-492-39534-9／

スウェーデンにみる個性重視社会 二文字理明・伊藤正純 ／桜井書店／4-921190-16-X／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では主に、統計的な調査にもとづいて社会を記述・説明しようとする試みを扱う。私たちは日々、社会・世の中・世間といったものの一部

分に触れてはいるはずだが、全体としての社会の姿・特徴を想像することは実は非常に難しい。そこで計量社会学では、アンケートの結果を用い

て統計解析を行ったり、官庁統計を利用したり、文書・資料の内容分析を行ったりすることで、より正確かつより鮮明に社会の姿や世間のしくみを

とらえることを目指す。この授業では、そうした量的社会調査の方法とともに、その方法を用いることで社会についての発見を得た、既存の優れ

た計量社会学の研究に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に出題された課題を行うほかにも、新聞記事やテレビニュースに「社会調査」「世論調査」の結果が登場した時には、手続きや記述に問題

がないかどうか、改善の余地が無いかどうかを考えてみよう。

単位数 /  Credit 2

計量社会学 (SA)  §  計量社会学 (SA)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

13284

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計的な分析を通じて社会の仕組み・動きを浮かび上がらせるおもしろさを実感してもらうことが主要な目標である。そのために社会調査法の基

礎的な事項として、データ収集法、記述統計の計算法とその読み方、因果関係と相関関係の区別などを習得する。また、文書・資料を計量的に

分析する方法を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

[1] 分析手法を学ぶに当たって、社会調査データを実際に分析する実習を一部予定している。実習には、自分なりに「こんなことを調べてみよう」

という課題を持って積極的に参加する態度が望まれる

[2] 調査法や分析手法の解説を聞く際にも常に、「その方法をどんなふうに使えば、社会・世の中のことを明らかにできるだろうか」という意識を

持つことが望ましい。

[3] 授業中に「後で復習しよう」とは考えないこと。授業中に一通り理解するつもりで出席することが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ    大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武   ／ミネルヴァ書房 ／4623041042／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

科目内容についての概説 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 1

社会調査の目的と調査方法 社会学理論、社会学的想像力、社会統計学2

量的調査の仮説構成 理論、概念、測定、仮説検証、探索的分析、計量的モノ

グラフ 

3

質問文・調査票の作り方 既存の調査の活用、データ・アーカイブ 4

標本抽出と実査 サンプリング・エラーとその他のエラー、統計学的仮説

検定、調査法

5

調査データによる記述的分析 度数分布表、クロス集計表 6

分析実習１ 度数分布表、代表値 7

分析実習２ クロス集計表、カイ二乗検定、CramerのV 8

量的調査と質的調査 相補的な関係、参与観察、フィールドワーク、インタ

ビュー

9

質的データ（文書・資料）の計量的分析 内容分析、テキストマイニング 10

新聞記事・雑誌のテキストデータの収集と分析 データベース利用法、テキスト整理法、コーディング 11

自由回答データの収集と分析 コーディング、他の変数との関連12

分析実習３ コンピュータを用いた質的データの分析13

分析実習４ 多変量解析14

まとめ 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 学期中に何度か平常レポート提出を課す（20%）。また、学期末に 終レポート提出を課す

（80%）。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会調査データ・アーカイブ「SRDQ」

http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp

 その他 /  Others

ko-ichi@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本人の姿    岩井紀子・佐藤博樹編   ／有斐閣 ／4641280681 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では主に、統計的な調査にもとづいて社会を記述・説明しようとする試みを扱う。私たちは日々、社会・世の中・世間といったものの一部

分に触れてはいるはずだが、全体としての社会の姿・特徴を想像することは実は非常に難しい。そこで計量社会学では、アンケートの結果を用い

て統計解析を行ったり、官庁統計を利用したり、文書・資料の内容分析を行ったりすることで、より正確かつより鮮明に社会の姿や世間のしくみを

とらえることを目指す。この授業では、そうした量的社会調査の方法とともに、その方法を用いることで社会についての発見を得た、既存の優れ

た計量社会学の研究に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に出題された課題を行うほかにも、新聞記事やテレビニュースに「社会調査」「世論調査」の結果が登場した時には、手続きや記述に問題

がないかどうか、改善の余地が無いかどうかを考えてみよう。

単位数 /  Credit 2

計量社会学 (SB)  §  計量社会学 (SB)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

13291

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計的な分析を通じて社会の仕組み・動きを浮かび上がらせるおもしろさを実感してもらうことが主要な目標である。そのために社会調査法の基

礎的な事項として、データ収集法、記述統計の計算法とその読み方、因果関係と相関関係の区別などを習得する。また、文書・資料を計量的に

分析する方法を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

[1] 分析手法を学ぶに当たって、社会調査データを実際に分析する実習を一部予定している。実習には、自分なりに「こんなことを調べてみよう」

という課題を持って積極的に参加する態度が望まれる

[2] 調査法や分析手法の解説を聞く際にも常に、「その方法をどんなふうに使えば、社会・世の中のことを明らかにできるだろうか」という意識を

持つことが望ましい。

[3] 授業中に「後で復習しよう」とは考えないこと。授業中に一通り理解するつもりで出席することが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武  ／ミネルヴァ書房／4623041042／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

科目内容についての概説 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 1

社会調査の目的と調査方法 社会学理論、社会学的想像力、社会統計学 2

量的調査の仮説構成 理論、概念、測定、仮説検証、探索的分析、計量的モノ

グラフ 

3

質問文・調査票の作り方 既存の調査の活用、データ・アーカイブ4

標本抽出と実査 サンプリング・エラーとその他のエラー、統計学的仮説

検定、調査法 

5

調査データによる記述的分析 度数分布表、クロス集計表6

分析実習１ 度数分布表、代表値 7

分析実習２ クロス集計表、カイ二乗検定、CramerのV8

量的調査と質的調査 相補的な関係、参与観察、フィールドワーク、インタ

ビュー

9

質的データ（文書・資料）の計量的分析 内容分析、テキストマイニング10

新聞記事・雑誌のテキストデータの収集と分析 データベース利用法、テキスト整理法、コーディング 11

自由回答データの収集と分析 コーディング、他の変数との関連12

分析実習３ コンピュータを用いた質的データの分析 13

分析実習４ 多変量解析14

まとめ 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 学期中に何度か平常レポート提出を課す（20%）。また、学期末に 終レポート提出を課す

（80%）。 

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会調査データ・アーカイブ「SRDQ」

http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp

 その他 /  Others

ko-ichi@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本人の姿       岩井紀子・佐藤博樹編  ／有斐閣 ／4641280681 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

　現代は,多面的な異文化交流が繰り広げられる一方、人種・民族・宗教問題、あるいは地域間経済格差の拡大などを背景とした戦争・内紛が絶

えない。この講義では、①20世紀の世界と日本の歴史を振り返り、現代日本社会の歴史的位置を確認し、②世界的な観点から、今日の日本の

産業・労働問題、教育・文化・福祉などをめぐる問題と今後の展望について検討していきたい。なお、本年度は、従来の講義と違い、第1次世界大

戦前後から講義をはじめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　特に希望はないが、経済学の基礎知識を各自で学んでおくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代史 (S)

担当者名 /  Instructor 伊藤 武夫

15868

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

　今日の世界システムと日本の経済社会との重層的な構造的連関を理解すること。

　専門教養としての歴史認識に磨きをかけること

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

20世紀システムとその変容 　現代はいつからはじまるか、今日の世界の政治的・経

済的諸問題の多くはいつ頃から明確になってきたか、20

世紀世界システムの形成、21世紀世界システムの捉え

方について

第１回　

第1次世界大戦(1)－1910年代のヨーロッパの変容－ 　大戦の背景、戦争の長期化、総力戦の展開、ロシア

革命、ドイツ帝国の崩壊

　敗戦国は各講和条約をどのような状況で受けたか、

裏切られた植民地の人びと

第２回

第一次世界大戦(2)－1910年代の中国と日本－ 　辛亥革命と中華民国の成立、日本の大戦景気と米騒

動、アジアをめぐる米国と日本

第３回

戦後の新しい世界秩序 　国際連盟の成立、ワシントン会議、中東地域の再編、

石油利権の動き

第４回

1920年代の欧米の経済と世界恐慌 　ドイツの賠償問題、イタリアのファッショ化、アメリカの

繁栄、世界恐慌、

　経済のブロック化

第５回

第二次世界大戦への道 　ドイツのナチス党政権の誕生、ベルリン・ローマ枢軸、

スペイン内乱、第二次世界大戦の勃発

第６回

中国の内戦と「満州国」建国 　1920年代の中国、世界恐慌に巻き込まれた日本、「満

州国」建国、日中全面戦争へ

第７回

第二次世界大戦から冷戦体制へ 　第二次世界大戦の推移、国際連合の成立、東西冷戦

体制への移行、非同盟の動き

第８回

福祉国家の形成とソ連型福祉 　戦後の復興と成長、英国の社会福祉、北欧の福祉、ソ

連型福祉、そして日本

第９回

成長の限界と新自由主義 　成長の限界、ニクソン・ドクトリン、ＯＥＣＤ諸国、多国籍

企業、南北問題、ソ連・東欧の経済、新自由主義の台

頭、ソ連崩壊

第10回

日本の低成長への移行と新自由主義の台頭 　２つのオイルショック、フレキシブル生産システム、プラ

ザ合意とその後のバブル経済

新中間大衆の時代

第11回

1990年代の経済のグローバル化と日本 　冷戦終結後の「大競争」時代、1995年という時、世界

規模の資本再編、日本農業の問題

第12回

グローバル化時代の日本企業と小泉政権の役割 　輸出依存型の経済構造、ＯＥＣＤとＧ８、日本企業と途

上国、日本の雇用環境、

規制緩和、郵政民営化　

第13回

世界からみた日本の雇用、生活保障、教育問題 　新しい労使関係の構築へ、生活保障の国際比較、教

育制度改革の問題　

第14回

覚めた眼で現実を 世界的無秩序への恐怖、アジア・アフリカ、ラテンアメリ

カで今、

ポスト戦後社会論をめぐって

第15回
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・3回に１度の割でコミュニケーションペーパーを配布・授業後に回収します。

　質問や意見への回答は、重要なものは授業でしますが、多くはWebCTの「ディスカッション」欄へ

　投稿し、公開します。

　

　教科書は用いない。講義レジメを用意する。

 参考書・参考文献は、適宜、授業のなかで紹介

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・WebCTで、できるだけ事前に講義レジメを公開するので、関係文献の予習、あるいは受講後の質問や感想を「ディスカッション」欄へ投稿するこ

と。可能な限り返信をします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

戦後世界経済史 猪木武徳／中公新書／978-4-12-102000-0／

日本経済論 橋本寿朗／ミネルヴァ書房／4-623-02098-3／必読

20世紀のヨーロッパ経済 D・H・オルドクロフト／晃洋書房／4-7710-1402-2／

日本の「失われた20年」 片岡剛士／藤原書店／978-4-89434-729-8／可能な限り一読を

ポスト戦後社会 吉見俊哉／岩波新書／978-4-00-431050-1／必読

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記）  定期試験で評価100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、現代日本政治を題材としながら、政治学の基本的な思考法や概念を体系的に学習する。日本政治の諸現象を政治学の文脈に位

置づけることによって、本講義は、現代政治の特徴をよりよく理解すること、そして政治学の基本的な発想法を学ぶことを目的とする。講義では、

映像資料や新聞なども利用して、 近の日本政治のトピックに言及しながら、政治学の基本的概念を学ぶという形式を採る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代政治論 (S)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

13180

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現代政治学の基本的な思考法や概念を身につける

・政治学の理論枠組に位置づけることで、現代（日本）政治の特徴を把握する

・現代（日本）政治に対して、自分自身の意見を持てるようにする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・現代政治を理解するためには、学術的な視角だけでなく、現実に生じていることを把握する必要がある。そのため、新聞やテレビ、インターネッ

ト等を通じて、関心を高めていくことが望ましい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：現代社会が直面する諸課題と政治の

関係

貧困・格差の拡大、社会的排除、地球環境問題第1回

１：政治とは何か、政治学の研究対象 政治、政治学第2回

２：現代国家の特質①－政治経済システムとしての福祉

国家－

ケインズ主義的福祉国家、労使妥協、戦後コンセンサス第3回

３：現代国家の特質②－福祉国家の諸基盤－ 埋め込まれたリベラリズム、フォーディズム、性別役割

分業、賃金稼得者モデル、戦後コンセンサス

第4回

４：政党 政党の役割、クリービッジ政党、包括政党第5回

５：利益集団 利益集団の役割、集合行為問題、多元主義、コーポラ

ティズム

第6回

６：官僚制 行政国家、政官関係（の変容）、行政改革第7回

小テストとこれまでの復習第8回

７：福祉国家の危機と諸批判 福祉国家の危機、諸批判（経済的自由主義、ネオマル

クス主義、保守主義、ニューレフト、環境、マイノリ

ティー、ジェンダーなど）

第9回

８：福祉国家の変容－新しい時代の政治経済システム－ 経済のグローバル化、ポスト工業社会、ポストケインズ

主義的福祉国家

第10回

９：ポスト福祉国家時代の多様性 ネオリベラリズム、新保守主義、新しい社会民主主義、

第三の道

第11回

１０：政治の変容①－新しい政治の台頭－ ニューポリティクス、価値観の変容、新しい政党、新しい

社会運動

第12回

１１：政治の変容②－国家の変容－ 国家の相対化、民営化・市場化、福祉多元主義、ガバ

ナンス、分権化、

第13回

１２：ポスト福祉国家をめぐる諸構想 ワークフェア、アクティベーション、ベーシックインカム第14回

まとめ：現代社会における政治の役割第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・講義内容の理解度および学習の到達度を確認する

・試験問題は、講義で説明した用語や概念を数行で説明する短答式および論述形式とする

70 ％

レポート試験 ・講義で学習した内容をふまえた、現代政治に関するもの（詳しくは講義の際に説明する）20 ％

平常点評価 ・前半を終えた段階に小テストを行い、講義の理解度を確認する

・形式は、講義で説明した用語や概念を簡単に説明する短答式とする

10 ％
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本講義では、特定のテキストを採用せず、各回ごとにレジメを配布し、それに基づき授業を進めていく。参考文献については適宜紹介してい

く。講義内容を理解し、各自で学習を進めていくために、政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する。例えば、下記の文献から、各自

の好みに合ったものを選んでほしい。

加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学（第三版）』有斐閣、2008年。

久米郁夫・川出良枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝『政治学』有斐閣、2003年。

大嶽秀夫・鴨武彦・曽根泰教『政治学』有斐閣、1996年。

個別のテーマに関する参考文献は適宜紹介していくが、講義全体に関する参考文献としては、以下のものを参照してほしい。

田口富久治・中谷義和（編）『比較政治制度論（第３版）』法律文化社、2006年。

新川敏光・井戸正伸・宮本太郎・眞柄秀子『比較政治経済学』有斐閣。

建林政彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』有斐閣、2008年。

村松岐夫・伊藤光利・辻中豊『日本の政治（第２版）』有斐閣、2001年。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義で適宜紹介していくが、政府機関や各新聞社などのホームページなどが有益である。

 その他 /  Others

講義中の私語は、他の受講生の迷惑になるため、厳禁とします。また、その他の注意点については、イントロダクションの際に説明します。講義

内容や学習方法など分からないことがあったら、講義の前後の時間や質問用紙を用いて、積極的に質問してください。

参考書 /  Reference Books

授業の前後およびオフィスアワー以外の時間については、メールなどで事前に連絡してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

コミュニケーションとは多義的な意味がこめられる概念です。そのため、コミュニケーションのとらえ方は、社会学、哲学、心理学、社会心理学、情

報科学といった多様な分野で様々なアプローチがなされています。この講義では、主に、社会心理学（第2～5回目）と記号論（第6～9回目）から

みたコミュニケーションについて理解を深めた上で、現代のコミュニケーションの動向についてメディアの歴史的展開や、近代化という社会変動を

軸にしながら、社会学的に考察（第10～15回目）します。現代的な事例を出しながら授業を進めますが、コミュニケーションについて、個別的な事

象から捉えるのではなく、いくつかの理論的なアプローチを学ぶことで一般化して広く理解することをめざします。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しません。レジメを使用します。レジメは教室で配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・毎回配布するレジメを読み直して、理解を深める

・不明な点は質問などで明確にする

・授業で紹介した参考文献を読んでみる

単位数 /  Credit 2

コミュニケーション理論 (S)

担当者名 /  Instructor 池田 知加

13155

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・社会心理学やメスメディア論などの観点から説得コミュニケーションについて理解し、説明できる。

・記号論的な観点から実際のコミュニケーション状況について分析することができる。

・コミュニケーションへの理論的な理解を深めた上で、現代コミュニケーションの動向について社会学的に論じることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

影響力の武器：なぜ、人は動かされるのか ロバート・Ｂ・チャルディーニ ／誠信書房／4414302692／第2～5回目の参考文献

プロパガンダ：広告・政治宣伝のからくりを見抜く アンソニー・プラトカニス、エリオット・アランソン／誠信書房／4414302854 ／第2～5回

目の参考文献

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス    コミュニケーション　コミュニケーション論第１回  

自己を知らせるコミュニケーション   対人コミュニケーション 自己開示第２回  

他者の心を動かすコミュニケーション   説得コミュニケーション　簡便法 第３回  

マスメディアと説得コミュニケーション-1   テレビ　効果研究 第４回 

マスメディアと説得コミュニケーション-2 プロパガンダ　感情 第５回  

コミュニケーションの記号と意味-１  記号論 ソシュール第6回  

コミュニケーションの記号と意味-2  ロラン・バルト デノテーション・コノテーション第7回  

記号化した世界  消費社会　欲望　差異第8回  

身体の記号論   パノプティコン 規律訓練第9回  

メディアとコミュニケーション  コンピュータに媒介されたコミュニケーション（CMC） No 

Sense of Place  

第10回  

コミュニケーションと「場所」  場所の無効化 グローバル化 第11回   

コミュニケーションと文化  異文化コミュニケーション　多文化主義第12回   

コミュニケーションと近代化  ポスト慣習社会　規範　個人化 第13回   

見知らぬ人とのコミュニケーション   都市　セネット第14回  

コミュニケーションと公共空間  ハーバーマス　公共圏第15回  

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 客観テスト（基礎的事項の理解）　

論述（テーマ設定・論理的構成力）

80 ％

平常点評価 授業内容の理解を深めるために、小レポート（A4 1枚程度）を授業内で実施する場合がありま

す

20 ％
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参考文献については授業でも適宜紹介します。授業内容について理解を深め、自分なりにはさらに深く考察したい場合などは参考にしてくだ

さい。               

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

私語は厳禁です。学生証を提示の上、即退出、以後の授業への参加は認めません。レジメは教室でのみ配布します。 

教室にコミュニケーション・ペーパーをおいておきますので活用してください。

メール・アドレスはtit21744@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

記号の知/メディアの知：日常生活批判のための

レッスン

石田英敬／東京大学出版会／4130100947 ／第6～9回目の参考文献

場所感の喪失 ジョシュア・メイロウィッツ／新曜社／4788508699 ／第10～14回目の参考文献

人生相談「ニッポン人の悩み」：幸せはどこにあ

る? 

池田知加／光文社新書／4334032968 ／第10～14回目の参考文献

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

一国の生産技術のありかたは、その経済状況のみならず、生活水準や諸文化のスタイルにも大きな影響を与える。またそれ以上に、技術は今

後の地球環境の変化の方向に決定的な影響を与える因子でもある。本講義では、生産技術が社会の諸事象にいかに絡みついているのかを具

体的に解きほぐし、またその発展過程を歴史的に解明していくことで、現代技術を批判的に捉える視点を示し、技術に関する問題の解決指針を

与えていく。

それには、技術自身について理解すること以上に、それが社会の中でどのように機能しているか、役にたっているかについてのセンスを磨く必要

があらわれる。技術を生活や社会の中に正確に位置づけ、その中から、スペックに惑わされない本来的な「技術と社会の発展」のありようについ

て考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

資源エネルギー論を同時に履修していくことが望ましい（履修順序は問わない）

対象となる科学・技術についての説明に専門概念を使用することもありますが、そうした事項については、その都度丁寧に説明いたします。受講

に理系的知識を前提としてません。 

なし

テキストはありません。随時レジュメ、参考資料を配布していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

産業技術論 (S)

担当者名 /  Instructor 山口 歩

15895

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

技術発展の指標について理解し、現今の技術を評価できるようになること 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

1冊のテキストで学習できるものでありませんので、講義を聞き逃さないようにしてください

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

技術と労働 大沼正則／岩波書店／ISBN4-00-003662-9　c0336 ／

アメリカンシステムから大量生産へ D.A.ハウンシェル／名古屋大学出版会／ISBN4-8158-0350-1／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション　技術発展と社会発展 技術発展　社会発展1

発明と普及の時間差について 蒸気船と帆船　動力と制御2

大型化の利得について スケールメリット　表面効果と体積効果3

産業革命論１　　道具と機械 道具と機械　産業革命4

産業革命論２　　大量生産社会 大量生産5

工作機械論 工作機械　汎用と専用　アメリカンシステム6

フォーディズム　流れ作業 コンベア流れ生産　大量生産7

フォーディズム２　テーラーシステム テーラーシステム8

ポストフォーディズム リーン生産方式9

日本的生産様式 FMS　JIT　10

ロボット論 ロボット　Ｒキューブ 11

半導体工業論 半導体　ＩＣ12

エレクトロニクス製品の現状　1 楽器の問題 ＰＣＭ　デジタル13

エレクトロニクス製品の現状　２　PC　通信技術 PC　ケイタイ14

 全体まとめ　技術発展とは 

 

技術発展15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義者の論理を正確に理解すること 100 ％
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適宜、講義などで紹介していきます

 その他 /  Others

なし

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

社会学の生誕、確立の歴史を、重要な社会学者に則して概説する。その際には、社会学の形成発展を促した西欧近代社会の展開との関連を重

視する。したがって、重要な社会学者の理論内容とともに、その歴史的社会的背景や思想的背景についてもできるだけわかりやすく解説し、社

会学が立ててきた社会への問いの性格や意味について理解し考えていくことを重視して講義する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「基礎社会学」を受講していることはぜひ勧めたい。その他、社会学に関わる諸講義を受講しておれば、関心も持て理解しやすくなるだろう。ま

た、西欧近代史、近代の哲学思想（史）や経済学、政治学にかかわる講義も理解を助けるであろう。

社会学を学ぶ学生にとっては社会学史に関する知識は必須の知識ともいえる事柄なので、軽視しないで授業時のプリントや講義ノートや参考書

をもとに自主的に学習して欲しい。

単位数 /  Credit 2

社会学史 (S)

担当者名 /  Instructor 佐藤 春吉

13285

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学を基礎づけてきた古典的な社会学者の社会学説を理解し、社会的歴史的な背景のなかで問われた時代や社会の問題を考え、それをう

けて各社会学者が設定した問題、重要概念や研究方法、社会学研究に立ち向かう考え方について学び、社会学的思考のための基礎的な素養

を身につけることを目標にする。

具体的到達目標は、①代表的社会学者の主要な学説内容、主張、キー概念を理解すること、②それらの諸概念を普段の生活や学習に応用して

考えていく社会学的思考力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学成立の背景；１６世紀以来の西欧近代の誕生と

１９世紀ヨーロッパ市民社会の危機と変容と社会思想な

らびに社会科学の課題 

ヨーロッパ近代市民社会 第１回

社会学の前史としての社会思想；近代市民社会の成立と

啓蒙主義的市民社会論；１ホッブス、ロック、ルソー 

近代社会の形成、自然法と経験科学、社会契約 第２回

社会学の前史としての社会思想；近代社会の成立と啓蒙

主義的市民社会論；２アダム・スミス 

自然法を基礎とした経験科学への展開、啓蒙の成果第３回

社会学の生誕とその意味；資本主義の矛盾と啓蒙主義

思想の破綻（１９世紀問題）とそれに立ち向かう社会科学

としての社会学 

啓蒙の破綻と変容、１９世紀的転換期の危機第４回

社会学の生誕１；コントとスペンサー 社会有機体説、歴史発展の法則、実証主義第５回

社会学の生誕２；資本主義の矛盾とマルクス（１） 資本主義の矛盾、階級、疎外、物象化 第６回

社会学の生誕２；資本主義の矛盾とマルクス（２） 史的唯物論、生産力、生産関係、土台と上部構造第７回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ１；ジンメル 

社会化の形式、形式社会学、心的相互作用第８回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ２；デュルケーム（１） 

実証主義、社会学主義、集合意識、社会的拘束力、方

法論的集合主義

第９回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ２；デュルケーム（２） 

社会的事実、聖なるもの、俗なるもの、象徴主義第１０回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（１） 

価値自由、理念型、方法論的個人主義、行為の諸類

型、理解社会学、合理化

第１１回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（２） 

支配、権力、支配の諸類型、集団類型、官僚制 第１２回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（３） 

カリスマ、プロテスタンティズムと資本主義の精神、エー

トス、世俗内禁欲、使命予言、模範予言、ゼクテ、脱魔

術化 

第１３回

第一次大戦以後の社会学；シカゴ学派とアメリカ社会学

の展開

都市社会学、トマス、ミード 第１４回

現代社会学の出立；パーソンズ社会学とその批判 ＡＧＩＬ図式、機能要件、構造機能主義、ラジカル社会

学、現象学的社会学、ハーバーマスとコミュニケーション

的合理性 

第１５回
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評価は、試験中心です。講義を聴くだけでなく、配布されるレジメやＷｅｂＣＴ上の「講義ノート」その他の参考書を使用して、普段に学習するこ

とが大切です。勉強していなければ、答えられない試験問題が出ます。 

教科書は指定しません。授業は授業時に配布する「講義レジメ」を使用して行います。別途WebCTに掲載する「講義ノート」も活用して下さい。

上のアドバイスの欄に挙げたその他の参考書も、活用して下さい。 

特に指定しません。授業は授業時に配布する「講義レジメ」がもっとも重要です。別途WebCTに掲載する「講義ノート」も活用して下さい。講義

ノートには参考文献があげてありますので、適宜参考してください。本シラバスのア「ドバイス」の欄にあげた参考書はぜひ活用して下さい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講にあたっては、毎回の講義に出席するとともに、講義時に配布する「講義レジメ」とＷｅｂＣＴ上に掲示する「講義ノート」をもとに、自宅学習を

することが重要になります。講義ノートとレジメを活用するとともに、以下の社会学史の参考書と辞典も活用することを勧めます。

新睦人他『社会学の歩み』有斐閣新書

同『社会学の歩み　パート２』有斐閣新書

那須壽編『クロニクル社会学』有斐閣選書

浜島朗編『社会学小辞典』有斐閣

　また、普段から古典と言われる重要な社会学者の著作を読むこと。自分の研究テーマをもって学習し、社会学を応用的に生かすように普段か

ら心がけることが大切です。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

特になし

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義時に配布する講義レジメ、ＷｅｂＣＴ上で掲示する講義ノートをもとに、自宅学習をすることが重要になります。講義ノートとレジメを活用すると

ともに、以下の社会学史の参考書と辞典も活用することを勧めます。

新睦人他『社会学の歩み』有斐閣新書

同『社会学の歩み　パート２』有斐閣新書

同　編『新しい社会学の歩み』有斐閣

那須壽編『クロニクル社会学』有斐閣選書

浜島朗編『社会学小辞典』有斐閣

　また、普段から古典と言われる重要な社会学者の著作を読むこと。自分の研究テーマをもって学習し、社会学を応用的に生かすように普段か

ら心がけることが大切です。 

メール；hast01932@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験を行います。試験は、社会学史上重要な社会学者の学説、その基礎概念の知識を問いま

す。 

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「社会」の成り立ちを理解するのに役立つ代表的な社会学理論を紹介する。取り上げるのはデュルケームやヴェーバー、シカゴ学派、パーソンズ

のシステム理論、マートンの中範囲の理論である。これらの古典理論と現代の主要な社会理論との関連も合わせて説明する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会学史、社会調査関係の授業

参考書は授業のなかでそのつど紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業前にテキストの指定箇所を読み、授業中に指示する文献は図書館等で目を通すようにすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

社会学理論 (S)

担当者名 /  Instructor 宝月 誠

15881

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の考え方や基本的な概念を理解し、説明できる。

社会学視点を活用して具体的な社会現象を説明することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業ではテキストのほかにレジメを配布するので熟読すること。またコミュニケーションペーパーを利用して積極的に質問してほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会学のあゆみ 新睦人ほか／有斐閣／4-641-08-857-8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方と社会学のテーマ 共同態・権威・ヒエラルキー・聖なるもの・疎外第1回

デュルケームの社会理論　その1：『社会分業論』 集合意識・有機的連帯・社会的連帯・分業第2回

デュルケームの社会理論　その2：『自殺論』 自己本位主義・集団本位主義・アノミー・社会的潮流・実

証主義

第3回

デュルケームの社会理論　その3：『宗教生活の原初形

態』

トーテミズム・儀礼・集合的沸騰・シンボルと分類体系第4回

デュルケームの社会理論　その4：方法論 実証主義からシンボルの社会学へ第5回

ヴェーバーの社会理論　その1：『プロテスタンティズムの

倫理と資本主義の精神』

世俗内禁欲・エートス・親和性・意図せざる結果第6回

ヴェーバーの社会理論　その2：『儒教と道教』 氏族・家産官僚制・読書人・儒教の教え第7回

ヴェーバーの社会理論　その3：『社会科学と社会政策に

かかわる認識の「客観性」』を中心に方法論の検討

理念型・比較社会の方法・因果帰属第8回

デュルケームとヴェーバーの比較 差異法・一致法・共変法・意味の役割・因果分析第9回

シカゴ学派の社会理論　その1：トマスとズナニエツキ

『ポーランド農民』

移民・社会解体・ナラティブ形式第10回

シカゴ学派の社会理論　その2：パークとバージェス 人間生態学・都市エスノグラフィー・人種葛藤第11回

シカゴ学派とミード プラグマティズム・シンボリック相互作用論・界の理論と

の関連

第12回

パーソンズのシステム論 構造機能分析・ＡＧＩＬの相互交換・ルーマンの理論第13回

マートンの中範囲の理論 機能分析・準拠集団の理論・合理的選択理論との関連第14回

理論的視点の整理 現代社会に活用できる社会学理論の総括第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学理論の考え方や基本的な概念がどれだけ理解できているのかによって評価する。90 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーを提出して、みんな理解を促進するような的確な質問を出された方

には、加点する。

10 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は，社会・経済の様相を，経済学の基本的な発想や思考方法を理解しつつ，特に「制度」という視点から理解していくためのエッセンスを，

理論と現実の両方で学んでいくことを主題とします。

具体的には，（1）グローバル化する世界を理解する上での，通時的・歴史的な視点から見た欧米先進諸国間での多様性やその類型の問題，

（2）社会保障政策の1つであり，ニュース等でも頻繁に取り上げられる医療関連諸制度の問題，（3）自動車産業の代表的企業（e.g.，Toyota, 

Honda, Volvo, Ford，Mercedes）の企業活動とその環境や文脈，（4）タイの家計行動から見た，社会経済システムの独自性・固有性を巡る問題，

これら4つのトピックを取り上げて，制度の役割や機能を理解していきます。そして，制度が，社会経済システム全体や，個々のアクター（企業や

家計，あるいは私たち1人1人）のそれぞれに関連することを，具体的に，または，理論的に説明出来るようになることを目的とします。同時に，社

会を理解するためのアプローチの1つとして，経済と政治，あるいは文化等も関係し合い，結びついていることを説明する上での，制度アプローチ

のメリットや課題についても随時考えていきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義終了後に，内容の要約・学習の手引きをほぼ各回配布していく（配布方法は，初回講義で確認）。これと，各自の講義板書ノート，パワーポ

イント資料，これらの3つを併せて，講義のポイント，概念や用語等を特に復習すること。

単位数 /  Credit 2

社会経済学 (S)  §  社会経済学 (W)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

15808

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）ニュースや新聞にも出てくる基本的な経済用語や経済に関する図やグラフの意味を説明出来ること。

（2）経済学の根本的な発想や特徴的な方法について，理解していること。

（3）制度の視点から，社会経済システムの違いや制度の下でのアクターの多様性を，理論的に，または，現実的に考えつつ，説明出来ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講上の諸ルールの確認／イントロダクション：経済を理

解する眼としての制度

「ミクロ」「マクロ」「制度」1

経済学的思考のエッセンスとアプローチの主な特徴 「市場」「需要と供給」「マクロ変数」2

制度と社会経済システム①：第2次世界大戦後から1970

年代初頭までの欧米諸国を例に

「フォーディズム」「資本主義の黄金時代」3

制度と社会経済システム②：1970年代初頭から1990年代

中葉までの欧米諸国を例に

「アフター・フォーディズム」「労働市場」「技能と熟練と機

械化」「社会保障」

4

制度と社会経済システム③：1990年代～現在まで／補足

と小括

「制度階層性」「制度補完性」「制度比較優位」5

政策手段としての制度①：市場と制度との理論的な違い

について

「社会的厚生（の損失）」「公平性と効率性」「医療サービ

ス」

6

政策手段としての制度②：経済学の歴史から見た所得再

分配や格差・貧困への認識

「経済発展」「ジニ係数」「政府の規模（夜警国家と福祉

国家）」，「潜在能力アプローチ」

7

政策手段としての制度③：日本の医療諸制度の現状 「（公的）医療保険制度」「医療報酬制度」「薬価制度」8

政策手段としての制度④：続日本の医療諸制度の現状と

医療制度の将来

「医療法」「介護保険制度」「高齢化社会」「医療費抑制

問題」「制度設計」

9

制度の下でのアクター①：企業活動とそれを取り巻く環境 「生産モデル論」「利潤戦略」「成長分配様式」「CG妥協」10

制度の下でのアクター②：欧米の自動車諸企業の変遷を

中心に

「多様性とフレキシビリティー」「量」「量・多様性」の各戦

略

11

制度の下でのアクター③：日本の自動車諸企業の変遷を

中心に

「継続的原価低減」「イノヴェーション・フレキシビリ

ティー」「整合性を欠く」の各戦略

12

社会的慣習や文化としての制度①：経済システムの固有

性・独自性を巡って

「フォーマルな制度」「インフォーマルな制度」「取引費

用」

13

社会的慣習や文化としての制度②：タイの家計行動の事

例を中心に

「家計行動」「布施」「保護－被保護関係」「社会階層」

「所得再分配」

14

制度アプローチの課題と講義の総括 「制度論的ミクロ・マクロ・ループ論」「構造的両立性」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 3つの到達目標に対する主に相対的な到達度60 ％
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（1）各項目の詳細は，初回講義で説明・確認。

（2）上記「％」は「点」に換算し100点満点で成績算定。

※本の内容そのものに従って講義は展開しないが，主な用語等を参照・確認する様に指示する。あるいは，小レポート課題の対象の1つとし

ても使用する。入手することが望ましい。

●講義内容をより深く理解するために

・第03回～第05回／山田鋭夫（2008）『さまざまな資本主義』藤原書店，ISBN：978-4894346499。

・第10回～第12回／清水耕一（監訳）江口友朗（訳）『生産モデル（仮題）』ナカニシア出版，2011年刊予定（原著：Boyer, R., Freyssenet, M., 

(2002) The Productive Models: The conditions of Profitability, Palgrave 　　　

Macmillan）。

※その他，必要に応じて講義で紹介・指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

●第3回～第5回：OECD（http://www.oecdtokyo.org/）＜一部英語＞。

●第7回～第9回：厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/）＜特に厚生労働白書など＞。

●第14回～第15回：タイ王国国家統計局（http://web.nso.go.th/）＜英語＞。

 その他 /  Others

・メール連絡の場合には，必ず，自分の学年・組・学籍番号・氏名をメールの「Title」に書くこと。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（1）経済学の知識・テクニックの有無は問いません。但し，講義への出席を前提に授業は展開します。

（2）経済には直接あまり興味・関心がない学生，例えば，社会（学），文化，政治（学）等に興味がある学生の受講も歓迎します。

（3）講義は，板書とパワーポイントの併用形式です。パワーポイントを使用する場合は，適時，資料配布します（方法は，初回講義で確認）。ま

た，話していることもメモする習慣・技術を身につける様に。

（4）日常の学習は，「授業外学習の指示」を参照し実践すると共に，各自の興味や関心ある各種社会問題を講義の視点や内容に基づいて説明

出来ないかどうかを考えてみると，講義への理解も深まります。

●メールでのやりとり，または，事前予約の上でオフィス・アワー時に対面。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

入門制度経済学 宇仁宏幸他（訳）／ナカニシア出版／978-4779501661／2007

平常点評価 ①講義内容を利用した各自の興味や関心に関する小レポート（20％）。

②ランダムな出席確認や講義に関する質問票への回答（20％）。

③講義中に，一度警告したにも関わらず，再度騒いでいた場合には，氏名等を確認し減点対象

とする（1回につき－5％）。

40 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

　人々は社会からさまざまな影響を受けながら日々の生活を送っている。このような個々人の中に見られる社会的影響の産物として社会的態度

をとらえることができる。社会的態度はどのように形成され、どのような条件下で変化しうるのか。本講では社会的態度を中心に、個々人の持つ

パーソナリティや社会的動機、個人と個人との対人認知や対人関係、個人と集団とのかかわりあい、集団と集団との相互作用、さらに比較文化

といった複眼的な視点から社会の中の人間行動を考えてみる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

心理学、社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.ritsumei.ac.jp/~monden/

単位数 /  Credit 2

社会心理学 (S)

担当者名 /  Instructor 門田 幸太郎

13210

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

人間が社会から受ける影響、人間と人間のと相互作用、個々人の態度の形成と変容などについて理解できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

http://www.ritsumei.ac.jp/~monden/Reference/

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会心理学とは 社会心理学の位置づけ、他の領域との関連性１）

社会心理学の歴史・研究方法  社会心理学の研究の流れ、研究方法２）

個人の中の社会的影響 社会が個人に与える影響について欲求・動機づけ・本

能概念

３）

達成欲求 達成欲求の測定法、達成欲求と行動特性、達成欲求４）

親和欲求 親和欲求、不安と親和欲求５）

対人認知 情動の認知、パーソナリティの認知６）

印象形成 暗黙裡のパーソナリティ理論、相貌と印象、言語情報か

らの印象形成、行動観察による印象形成

７）

社会的態度とは 態度と対象の関係、態度の定義・機能８）

態度の形成 態度形成の問題について認知的成分、感情的成分、行

動傾向成分

９）

態度の変化 コミュニケーターの信憑性、コミュニケーションの提示方

法

１０）

対人魅力の規定因 空間的近接・身体的魅力・態度の類似度・他者評価１１）

対人魅力の理論 理論相互依存性理論・バランス理論・錯誤帰属説１２）

人格とは パーソナリティの概念、パーソナリティの理論、活動シス

テムとしてのパーソナリティ、心理＝社会的アイデンティ

ティ

１３）

人格の形成 社会化の概念と過程、価値の社会的学習、社会的学習

のメカニズム、モデリングとしての同一視、文化的価値

の伝達と内在化

１４）

文化と「人格形成」 乳児期からの社会的学習、子育てと文化のパターン１５）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 重要語句と研究例、理論の理解を確認する。70 ％

平常点評価 理解度を確認するため不定期に小テストまたはレポート課題を課す。30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSを用いて、社会調査等で得たデータを解析する方法について学ぶ。特に、社会調査と統計学の基礎や、基本

的な統計分析方法について、実際のデータをもとに確認し、応用方法を習得することを目指す。大量のデータを集計し、項目どうしの関連や違い

を調べることで、データから何が見えてくるのか、データをどう読みとればいいのかを、共に学んでいこう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本授業は社会調査データの分析に関するものなので、「社会統計学」と「社会調査論」の2つについて、受講済みである、または受講済みと同等

の知識があることを前提として行う。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）ができること。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

単位数 /  Credit 2

社会調査情報処理 (SA)  §  情報処理 (SX)  §  社会調査情報処理 (SA)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

15876

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使って基本的な統計解析ができるようになる。具体的手法としては「重回帰分析」の習得までが目標となるが、受講生の興味関心や習熟

度に応じ、さらに高度なモデルも射程に置く。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査と統計学 社会調査、記述統計学、量的調査、全数調査（悉皆調

査）、標本調査、母集団と標本、非標本誤差と標本誤

差、無作為抽出法、量的データ、質的データ、時系列

データ、クロスセクション・データ、パネル・データ

１

統計学の基礎（復習・確認を兼ねて） 統計量、度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏

差、分散、歪度、尖度、標準誤差、中央値、自由度、確

率密度関数、正規分布、中心極限定理、区間推定、信

頼区間

２

データを入手する／ウェブ上で分析する（既存の社会調

査データの入手・オンライン分析方法）

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、SSJDA（東京

大学SSJデータアーカイブ）、SRDQ（質問紙法にもとづく

社会調査データベース）、オンライン・データ分析

３

データを変換する／グラフと図を作成する ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

４

相関分析 相関分析、クロス表分析、連続変数、離散変数、（ピアソ

ンの積率）相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関

と因果関係の区別、疑似相関、偏相関分析

５

統計的検定 帰無仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤り、第2種の

誤り、棄却域、有意水準（危険率）、両側検定、片側検

定、有意確率

６

クロス表分析と検定 クロス集計表、クラメールの連関係数、χ2分布、独立

性の検定、χ2検定

７

平均の差の検定・分散分析 t分布、対応のない2つの母平均の差の検定、分散分

析、ANOVA（一元配置分散分析）、多重比較

８

（単）回帰分析 従属変数（被説明変数）、独立変数（説明変数）、定数

項、回帰係数、残差（実測値－予測値）、 小2乗法、決

定係数、決定係数の検定（F検定）、偏回帰係数の検定

（t検定）、予測値

９

重回帰分析 多変量解析、ダミー変数、標準化、標準化（偏）回帰係

数、交互作用、多重共線性、VIF（分散拡大因子）、（自

由度調整済み）決定係数、決定係数の検定（F検定）、

（偏）回帰係数の検定（t検定）

10

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）因子分析・主成分分析

因子分析、主成分分析、因子抽出法、回転、因子得

点、因子寄与、因子負荷

11

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）ロジスティック回帰分析

2値データ、順序付け可能な離散変数、ロジット変換、

Wald統計量、尤度比統計量、尤度比検定、2項ロジス

ティック分析、多項ロジスティック分析、順序ロジスティッ

ク分析

12
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本授業では教科書は用いず、毎回の授業時にレジュメを配布する。

本授業で学んだ内容のうち、重回帰分析までを、さらに詳細に（数学的な背景も含め）知りたい学生は、下記の文献を読むことを薦める。

・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学』ハーベスト社、1990年、ISBN4938551128。

また、本授業の内容に加え、さらに高度な分析手法を学びたい学生には、下記の文献を読むことを薦める。

・川端亮編著『データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析』ミネルヴァ書房、2010年、ISBN4623057305

・数理社会学会 (監修）、与謝野有紀・高田洋・安田雪・栗田宣義・間淵領吾 (編集）『社会の見方・測り方』勁草書房、2006年、

ISBN4326601868 

・太郎丸博『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN4888489645

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

ただし、やむを得ない理由により欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリントを熟読し、内容について十分に理解しておくこと。

なお、本授業の受講に際しては、以下の3点を求める。

1. 学内パソコンの利用IDとパスワードを、事前に各自で確認しておくこと。

2. 「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を、事前に済ませておくこと。

3. 自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を用意し、各回の授業で持参すること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

・WVS（World Values Survey：世界価値観調査）［無料登録すれば、データは即時ダウンロード可能］：http://www.worldvaluessurvey.org/

・ISSP（International Social Survey Programme：国際社会調査プログラム）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業で学ぶ統計分析は、ひとびとの意識や行動について知るための1つの方法である。なので、ひとびとの意識や行動について、何か知りた

いトピックを持つことが、本授業で紹介する統計分析手法を習得する上で、一番の助けとなる。

トピックは、自身で興味関心があるものなら何でも構わない。「幸せ」「恋愛」「結婚」「友人関係」「職業」「お金」「スポーツ」「外国」「環境」「健康」、

まずは何でもいいので考えてみてほしい。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。そこで必要な手法を身につけた上で、各自関心のあるトピックに取り組めば、新たな発見に出会えることだろう。もちろん、受講生全体の習

熟度に応じて、授業の進度は柔軟に調節するつもりである。

なお、授業中の私語は他の受講生の学習を妨げるので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や意見がある場合は、遠慮なくそ

の場で挙手し、発言されたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

SPSSによる多変量解析 村瀬洋一・高田洋・広瀬毅士／オーム社／4274066266／SPSSを使った分析の具体的

方法について解説。ただしロジスティック分析については触れていない

文科系学生のための新統計学 小野寺孝義・菱村豊／ナカニシヤ出版／4888489858／本授業で学ぶ分析手法につい

て、豊富なイラストで解説、親しみやすい

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／数学というだけで拒絶反応を起こしそうな人におす

すめ

マンガでわかる統計学［回帰分析編］ 高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」について、こちらも数学恐怖症の方に

日本人の価値観・世界ランキング 高橋徹／中央公論新社／4121500814／調査研究の成果を分かりやすく紹介、データ

からどのようなことが分かるのか、具体的に知ることができる

分析方法の応用(1) 分析モデルの構築、ケースの選択、値の再割り当て、変

数の計算、差の検定、相関分析、クロス表分析、分散分

析

13

分析方法の応用(2) ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、差の検

定、多変量解析

14

分析結果の報告 重回帰分析、プレゼンテーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則として、毎回の授業で統計分析等に関する実習課題を課し、授業時間内にその成果を報

告してもらう（成果点30％）。また、 終回では各自の関心に基づく統計分析について報告を

行ってもらう（成果点50％）。これらに授業への出席の頻度（努力点20％、ただし備考にあるよう

に、授業態度によって減点の可能性あり）を加味し、総合的に成績を評価する。

100 ％
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・ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research：政治・社会調査のための大学協会）［本学学生はデータの即時ダウン

ロード可能、ただし無料登録とメール認証が必要］：https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct

データを授業で使用する場合、ダウンロードの具体的方法については授業内で説明する。

このほか必要なものに関しては、講義内で適宜説明する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSを用いて、社会調査等で得たデータを解析する方法について学ぶ。特に、社会調査と統計学の基礎や、基本

的な統計分析方法について、実際のデータをもとに確認し、応用方法を習得することを目指す。大量のデータを集計し、項目どうしの関連や違い

を調べることで、データから何が見えてくるのか、データをどう読みとればいいのかを、共に学んでいこう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本授業は社会調査データの分析に関するものなので、「社会統計学」と「社会調査論」の2つについて、受講済みである、または受講済みと同等

の知識があることを前提として行う。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）ができること。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

単位数 /  Credit 2

社会調査情報処理 (SB)  §  情報処理 (SY)  §  社会調査情報処理 (SB)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

15884

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使って基本的な統計解析ができるようになる。具体的手法としては「重回帰分析」の習得までが目標となるが、受講生の興味関心や習熟

度に応じ、さらに高度なモデルも射程に置く。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査と統計学 社会調査、記述統計学、量的調査、全数調査（悉皆調

査）、標本調査、母集団と標本、非標本誤差と標本誤

差、無作為抽出法、量的データ、質的データ、時系列

データ、クロスセクション・データ、パネル・データ

１

統計学の基礎（復習・確認を兼ねて） 統計量、度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏

差、分散、歪度、尖度、標準誤差、中央値、自由度、確

率密度関数、正規分布、中心極限定理、区間推定、信

頼区間

２

データを入手する／ウェブ上で分析する（既存の社会調

査データの入手・オンライン分析方法）

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、SSJDA（東京

大学SSJデータアーカイブ）、SRDQ（質問紙法にもとづく

社会調査データベース）、オンライン・データ分析

３

データを変換する／グラフと図を作成する ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

４

相関分析 相関分析、クロス表分析、連続変数、離散変数、（ピアソ

ンの積率）相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関

と因果関係の区別、疑似相関、偏相関分析

５

統計的検定 帰無仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤り、第2種の

誤り、棄却域、有意水準（危険率）、両側検定、片側検

定、有意確率

６

クロス表分析と検定 クロス集計表、クラメールの連関係数、χ2分布、独立

性の検定、χ2検定

７

平均の差の検定・分散分析 t分布、対応のない2つの母平均の差の検定、分散分

析、ANOVA（一元配置分散分析）、多重比較

８

（単）回帰分析 従属変数（被説明変数）、独立変数（説明変数）、定数

項、回帰係数、残差（実測値－予測値）、 小2乗法、決

定係数、決定係数の検定（F検定）、偏回帰係数の検定

（t検定）、予測値

９

重回帰分析 多変量解析、ダミー変数、標準化、標準化（偏）回帰係

数、交互作用、多重共線性、VIF（分散拡大因子）、（自

由度調整済み）決定係数、決定係数の検定（F検定）、

（偏）回帰係数の検定（t検定）

10

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）因子分析・主成分分析

因子分析、主成分分析、因子抽出法、回転、因子得

点、因子寄与、因子負荷

11

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）ロジスティック回帰分析

2値データ、順序付け可能な離散変数、ロジット変換、

Wald統計量、尤度比統計量、尤度比検定、2項ロジス

ティック分析、多項ロジスティック分析、順序ロジスティッ

ク分析

12
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本授業では教科書は用いず、毎回の授業時にレジュメを配布する。

本授業で学んだ内容のうち、重回帰分析までを、さらに詳細に（数学的な背景も含め）知りたい学生は、下記の文献を読むことを薦める。

・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学』ハーベスト社、1990年、ISBN4938551128。

また、本授業の内容に加え、さらに高度な分析手法を学びたい学生には、下記の文献を読むことを薦める。

・川端亮編著『データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析』ミネルヴァ書房、2010年、ISBN4623057305

・数理社会学会 (監修）、与謝野有紀・高田洋・安田雪・栗田宣義・間淵領吾 (編集）『社会の見方・測り方』勁草書房、2006年、

ISBN4326601868 

・太郎丸博『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN4888489645

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

ただし、やむを得ない理由により欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリントを熟読し、内容について十分に理解しておくこと。

なお、本授業の受講に際しては、以下の3点を求める。

1. 学内パソコンの利用IDとパスワードを、事前に各自で確認しておくこと。

2. 「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を、事前に済ませておくこと。

3. 自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を用意し、各回の授業で持参すること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

・WVS（World Values Survey：世界価値観調査）［無料登録すれば、データは即時ダウンロード可能］：http://www.worldvaluessurvey.org/

・ISSP（International Social Survey Programme：国際社会調査プログラム）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業で学ぶ統計分析は、ひとびとの意識や行動について知るための1つの方法である。なので、ひとびとの意識や行動について、何か知りた

いトピックを持つことが、本授業で紹介する統計分析手法を習得する上で、一番の助けとなる。

トピックは、自身で興味関心があるものなら何でも構わない。「幸せ」「恋愛」「結婚」「友人関係」「職業」「お金」「スポーツ」「外国」「環境」「健康」、

まずは何でもいいので考えてみてほしい。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。そこで必要な手法を身につけた上で、各自関心のあるトピックに取り組めば、新たな発見に出会えることだろう。もちろん、受講生全体の習

熟度に応じて、授業の進度は柔軟に調節するつもりである。

なお、授業中の私語は他の受講生の学習を妨げるので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や意見がある場合は、遠慮なくそ

の場で挙手し、発言されたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

SPSSによる多変量解析 村瀬洋一・高田洋・広瀬毅士／オーム社／4274066266／SPSSを使った分析の具体的

方法について解説。ただしロジスティック分析については触れていない

文科系学生のための新統計学 小野寺孝義・菱村豊／ナカニシヤ出版／4888489858／本授業で学ぶ分析手法につい

て、豊富なイラストで解説、親しみやすい

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／数学というだけで拒絶反応を起こしそうな人におす

すめ

マンガでわかる統計学［回帰分析編］ 高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」について、こちらも数学恐怖症の方に

日本人の価値観・世界ランキング 高橋徹／中央公論新社／4121500814／調査研究の成果を分かりやすく紹介、データ

からどのようなことが分かるのか、具体的に知ることができる

分析方法の応用(1) 分析モデルの構築、ケースの選択、値の再割り当て、変

数の計算、差の検定、相関分析、クロス表分析、分散分

析

13

分析方法の応用(2) ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、差の検

定、多変量解析

14

分析結果の報告 重回帰分析、プレゼンテーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則として、毎回の授業で統計分析等に関する実習課題を課し、授業時間内にその成果を報

告してもらう（成果点30％）。また、 終回では各自の関心に基づく統計分析について報告を

行ってもらう（成果点50％）。これらに授業への出席の頻度（努力点20％、ただし備考にあるよう

に、授業態度によって減点の可能性あり）を加味し、総合的に成績を評価する。

100 ％
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・ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research：政治・社会調査のための大学協会）［本学学生はデータの即時ダウン

ロード可能、ただし無料登録とメール認証が必要］：https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct

データを授業で使用する場合、ダウンロードの具体的方法については授業内で説明する。

このほか必要なものに関しては、講義内で適宜説明する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

わたしたちが暮らす社会では、さまざまな現象が起きています。それらを理解するためには、社会現象そのものを客観的に捉え、考え、その結果

を発信することが必要です。社会調査とは、そのために欠かすことのできない手法です。この授業では、さまざまな社会調査の種類や特徴を整

理したうえで、調査票調査を中心に、調査の企画から調査票の作成、対象者の抽出、調査の実施、結果の分析と報告という一連のプロセスにつ

いて解説していきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会統計学、計量社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・雑誌・テレビ・インターネット等で登場する社会調査・世論調査・アンケート調査の結果を必ずチェックして、批判的に読むクセをつけましょ

う。「批判的に読む」とは、調査の結果を鵜呑みにせず、かといって頭ごなしに否定もせず、おかしいところはないか、あるとすれば「どこが」「どう」

おかしいのかを考えながら読むということです。

単位数 /  Credit 2

社会調査論 (S)  §  社会調査論 (S)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

13191

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会調査を実施し、結果をまとめ、論文・レポートや報告書等で報告するために必要となる、社会調査や調査手法に関する基礎的な知識、対象

者に対する接し方やデータ管理の倫理、データの分析法や調査結果のまとめ方等について理解することが目標です。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業は社会調査に関する授業の中でも基礎なものとなります。可能であれば1年次に履修することを勧めますが、そうでない場合も、可能な限

り早い年次で履修するようにしましょう。また、計量社会学および社会統計学を合わせて履修することを勧めます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査とは何か、なぜ必要なの

か？

社会調査、社会調査史１

量的調査と質的調査(1) 量的調査、質的調査、調査票調査、観察法、自由面接

法

２

量的調査と質的調査(2) 調査票調査、統計的調査、全数調査、標本調査、事例

研究、地域調査

３

社会調査の手順と倫理 調査倫理、仮説４

社会調査と理論：疑問から理論へ、理論から設問へ(1) 記述、説明、理論、命題、概念、仮説５

社会調査と理論：疑問から理論へ、理論から設問へ(2) 記述、説明、理論、命題、概念、仮説、調査研究例６

標本調査とサンプリング(1) サンプリング方法の考え方と

歴史

標本調査、サンプリング、割当法、無作為抽出法７

標本調査とサンプリング(2) サンプリング方法の実際 単純無作為抽出法、多段抽出法、系統抽出法、確率比

例抽出法、層化抽出法

８

標本調査と標本誤差：標本誤差と非標本誤差・推定の精

度

標本誤差、非標本誤差、推定９

調査票の作成：項目の選択・用語と文章・回答の形式・調

査項目の配列

調査票、ワーディング、尺度、コーディング10

調査の実施とデータ管理：対象者への対応、データの入

力、エディティング、コーディング

エディティング、コーディング11

データの集計と記述：基礎的集計・変数の種類・データの

記述方法

基礎統計量12

データを分析する：２変数の関連分析（クロス表分析）、エ

ラボレーション

クロス表分析、エラボレーション13

データを分析し、結果をまとめる：２変数の関連の分析方

法（相関分析、疑似相関）と調査結果のまとめ方

相関分析、相関係数、疑似相関、調査研究例、調査倫

理

14

確認テストと解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業 終日に確認テストを行い、その結果をもとに評価を行います。ただし、出席日数が所定

の回数を下回った学生については、確認テスト受験資格を認めませんので注意してください。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールによる連絡が基本です。直接質問等を行いたい場合も、事前にメールでアポイントを取るようにしてください。メールアドレスは初回の授

業で告知します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ（第2版） 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武／ミネルヴァ書房／4623041042／

社会調査の基礎　社会調査士A・B・C・D科目対

応

篠原清夫・清水強志・榎本環・大矢根淳／弘文堂／4335551339／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　この科目では、社会調査データを集計・分析する上で必要となる統計的分析方法の基礎を学ぶ。調査データを集計し要約的に記述する方法、

母集団の特性値を推定する方法、母集団についての仮説を検定する方法について、理論的基礎を講義するとともに練習問題を通じて実際に

データ分析を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、高校レベルの基礎的数学の知識を前提とする。

提出期限を過ぎた課題（宿題）は受け取らないので、提出期限までに必ず提出すること。

講義は教科書に沿って進める。教科書の説明を補うためにプリントを随時配布する。教科書の練習問題も授業・課題で利用・解説するので、

開講までに必ず入手しておくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の授業内容を必ず復習すること。課題を解きながら考えると理解が深まる。

またExcelの関数が使える者は、パソコンでも課題を解いて確認してみるとさらによい。

単位数 /  Credit 2

社会統計学 (S)  §  社会統計学 (S)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

13338

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計学の基本的な概念と方法について、説明することができる。

記述統計と推測統計の基本的方法を用いて、調査データの要約、推定、統計的仮説検定を行うことができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

統計学は積み立て型の科目なので、遅刻・欠席をすると授業についていくことが困難になる。授業への出席と課題提出は必須である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

よくわかる統計学 Ⅰ 基礎編 金子治平・上藤一郎編／ミネルヴァ書房／978-4-623-04926-4／教科書に沿って講義

を行う

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

統計データとは、統計的方法とは 統計データ、統計的方法、統計変量、記述統計、推測

統計

第１回目

比率と指数 変化率、寄与度・寄与率、指数第２回目

分布とその特性 度数分布表、ヒストグラム、代表値、散布度第３回目

相関 相関関係、相関係数第４回目

回帰 回帰分析、独立変数、従属変数、 小２乗法第５回目

確率の基礎 順列、組み合わせ、確率、条件付確率、ベイズの定理第６回目

確率変数と分布 確率変数、確率分布、期待値、分散、２項分布、正規分

布

第７回目

母集団と標本、標本調査法 母集団、標本、サンプリング、ランダムサンプリング第８回目

統計量の標本分布（１） 統計量、母数、標本分布、標本平均の分布第９回目

統計量の標本分布（２） 大数の法則、中心極限定理第１０回目

統計的推定（１） 点推定、区間推定、良い推定量の基準、信頼区間、母

平均の推定、ｔ分布

第１１回目

統計的推定（２） 母比率の推定、母平均の差の推定第１２回目

統計的検定（１） 仮説検定、有意水準、第Ⅰ種・第Ⅱ種の過誤、母平均・

母比率の検定

第１３回目

統計的検定（２） 平均値の差の検定第１４回目

クロス集計表とその検定 クロス集計表、カイ２乗分布、適合度検定、独立性の検

定

第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 統計学の基本的概念の理解度、基本的方法を使ったデータの分析力をみる。70 ％

平常点評価 授業内容の理解を確実なものとするために、簡単な課題（宿題）を１０回程度課す。課題の提出

状況を平常点とする。

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

電卓を使って練習問題を解くので、毎回の授業に√の計算のできる電卓を必ず持参すること。Excelが使えるものはノートパソコンを持ち込んでも

よい。

参考書 /  Reference Books

電子メールで。

nagasawa@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・涙なしの統計学 D.ロウントリー／新世社／4-88384-035-2／数式をほとんど使っていないので、数学が

苦手な人には読みやすい

統計学入門 東京大学教養学部統計学教室編／東京大学出版会／4-13-042065-8／書名は入門

となっているが、高度な内容も含む



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Office総合（入門）』：Officeソフト総合演習...(SLクラスと同内容）

「情報リテラシーI」や「情報リテラシーII」に続く中級編。

　上級クラスは、『Office総合（中級）』（SJクラス）。

Microsoft Word、Microsoft Excelや、NETを別々の道具として使うのではなく、これらを組み合わせ、パソコンを効率的に使っていくにはどうすれ

ばよいかを学んでく。講義は、復習から始め、より実践的な総合演習へと進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

講義は、情報リテラシーI及び情報リテラシーIIの復習を含んでいる。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SA)  §  情報処理 (SA)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13160

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Windowsパソコンの基礎。

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実用的な使用方法。

パソコンの総合的な利用方法。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word復習  (文字とオブジェクト／書式／プリント・スクリーンの利用)

 

2

実習（１）  パソコン・マニュアル 3

Excel復習－１  (位置関係／表と計算／絶対参照） 4

Excel復習－２ (表示形式／関数(sum,average,count,if)／グラフ） 5

Excel復習－３ (復習と応用） 6

実習（２） Excelによる分析 7

Excel発展－１ (検索(vlookup)､文字列操作(len,mid,find)) 8

Excel発展－２ (エラー処理(isna)／検索応用) 9

Excel発展－３ (復習と応用) 10

実習（３） 検索実習 11

OLE発展－１ (Web上のデータ利用／ペイント) 12

OLE発展－２ (リンク貼り付け) 13

実習（４）－１ 課題 14

実習（４）－２ 課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題を含めた課題など。

実習状況など。

100 ％
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必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

web上で見かける様々なアニメーションは、単にページを装飾する手段にとどまらず、アート、アドバタイジング、あるいはWBT（web-based-

training）など、様々な目的に活用されています。つまりweb上で動くアニメーション作成のスキルを身につけることは、インターネットが日常に深く

入り込んだ現代では、非常に強力な表現の手段を身につけることと同義といえます。そこでこの授業では、Flashというソフトウェアを用いて、なる

べく直感的かつ簡単に、そのようなアニメーションを作成する方法を紹介します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII、もしくはこれらの科目終了と同等のスキル・レベルを必要とします。

教科書は使用しません。その代わりに、毎回の授業では資料をweb（教材配布フォルダ）にupします。受講生は必要に応じてこれを保存、ある

いは印刷して用いてください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

Flashに関する書籍は、参考に挙げたもの以外にもたくさんあります。また、web上にはFlashに関するチュートリアルやTipsが多数存在しており、

これらの多くは無料で利用できます。これらは授業内容を深く理解するために役立つだけではなく、課題の作成を行う際にも有用です。もちろん、

これらを用いなければ授業が充分に消化できないわけではありませんが、積極的に自学自習すれば、それだけ良い結果が得られるでしょう。 

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SB)  §  情報処理 (SB)

担当者名 /  Instructor 破田野 智己

13162

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Flashによるアニメーション作成スキルの修得、アニメーションを用いた「作品」が作成できること、効果的にアニメーションを用いる能力を身に付け

ること、以上3点を到達目標とします。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

これまでの受講生（先輩）からは、「自分の思い通りのものを作ろうとすると、思いのほか時間がかかる。また、毎回の授業で出されるチャレンジ

問題を解こうとすると、さらに時間を要する」とのコメントが寄せられています。つまり、他の授業に比べて、自習に費やす時間が多くなりがちだと

いうことです。時間的な余裕が無い受講生は、この授業をあまり楽しめないかもしれません。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

おしえて!!FLASH 8 : Flash 8スーパー・エンター

テイメント・チュートリアル 

まつむらまきお, たなかまり   ／東京 : 毎日コミュニケーションズ ／978-4-8399-1961-

0 ／絶版ですが、図書館にはあるようです。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

とにかく描いて動かす Flashのお絵描きの特徴。とにかく動かしてみる 1

基本的なお絵描き 様々な描画ツールと、その特徴 2

基本的なアニメーション モーショントゥイーン、シンボル、インスタンスなど 3

基本的なアニメーション２ シェイプトゥイーン、レイヤーなど4

ちょっと凝ったアニメーション アルファチャンネル、マスク、パスなど 5

シンボルを使いこなす シンボル内アニメ、グラフィック、ムービークリップなど6

インタラクティブに動かす ボタンイベント、アニメボタン、リンクなど7

外部ファイルの取り込み 効果音や写真、手書きのイラストを活用する 8

課題作成１ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成9

課題作成２ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 10

課題作成３ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 11

課題作成４ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 12

パブリッシング パブリッシュと設定、アクセシビリティ、ftpによる転送 13

プレゼンテーションと採点１ 作品の発表と説明を行なう14

プレゼンテーションと採点２ 作品の発表と説明を行なう 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 第14･15回で行うプレゼンテーションの内容と、出席や各回の授業で出す課題などを総合して成

績を評価します。

なお、授業内の課題に関して学生同士が教え合うことは制限しませんが、 終課題で盗用が認

められた場合、定期試験でカンニングした場合と同様の厳しい処分を行います。 

100 ％
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入門書には、ソフトの体験版が同梱されていることが多くあります。ここで挙げた書籍にもFlashの30日間トライアル版が付いていますので、折

を見てインストール＆自習してみるのも良いでしょう。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

必要があれば、メールアドレスを通知します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSの操作を通じて、社会調査等で得たデータを解析する技術を身につけることをめざす。大量のデータを集計す

る技術だけでなく、データ同士の関連性や差異など、データに隠された社会的意味を見いだす技術も、広く教授する。具体的には、社会調査と統

計学の基礎を確認し、基本的な統計解析モデルを概観する。さらに、実際の社会調査データを用いて、基本的な統計解析を実習する。

たとえば、近年の日本で、「あなたは現在、幸せですか？」との問いに「幸せです」と答える人の割合は、どんな職業の人々で、 も大きいのだろ

うか。その割合を、学生や主婦と比べたらどうだろうか。あるいは、婚姻状態（既婚／非婚）や居住地（都市／郊外／農村）で比べたらどうだろう

か。また、そういった状況（職業・婚姻・居住地）と「幸せです」との間の連関は、直接的な連関だろうか、それとも、他の状況（たとえば所得）に起

因する「見かけ上の連関」にすぎないのだろうか。さらに、それらの連関は、偶然ではほとんど起こらないほどの、確かな傾向なのだろうか。それ

とも偶然でも容易に起こりうる程度のものにすぎないのだろうか。たとえばこういったことを、統計データにもとづいて検討できるようになるのが、

本授業の目標である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・学内パソコンの利用IDとパスワードを、あらかじめ各自で確認しておくこと。

・「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を済ませておくこと。

・自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を持参すること。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理ができること（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

なお、本授業に先立って、「社会統計学」と「社会調査論」を、ともに受講済みであることが望ましい。

もし「社会統計学」を受講済みでない場合には、下の「参考書」欄に挙げた『マンガでわかる統計学』を、事前に軽く一読しておくことが望ましい。

またもし「社会調査論」を受講済みでない場合には、下の「参考書」欄に挙げた『「社会調査」のウソ』の「第4章」と「第5章」を、事前に軽く一読して

おくことが望ましい。

以上を前提に、第1回の授業を行う。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SC)  §  情報処理 (SC)

担当者名 /  Instructor 柴田 悠

13192

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使った基本的な統計解析ができるようになる（目安としては「重回帰分析」まで）。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会調査と統計学の基礎。統計解析モデルの分類。［『マ

ンガでわかる統計学』pp. 2-29、『マンガでわかる統計学

［因子分析編］』pp. 16-63, 220、『「社会調査」のウソ』pp. 

119-215、［『入門はじめての統計解析』p. 2、『統計学入

門』pp. 1-15, 178-180、『人文・社会科学の統計学』pp. 1-

15, 233-253］ 

社会調査、記述統計学と推測統計学（統計的推測）、全

数調査（悉皆調査）と標本調査、母集団と標本、非標本

誤差と標本誤差、有意選出法と無作為抽出法、量的

データと質的データ、1次元データと多次元データ、時系

列データとクロスセクション・データとパネル・データ、母

数（母集団分布に関する情報＝パラメータ）、パラメト

リック法とノンパラメトリック法

1

統計学の基礎概念 （要約）統計量［『入門はじめての統計解析』pp. 16-35、

『統計学入門』pp. 182-185, 191, 96-97, 295］、検定統計

量と自由度［『すぐわかる統計用語』pp. 82-83, 114］、確

率密度関数と正規分布と中心極限定理［『マンガでわか

る統計学』pp. 82-109、『統計学入門』pp. 120-123, 162-

170, 188-189、『入門はじめての統計解析』p. 90］、区間

推定と信頼区間［『入門はじめての統計解析』pp. 106-

137、『統計学入門』pp. 222, 188-189］ 

2

既存の社会調査データの入手方法。統計解析ソフトＳＰＳ

Ｓのデータ入力。度数分布表とヒストグラム。要約統計量

の算出。

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、東京大学

SSJデータアーカイブ、JGSS、SSM調査、1次元データ、

度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏差、分散、

歪度、尖度、標準誤差、中央値

3

データの変換。グラフと図。 ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

4

相関。［『マンガでわかる統計学』pp. 112-120、『入門はじ

めての統計解析』pp. 36-40, 236-243、『統計学入門』pp. 

41-55、『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』

pp. 227-232、教科書pp. 114-123］ 

2次元データ、間隔尺度（数値データ）、散布図、（ピアソ

ンの積率）相関係数、順序尺度、スピアマンの順位相関

係数、ケンドールの順位相関係数、ソマーズのd、相関

と因果関係の区別、見かけ上の相関、部分集合におけ

る相関、直線相関と曲線相関

5
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

よって、万一欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリント（産社事務室前の棚に余り分を置いてあるので欠席者は必ず持ち帰ること）

と、欠席した回の参考書の該当ページ（上記「授業スケジュール」参照）を読み、また必要に応じて他の参考書も利用して、その該当ページの内

容（および「キーワード」に挙げた概念・用語）を十分に理解してくること。

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

統計的検定［『入門はじめての統計解析』pp. 140-145、

『統計学入門』pp. 233-239］。無相関の検定［『入門はじめ

ての統計解析』pp. 190-193、『心理学のためのデータ解

析テクニカルブック』pp. 223-226, 230-231］。

（帰無）仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤りと第2種

の誤り、棄却域と有意水準（危険率）、両側検定と片側

検定、検定統計量と有意確率、2次元（2変量）正規分

布、無相関の検定

6

連関［『マンガでわかる統計学』pp. 127-189、『心理学の

ためのデータ解析テクニカルブック』pp. 232-250］。独立

性の検定（χ2〔カイ2乗〕検定）［『入門はじめての統計解

析』pp. 202-207、教科書pp. 194-205］。２つの母比率の

差の検定［『入門はじめての統計解析』pp. 186-189、『統

計学入門』pp. 250, 254］。

名義尺度、クロス集計表、オッズ比、ユールの連関係

数、クラメールの連関係数、χ2分布、独立性の検定

7

２つの母平均の差の検定（t検定）［『入門はじめての統計

解析』pp. 162-179、『統計学入門』pp. 240-244、教科書

pp. 180-191］ 

t分布、対応のない2つの母平均の差の検定8

（単）回帰分析［『マンガでわかる統計学［回帰分析編］』

pp. 12-100、『入門はじめての統計解析』pp.248-259、『統

計学入門』pp. 58-63, 257-70、教科書pp. 126-139］ 

従属変数（＝被説明変数＝反応変数＝目的変数）と独

立変数（＝説明変数）、定数項、（偏）回帰係数、残差

（実測値－予測値）、 小2乗法、決定係数、誤差項、回

帰係数の検定、決定係数の検定、予測区間

9

重回帰分析［『マンガでわかる統計学［回帰分析編］』pp. 

102-148、『入門はじめての多変量解析』pp. 34-83、『統

計学入門』pp. 63, 270-276、『人文・社会科学の統計学』

pp. 50-58、『SPSSによる多変量データ解析の手順』pp. 

2-23、『すぐわかる統計用語』pp. 2, 68, 217, 138］ 

多次元データ、多変量解析、ダミー変数、交互作用、多

重共線性、VIF（分散拡大因子）、標準化、標準化（偏）

回帰係数、自由度調整済み決定係数、AIC（赤池情報

量基準）、正準相関分析

10

【以下の回では、受講生の興味や習熟度に応じて、内容

を調整する。】ロジスティック回帰分析［『マンガでわかる

統計学［回帰分析編］』pp. 150-192、『自然科学の統計

学』pp. 231-249、『統計学入門』pp. 132-137、『人文・社会

科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』pp. 173-

194, 131-134、『SPSSによる多変量データ解析の手順』

pp. 24-39, 184-199、『SPSSによるカテゴリカルデータ分

析の手順』pp. 146-169］

2値データ、ロジット変換、 尤法、Wald統計量、尤度比

統計量、尤度比検定、BIC（ベイズ情報量基準）、判別分

析、カテゴリカル正準相関分析

11

順序回帰分析と名義回帰分析［『人文・社会科学のため

のカテゴリカル・データ解析入門』pp. 191-193、『SPSSに

よるカテゴリカルデータ分析の手順』pp. 70-93、『社会調

査・経済分析のためのSPSSによる統計処理』pp. 54-69］

順序尺度、多項ロジット・モデル、順序ロジット・モデル、

名義尺度

12

主成分分析と因子分析［『マンガでわかる統計学［因子分

析編］』pp. 66-210、『入門はじめての多変量解析』pp. 86-

175、『人文・社会科学の統計学』pp. 349-360、『SPSSに

よる多変量データ解析の手順』pp. 140-181］・パス解析と

共分散構造分析［『すぐわかる統計用語』pp. 50-65、

『SPSSによる多変量データ解析の手順』pp. 210-259］

主成分分析、因子分析、パス解析、パス図、パス係数、

共分散構造分析

13

クラスター分析と多次元尺度法［『入門はじめての多変量

解析』pp. 218-237、『SPSSによる多変量データ解析の手

順』pp. 96-111, 200-209］。数量化Ⅲ類とカテゴリカル主

成分分析［『すぐわかる統計用語』pp. 122-129、『入門は

じめての多変量解析』pp. 276-293、『SPSSによるカテゴリ

カルデータ分析の手順』pp. 118-145］

クラスター分析、多次元尺度法、数量化理論、数量化Ⅲ

類、カテゴリカル主成分分析、コレスポンデンス分析、多

重コレスポンデンス分析

14

これまでのまとめ。より複雑な統計解析モデルの紹介（実

習は無し）。応用研究例の紹介。

パネルデータ分析［『パネルデータ分析』、『社会調査・

経済分析のためのSPSSによる統計処理』pp. 158-

215］、マルチレベル分析［『基礎から学ぶマルチレベル

モデル』］、対数線型分析など 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 基本的に一つのテーマにつき一回ずつ、統計解析の実習課題を課し、授業時間内にその成果

を報告してもらう。それらの課題の出来（成果点50％）と、授業への出席の頻度（努力点50％）と

から、総合的に成績を評価する。 

100 ％
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必要に応じて授業時にプリントとして配布する。

＜中級レベル＞

「厳密な証明は知らなくてもいいから、まずは統計解析の仕組みをひと通り知りたい！」という人向け

◆入門はじめての多変量解析、石村貞夫・石村光資郎、東京図書、4489020007

3つ以上の変数を用いた統計解析の仕組みを、ひと通り学べる。ただし、証明は欠けているため、理論的な説明は不十分。

◆すぐわかる統計用語、石村貞夫／デズモンド・アレン、東京図書、4489005229

統計学の理解に必要な用語を、おおよそカバー。図解も豊富で説明が分かりやすい。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆ＳＰＳＳによる多変量データ解析の手順（第３版）、石村貞夫、東京図書、4489007175

本授業の教科書の中級的な続編。数量データを用いたやや高度な統計解析を、ひと通り実行できる。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆ＳＰＳＳによるカテゴリカルデータ分析の手順（第２版）、石村貞夫、東京図書、4489007051

本授業の教科書の中級的な続編。カテゴリカルデータを用いたやや高度な統計解析を、ひと通り実行できる。ただし理論的理解は他書で補

うこと。

＜上級レベル＞

「将来、統計解析ができる専門家になりたいので、証明も含めてすべてを知りたい！」という人向け

◆統計学入門、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420658

「中心極限定理の証明」、中心極限定理を用いた「仮説検定の証明」などが網羅されている。

◆人文・社会科学の統計学、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420666

上の続編。標本調査法や重回帰分析、対数線形モデル、因子分析などを詳説。

◆自然科学の統計学、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420674

上の続編。ロジスティック回帰分析などを詳説。

◆心理学のためのデータ解析テクニカルブック、森敏昭・吉田寿夫、北大路書房、4762801313

心理学実験データの解析のために、標本サイズが小さい場合でも使える検定法を含めて、基本的な統計的検定法を詳説。

◆人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門、太郎丸博、ナカニシヤ出版、4888489645

社会調査データの解析のために、対数線形分析やロジスティック回帰分析など、カテゴリカル・データの統計解析法を詳説。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

統計解析は、何よりもまず、「知りたいこと」を知るための方法（の一つ）である。よって、どんなことでもよいので――「幸せ」でも「価値観」でも「友

人関係」「結婚」「職業」「お金」でも何でもよいので――、「知りたいこと」を心に秘めながら、本授業に臨んでほしい。漠然としたことでも全く構わな

い。

本授業で扱うことが可能な社会調査データには、たとえば「幸福度」や「生活満足度」「人生観」「友人関係」「結婚」「家族」「主観的健康度」「学歴」

「職業」「収入」「社会階層」「居住地」「政治意識」「環境意識」「宗教意識」など、実にさまざまなデータが含まれている。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。手間のかかる課題もあるかもしれない。しかし、ひと通りの訓練をこなせば、それ相当のスキルが身につくはずである。また受講生全体の

習熟度に応じて、授業の進度を、柔軟に調節する予定である。

なお、授業中の私語（受講生同士の会話）は、他の受講生の学習を妨げてしまうので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や

意見がある場合は、遠慮なくその場で挙手し、発言してほしい。質問や意見は、授業内容の理解を促してくれるため、いつでも歓迎している。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／どんなに数学が苦手な人でも、統計学の基礎を直

感的に理解できる、きわめて稀有な本。ただし、「自由度」の定義説明や「中心極限定

理」への言及などが欠けているため、理論的な説明は不十分。

マンガでわかる統計学［回帰分析編］  高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」の基礎を直感的に理解できる、きわめて稀有な本。ただし、「自由

度」の定義説明や「中心極限定理」への言及などが欠けているため、理論的な説明は

不十分。

マンガでわかる統計学［因子分析編］ 高橋信／オーム社／4274066622／上の続編。「標本調査法」「主成分分析」「因子分

析」の基礎を直感的に理解できる、きわめて稀有な本。

「社会調査」のウソ 谷岡一郎／文藝春秋／4166601105／「標本調査法」のよくある誤用パターンを、事例

によって具体的に理解できる。

入門はじめての統計解析 石村貞夫／東京図書／4489007469／2つ以下の変数を用いた統計解析の仕組みを、

ひと通り学べる。ただし、証明は欠けているため、理論的な説明は不十分。
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＜発展レベル＞

「将来、統計解析を駆使する専門家になりたいので、 新の手法を知りたい！」という人向け

◆パネルデータ分析、北村行伸、岩波書店、4000099116

同一主体（企業・世帯・個人など）に対して複数時点にわたって調査して得られるパネル・データを、回帰分析するための手法を詳説。

◆社会調査・経済分析のためのＳＰＳＳによる統計処理、劉晨・盧志和・石村貞夫、東京図書、4489007027

本授業の教科書の上級的な続編。パネルデータ分析などの高度な統計解析を、おおよそ実行できる。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆基礎から学ぶマルチレベルモデル、Ita Kreft and Jan de Leeuw、ナカニシヤ出版、4779501237

マクロレベル（社会集団など）とミクロレベル（個人など）を組み合わせた回帰分析法を詳説。SPSS（混合モデル）での操作法も詳しく説明して

ある。

（備考）本授業では、いずれも購入する必要はない。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

◆WVS（世界価値観調査World Values Survey）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　http://www.worldvaluessurvey.org/

◆ISSP（国際社会調査プログラムInternational Social Survey Programme）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

◆ICPSR（政治・社会調査のための大学協会Inter-university Consortium for Political and Social Research）［立命の学生ならデータは即時ダウ

ンロード可能（無料登録とメール認証が必要）］：　　https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct　

→　（JGSSのデータ）

http://search.icpsr.umich.edu/ICPSR/query.html?col=abstract&op0=%2B&tx0=japanese+general+social+surveys+(jgss)+series&ty0=p&fl0=series%

3A&op1=-&tx1=restricted&ty1=w&fl1=availability%3A&op2=%2B&tx2=ICPSR&ty2=w&fl2=archive%3A&nh=50&rf=3

◆SSJDA（東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センターＳＳＪデータアーカイブSocial Science Japan Data Archive）［データは無料

申請後にCD-Rで送られてくる（CD-R代と郵送費は申請者が負担）］：　

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/　

→　https://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/datalist_g.html

また、講義中にも適宜紹介する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

『Illustrator』：イラスト作成の基礎 ...(SKクラスと同内容）

ドキュメント、Webページなど様々な場面で使われるイラストを、Adobe Illustratorを用い作成する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基本が習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後の作品発表及び評価まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SD)  §  情報処理 (SD)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13193

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

イラスト作成の基礎。

Illustratorの基本操作。

画像ファイルの基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

課題に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習1

ペイントとIllustrator (ビットマップ系とベクトル系) 画像形式 2

Illustrator 入門 (cmykとrgb／ブラシツール／オプション・バー) 3

Illustrator 入門　＋　実習(１）ポスター (カラー／Web用保存)  4

実習（１）内覧　＋　Illustrator 入門 （ペン・ツール／ベジエ曲線） 5

Illustrator 入門 (ペン・ツール／ベジエ曲線／塗りと線) 6

Illustrator 入門 (レイヤー／その他) 7

実習（２）－１ 携帯デザイン 8

実習（２）－２ 携帯デザイン 9

実習（２）－３ 提出､印刷､組み立て＝＞展示 10

写真の利用。 デジカメなどによる写真の利用。11

終課題 ぱらぱらアニメ作成12

終課題 ぱらぱらアニメ作成13

終課題 ぱらぱらアニメ作成14

終課題内覧・まとめ 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題及び講義中の課題、

実習状況など。

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、情報化社会の中で、個人のレベルにおいても対応することが不可欠となっている「情報セキュリティ」に関する「入門講義」として位置

づけられている。講義は情報教室で受講者がPCを使用しながら、実習を伴う形で行われる。「私は大丈夫」「私には関係がない」と思いがちな日

常の情報コミュニケーション技術利用の落とし穴について、様々な具体事例を取り上げながら、受講者が授業時間内に実際にセキュリティー技

術について確認する機会を設ける。情報セキュリティ意識を高め「自分の身を守る」ための知識習得の場としてほしい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI等の情報技術関係入門講義は履修済みであることが望ましい。

 立命館大学の情報環境利用方法、コンピュータの基本操作、レポート作成レベルの文書作成技術（Word,Excel等）については一定習得済みのも

のとして講義はすすめられる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義外学習をすすめたい者は個人的に質問に来るとよい。テーマに沿った文献・資料等を紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SE)  §  情報処理 (SE)

担当者名 /  Instructor 宮浦 崇

13161

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

1.情報化社会における「安全性」について考える端緒を得る。

2.インターネット利用に伴う「危険性」（脆弱性）をについて説明できるようになる。

3.「被害者」「加害者」にならないための基本的な知識・スキルを身につける。

4.セキュリティに関係する「情報」を必要時に収集することができるようになる。

5.デジタルデータの著作権について理解し、情報発信を行うことができる。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション（情報リテラシーIII共通） 1

情報社会における「セキュリティ」とは（概説） 「情報セキュリティ」とは何か。今、何が問題になってい

るのかを理解する。 

2

インターネットおよびWebサービスの仕組み インターネットとはどのような技術によって成立している

のか、歴史的経緯を踏まえ理解する。 

3

被害者・加害者にならないために１（コンピュータ犯罪の

今昔１） 

コンピュータ犯罪の事例を紹介し、そこに見える問題と、

自らできる対策についての知識を得る。脅威となるWeb

サイト、サービスへの模擬接続と情報流出の状況確認。

（実習） 

4

インターネット上での「匿名性」「非匿名性」 「匿名」「非匿名」の実態について、アクセスログを用い

て考える。アクセスログ解析、IPアドレス・ドメイン名によ

るトレース（実習） 

5

コンピュータウィルスの脅威から身を守るために コンピュータウィルスやネット上での危険要因について

その性格を理解し、対処の知識を得る。コンピュータウィ

ルスの模擬作動実験（実習）

6

不正アクセス監視の仕組み（IDS）とファイアーウォール 実際のIDSシステムを見ながら、その有効性について考

える。簡易IDSの構築（実習）

7

データの暗号化技術 情報の保護という観点から、暗号化の方式、諸技術に

ついて理解する。暗号化と解読（実習） 

8

中間総括および、プレゼンテーション資料の作成 「被害者」にならないための啓発資料の作成、ならびに

中間総括（到達度確認）

9

情報セキュリティのための法律・諸制度・体制について セキュリティ対策に関係する、昨今の取組についての知

識を得る。

10

情報化社会における「著作権」（１） 現行著作権法に基づいた、デジタルデータの取り扱い

について学習する。 各自の所持している「コンテンツ」

（授業成果物・レポート・Webサイト等）の検証（実習）

11

情報化社会における「著作権」（２） 現行著作権法に基づいた、データの取り扱いについて

学習。ルールに則ったコンテンツ作成（実習） 

12

情報セキュリティビジネス 情報セキュリティをビジネスとする事例を見ることを通し

て、セキュリティのあり方を考える。 

13

管理者およびユーザに求められる「情報倫理」 技術者としての倫理・ユーザとしての情報倫理について

考える。 

14

総括「情報セキュリティ」 情報セキュリティについて、各回学んだ知識を総括す

る。

15
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講義時間中に必要な資料、文献等を随時紹介していく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義時間中に随時紹介する。

 その他 /  Others

この講義はリテラシー科目（入門講義）としての位置づけであり、情報技術初級者の受講を前提に構成される。そのため、既に知識・技術を一定

有する者は、より専門性の高い科目を履修し、より高度な知識・技術の修得を目指すことを強く推奨する。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報セキュリティ読本 : IT時代の危機管理入門

（三訂版）

情報処理推進機構／実教出版／4407318007／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業時間内確認小テスト・小レポート、授業時間外課題、到達度確認テスト等をおこなう。

また実習を伴う授業であるため、日々の参加姿勢をも含めた平常点評価とする。

100 ％

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

『パソコン実践教育（入門）』

教員をはじめ、パソコンを教える立場になることを想定し、様々な素材を用い、グループ学習やプレゼンテーションなどの実践を通じて、パソコン

教育の技術や方法を探っていく。

実際には、同僚や友達、家族などにパソコンを教える機会は多く、このような場合にも役立つ。教えることで、自らも分からないことがはっきりし、

自らのスキルアップにつながっていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

また、グループ学習への不参加は、大きな減点となる。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SF)  §  情報処理 (SF)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13194

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

パソコンを教える技術の習得。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

グループ課題などを作成するために、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション  スキルチェックファイル操作復習 1

パソコンの基礎知識 ハード／ソフト／OS/アプリ／NET 2

教材作成の基礎 マニュアルとプリント・スクリーン 3

実習（１）－１ Windwos基本教室づくり 4

実習（１）－２ Windows基本教室プレゼンディスカッション 5

実習（２）－２ Word基本教室づくり 6

実習（２）－２ Word基本教室プレゼンディスカッション 7

Word/Excel/OLE/NET復習 8

実習（３）－１ Excel基本教室づくり 9

実習（３）－２ Excel基本教室プレゼンディスカッション 10

実習（４）－１ NET／OLE基本教室づくり 11

実習（４）－２ NET／OLEl基本教室プレゼンディスカッション 12

コメント 13

実習（５）－１ 終課題 14

実習（５）－２ 終課題 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題、そのほかの実習課題、実習状況など。100 ％
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 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

『PhotoShopとGoLive』：フォトレタッチとWebページ入門

Adobe PhotoShopによる写真などの画像処理と、ソフトウェアによるWebページを作成、公開するまでを学ぶ。デジタルカメラなどによる写真の撮

影、PhotoShopによる写真の調整・加工、ソフトによるWebページ作成、完成したWebページの公開を行い、プレゼンテーションを行う。

Webページを作成する講義としては、「入門」クラス。発展としては、『HTML+CSS+JavaScript』(SHクラス)がある

ソフトとしては、Dreamweaverを用いる予定である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基礎習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後のプレゼンテーション及び採点まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する予定である。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じて講義中に紹介する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SG)  §  情報処理 (SG)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13334

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ネットワークの基礎知識。

画像処理の基本。

ソフトによるWebページ作成の基本。

Webページ公開の基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要である。

素材撮影のために、デジカメあるいはカメラ付き携帯など(200万画素程度以上)が必要である。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

Webページ作成に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

写真の撮り方 画素数画像保存形式画像の取り込み 2

PhotoShop入門 (解像度、全体での明るさ、カラーバランス) 3

PhotoShop入門 (範囲指定／自動・マグネット中心､縁取り) 4

PhotoShop入門 (画像修正／赤目・パッチ・コピー・ぼかし・スポンジ・指) 5

PhotoShop入門 (フィルター／ギャラリー・シャープネス・描画(逆光)) 6

PhotoShop入門 (画像合成・レイヤー／文字／切り抜き) 7

実習(１） ポスター作成 8

実習(１）内覧 Webページの基礎 (ネチケット・ブラウザ・HTML) 9

Dreamweaver操作法 (作成から保存) 10

実習(2)－１ Webページ作成 11

実習(2)－２ Webページ作成12

実習(2)－３ リンク貼り、アップロード（公開）、更新13

プレゼンテーション (ページ紹介) 14

プレゼンテーション (ページ紹介) まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Webページ（作品）とプレゼンテーション、採点など及び、実習状況など。  100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

必要に応じて講義中に紹介する

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Webページ中級』：HTML～JavaScript

Webページを作成するために必要な基本知識と技術を総合的に身につける。

もっとも基本となるHTMLから、CSS（スタイル）、JavaScriptまで。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

後のプレゼンテーション及び採点まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SH)  §  情報処理 (SH)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15867

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

NETの基礎知識。

Webページの基礎知識。

HTML、CSS、JavaScriptの基礎知識。

Webページ公開。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要である。

素材撮影のために、デジカメあるいはカメラ付き携帯など(200万画素程度以上)が必要である。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

Webページ作成に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Webページの基礎  (ネチケット・ブラウザ・HTMLとCSSとJavaScriptの関係) 2

HTML入門 (html,head,body,h,p,br,div／保存・閲覧・更新) 3

HTML追加  (table) 4

CSS入門 (box,座標／box系,font系,img系) 5

CSS入門 (box,座標／box系,font系,img系) 6

実習(1) 基本的なWebデザイン・サンプル作成 7

JavaScript入門  (script,onClick,onMouseOverなどイベント) 8

JavaScript入門  (for／if) 9

JavaScript入門  (その他) 10

実習(2)－１ Webページ作成 11

実習(2)－２  Webページ作成 12

リンク貼り・アップロード・実習(2)－３ リンク貼りアップロード更新 13

プレゼンテーション (ページ紹介) 14

プレゼンテーション・まとめ (ページ紹介) 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『プログラミング入門』:Visual Basicによるプログラミングの基礎。

パソコン上の全ての機能は、プログラムによって提供されている。そのプログラム作成の 初歩を、簡単なゲームなどを学んでいく。同時に、プロ

グラミングに於いて大切な思考と発想も身につけていく。

なお、プログラミング言語としては比較的初心者にも親しみやすい、Microsoft Visual Basicを用いる予定。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

後の課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する予定。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SI)  §  情報処理 (SI)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15891

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プログラムの役割の理解。

プログラミングの基礎の理解。

プログラミングの基礎的な思考と発想の習得。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

プログラミング初歩 Hello World!! 操作の基礎クリックとその反応 2

アニメーション（１） 移動による表現 3

アニメーション（２） 切り替えによる表現 4

計算と落とし穴 四則演算とその落とし穴 5

タイマーの作成6

実習（１） クリックゲーム（VB風モグラたたき）の作成 7

プログラミングの思考（１） 素数を求める 8

プログラミングの思考（２） 計算の効率化9

プログラミングの思考（３） 何が大切か 10

ゲーム・プログラミングのヒント 11

実習（４）－１ オリジナル・ゲーム作り（１） 12

実習（４）－２ オリジナル・ゲーム作り（２） 13

実習（４）－３ オリジナル・ゲーム作り（３） 14

実習（４）－４ オリジナル・ゲーム作り（４）検証と課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Offce総合（中級）』：Officeソフト総合演習（Excel中心）

情報リテラシーI、IIに続く上級編。

Officeソフトの総合的な利用を目指すとともに、もっともよく使われるExcelのスキル・アップを図っていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SJ)  §  情報処理 (SJ)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15922

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実践な使用方法。

Excelの関数

Excelのデータベース機能。

Excelのマクロ機能の基礎。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word・Excel・OLE復習 2

Word発展（１） スタイルとアウトライン／脚注／目次／ページ区切り 3

実習（1） アウトライン 4

Excel発展（1) Database オートフィルタ／並び替え／集計／フォーム 5

Excel発展（２) Database 項目作成／vlookup 6

実習（２）  Database 仮想店舗売り上げ 7

Excel発展（3) 文字列操作(len,mid,find) 8

Excel発展（４) Webデータの利用 9

実習（３） 検索実習 10

Excel発展（５） マクロの基礎（1）記録と保存 11

Excel発展（６） マクロの基礎（２）変数、繰り返し、if 12

実習（４）－１ 課題13

実習（４）－２ 課題14

実習（４）－３ 課題提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Illustrator』：イラスト作成の基礎 ...(SDクラスと同内容）

ドキュメント、Webページなど様々な場面で使われるイラストを、Adobe Illustratorを用い作成する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基本が習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後の作品発表及び評価まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SK)  §  情報処理 (SK)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15923

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

イラスト作成の基礎。

Illustratorの基本操作。

画像ファイルの基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

課題に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習

ペイントとIllustrator (ビットマップ系とベクトル系) 画像形式 

Illustrator 入門 (cmykとrgb／ブラシツール／オプション・バー) 

Illustrator 入門　＋　実習(１）ポスター (カラー／Web用保存)  

実習（１）内覧　＋　Illustrator 入門 （ペン・ツール／ベジエ曲線） 

Illustrator 入門 (ペン・ツール／ベジエ曲線／塗りと線) 

Illustrator 入門 (レイヤー／その他) 

実習（２）－１ 携帯デザイン 

実習（２）－２ 携帯デザイン 

実習（２）－３ 提出､印刷､組み立て＝＞展示 

写真の利用。 デジカメなどによる写真の利用。

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題内覧・まとめ 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Office総合（入門）』：Officeソフト総合演習...(SAクラスと同内容）

「情報リテラシーI」や「情報リテラシーII」に続く中級編。

　上級クラスは、『Office総合（中級）』（SJクラス）。

Microsoft Word、Microsoft Excelや、NETを別々の道具として使うのではなく、これらを組み合わせ、パソコンを効率的に使っていくにはどうすれ

ばよいかを学んでく。講義は、復習から始め、より実践的な総合演習へと進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

講義は、情報リテラシーI及び情報リテラシーIIの復習を含んでいる。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SL)  §  情報処理 (SL)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15924

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Windowsパソコンの基礎。

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実用的な使用方法。

パソコンの総合的な利用方法。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word復習  (文字とオブジェクト／書式／プリント・スクリーンの利用)

 

2

実習（１）  パソコン・マニュアル 3

Excel復習－１  (位置関係／表と計算／絶対参照） 4

Excel復習－２ (表示形式／関数(sum,average,count,if)／グラフ） 5

Excel復習－３ (復習と応用） 6

実習（２） Excelによる分析 7

Excel発展－１ (検索(vlookup)､文字列操作(len,mid,find)) 8

Excel発展－２ (エラー処理(isna)／検索応用) 9

Excel発展－３ (復習と応用) 10

実習（３） 検索実習 11

OLE発展－１ (Web上のデータ利用／ペイント) 12

OLE発展－２ (リンク貼り付け) 13

実習（４）－１ 課題 14

実習（４）－２ 課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ハリウッドの100年の歴史を分析することで、映画誕生期から現在に至る映画イメージと映画産業の関係の推移と特徴を、同時代の政治的、社

会的、文化的背景のもとで捉える。さらには今後の映画産業のあり方、可能性、方向性についても考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし、毎回レジメ、資料を配布

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ハリウッド映画だけでなく、多くの、様々なジャンルの映画を観ること

毎回、映像資料や参考文献をあげるので、授業後に参照すること

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SB)  §  専門特殊講義 (SB)

担当者名 /  Instructor 神谷 雅子、松谷 容作

13204

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

映画のイメージと産業構造の関係性を理解し、批判的に思考する視座を養う。

映画産業と政治、文化、社会の関係について理解を深める。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・映画を観た際は、必ず何らかのメモをとること

・映画の制作年代と同時代の産業システムを常に意識すること

・疑問点、問題点があれば積極的に質問すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『映画館と観客の文化史』 加藤幹郎／中公新書／／2006年

『ハリウッド100年史講義――夢の工場から夢の

王国へ』

北野圭介／平凡社新書／／2001年

『映画の政治学』 長谷正人、中村秀之／青弓社／／2003年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

映画産業論　導入１ 映画産業論とは第1回

映画産業論　導入２ 映画産業を考えるための見取り図第2回

映画の誕生とハリウッド シネマトグラフ、キネトスコープ、映画興行第3回

古典的ハリウッド 古典的ハリウッド映画、D・W・グリフィス第4回

サイレント全盛のハリウッド 垂直統合、スター、ジャンル第5回

黄金時代 トーキー、ミュージカル映画、プロダクション・コード第6回

自意識の映画 アルフレッド・ヒッチコック、オーソン・ウェルズ、第二次世

界大戦

第7回

40年代のハリウッド パラマウント訴訟、フィルム・ノワール第8回

アンビバレントな映画産業 パッケージ型制作、アトラクション、メロドラマ第9回

自由と映画 政治、スペクタクル、作家主義第10回

ハリウッド再生① スター作家、レイティング・システム第11回

ハリウッド再生② イベント化、水平統合、テレビ第12回

今日のハリウッド① 水平統合、新作家主義第13回

今日のハリウッド② メガコングロマリット化、多角化第14回

今日のハリウッド③ ニュー・ライン・シネマ、ミラマックス、物語、国際化第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問への解答内容で、授業への理解度をはかる。80 ％

平常点評価 毎回授業後、コミュニケーションペーパーを提出してもらう。その内容で、授業の理解を確認す

る。

20 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

メディアに露出しているニュースやドキュメンタリー番組などは、どんな取材と論議を経てつくられ、読者や視聴者に届けられるのか。事件、事

故、政治、経済、国際、芸能、スポーツ・・・。一つの記事や番組の中には、過去から現在に連なる歴史の「縦軸」と、グローバル化が進む地球的

な広がりを示す「横軸」とが交差する中で、各メディアがそれぞれの価値観で、選び取った読者へのメッセージが込められている。メディアの第一

線で活躍している朝日新聞記者や朝日放送報道局員・カメラマンなどの現場報告を受けて、「特ダネ」はどのようにして生まれるのか、その舞台

裏の生々しい議論、さらにメディアが日々発信しているニュースの背景や「意味」を、それぞれのメディアの中で交わされている「論議」も踏まえな

がら、同時進行的に紹介、解析していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SC)  §  専門特殊講義 (SC)

担当者名 /  Instructor 白石 憲二

13205

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

新聞やテレビなどメディアが日々発信しているメッセージについて、その狙いなどを客観的に理解し、バランスのとれた視点で、その記事や番組

などのすぐれた点や不十分な点を評価、指摘できるようになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

できるかぎり新聞を読みテレビのニュース・ドキュメント番組などに接するように心がける。とくに興味あるテーマについて継続的にウオッチし、各

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに～メディア、報道の役割とは～ 白石憲二 客員

教授

発掘力第１回（9/30）

社論～支持される主張とは～　前田史郎氏（朝日新聞論

説委員）

争論第２回（10/7）

バラエティ～ワイドショー～岩城正良氏（朝日放送制作局

制作部長）

笑い第３回（10/14）

地震と科学報道～打ち続けたメール～　桜井林太郎氏

（朝日新聞科学医療グループ記者）

衝撃音発生第４回（10/21）

どうなる原発政策　稲田清英氏（朝日新聞経済グループ

記者）

エネルギー第５回（10/28）

国際報道とは～イラン革命など～　安東建氏（朝日新聞

編集局長補佐）

特ダネ第６回（11/4）

ドキュメンタリー～テレメンタリー番組～　西村美智子氏

（朝日放送報道局ディレクター）

証言第７回（11/11）

生活報道と震災　山田佳奈氏（朝日新聞生活文化グルー

プ記者）

教訓第８回（11/18）

報道カメラマンの１日～ 新機材など～　高木伯之氏（朝

日放送映像編集部長）

空間第９回（11/25）

写真取材の現場から～シャッターチャンス～　久松弘樹

氏（朝日新聞写真グループデスク）

集中第１０回（12/2）

事件報道と人権～テレビニュースの現場から～　星信幸

氏（朝日放送報道局次長）

メディアスクラム第１１回（12/9）

スポーツ取材の 前線～トラ番記者～　福角元伸氏（朝

日新聞スポーツ部記者）

トラ番第１２回（12/16）

地域報道の現場から～密着～　臼倉恒介氏（朝日新聞

京都総局長）

目線第１３回（12/23）

開かれた新聞とは～市民ネットと投書～　筑瀬重喜氏

（朝日新聞声担当）

ブログ第１４回（1/6）

まとめ・質疑応答　白石憲二客員教授 質問力第１５回（1/13）

※講師の業務の予定により、テーマの変更や講師の変

更が発生する可能性があります。 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 「課題についての理解度、論旨の構成や説得力を重視する70 ％

平常点評価 毎回のコミュニケーションペーパー、数回おきのミニレポートで理解度をはかる30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　http://www.pressnet.or.jp/ 日本新聞協会プレスネット、週一回更新の「紙面展望」。

加盟新聞社の社説の論調をテーマ別に紹介している。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

メディアの論調を比べてみる。大きな事件の判決報道などで、自分ならどう本記（判決の中身を伝える記事）を書くか、判決要旨などを読んで試し

てみる。読解力と文章力がつく。テレビニュースなら、現場からどう伝えるか、リポーターの立場になって考えてみる。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

NHK講座　テレビ放送完全デジタル化元年の放送を展望する：大河ドラマ「江」、感動の瞬間を伝える伝道師・スポーツ実況アナウンサー、通信

端末スマートフォンと放送はどのような接点を持てるか、放送が視聴者の私たちにどのような変化をもたらすかなど、日本の放送界をリードする

プロフェッショナルが、直接、講義し、質問にも答えます。また受講生が番組企画し、一人ひとりコメントももらえるなど、アクティブ感のある講義が

シリーズで繰り広げられる講座です。本講座を受講すれば、日本の公共放送が現在どのような状況におかれているのかを理解することができま

す。放送経営、ニュース・ドラマ制作、技術の現場、激動する今日の経済や国際関係報道の一線を経験してきたジャーナリスト、カメラマンが何を

感じ、何を伝えてきたかについて、放送メディア・ジャーナリズムにおける 新の動きを学びとることを目的にしています。15回のシリーズで行うこ

の講義には、メディアと舞台、国際報道、未来の 先端メディアテクノロジーについてなど、日本を代表する講師陣が講義を展開します。 　

※2011年度の本講座は、2010年度に続き、キャンパスプラザ京都ではなく立命館大学衣笠キャンパスで開講されますので、注意してください。ま

た、授業は毎週金曜日16:20～17:50実施を基本としますが、4月29日と5月6日は休講とします。代わりに、6月25日と7月16日の土曜日、13:00～

14:30に正規講義として行います。 　

※講師とテーマは都合により変更になることがあります。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SD)  §  専門特殊講義 (SD)  §  特殊講義（総合） (VA)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13218

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

放送に興味を持っている学生から、将来、放送の現場を担いたいと希望する学生まで、国内・国際の放送ジャーナリズム、ドラマやスポーツ中継

の映像番組制作、デジタル化された放送メディアの環境変化と未来に至るまで興味関心を幅広く満たせる内容となっています。この講義を通じ

て、放送のあり方、放送の将来展望について考える力をつけてもらうことを目標にします。講義では、毎年恒例で、受講生からも評価が高い「受

講生自身の手による放送番組企画の提案」という実践的課題にも取り組んでもらいます。各受講生から提出された番組企画案には、制作のプロ

フェッショナルが一人ひとり丁寧にコメントを書いて、個別にフィードバックします。これを通じて、受講生が、放送番組制作者の立場をより身近な

ものとして理解・批評する力をつけることができます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スタートアップ企画：(対談講義)デジタル元年～映像を通

じて伝えること

※小林千洋／京都放送局長、辰巳琢郎／俳優(特別ゲス

ト)

4月8日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱① ドラマ

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の制作舞台裏

※屋敷陽太郎／制作局チーフプロデューサー

4月15日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱② ス

ポーツ

感動の瞬間を伝える伝道師～スポーツ実況の世界～ア

テネ五輪体操男子団体～「栄光への架け橋」誕生秘話

※刈屋富士雄／ＮＨＫアナウンサー

4月22日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱③ 編成

視聴者ニーズと編成

※白石信子／編成局編成センター担当部長

5月13日

NHKを支える仕事① 営業

完全デジタル元年　受信料と公共放送について考えてみ

ませんか？ 

※長村中／営業局計画管理部長

5月20日

NHKを支える仕事② ニュース報道

災害報道の現場から～阪神淡路大震災と東日本大震災

～

※住田功一／大阪放送局チーフアナウンサー

5月27日

NHKを支える仕事③ 技術

完全デジタル元年 未来をめざして　驚きの 先端メディ

アテクノロジー

※久保田啓一／NHK技術研究所長

6月3日

番組企画に求められるもの 双方向授業①

番組制作の基本・提案課題設定

※東條充敏／京都局チーフディレクター

6月10日

番組企画関連講座

3つのたまごの生みの親が伝授 

※中谷日出／解説委員室解説主幹

6月17日
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特に指定しない。

特に指定しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔①

カメラマンの仕事～映像で表現するということ～

※林克明／京都局技術部カメラマン

6月24日

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔②

経済取材の醍醐味 

※飯田香織／報道局記者(「Bizスポ」経済キャスター)

※土曜講義。教室変更の場合があるので掲示に注意。6月25日（土曜講

義）

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔③

ＮＨＫの常識をぶち壊せ！～ＮＨＫエンターテインメント戦

略～

※吉田照幸／制作局専任ディレクター(ｻﾗﾘｰﾏﾝNEO)

7月1日

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔④

新米ディレクター奮闘記

※磯田美菜／京都放送局ディレクター(中継「ニュース

610 京いちにち」)

7月8日

番組企画に求められるもの 双方向授業②

提案の秘訣・提案課題プレゼンテーション

※田島徹／京都放送局放送部長

7月15日

いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ

※塚田祐之／NHK理事

※土曜講義。教室変更の場合があるので掲示に注意。7月16日（土曜講

義）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 【平常点評価】75 %

各回で、フィードバックコメントを書いてもらう。各講義で自分が受け止めた内容のサマリー、こ

れに加えて個人的にどのような感想を持ったかを記述して、講義の 後に提出してもらう。各５

ポイント満点で評価する。5ポイント×15回講義＝７５ポイントとなる。

【レポート】25 %

学期中に課題として出される個人の番組提案を評価の対象とする。この課題は、番組企画に対

する専門的な技量を評価するものではなく、講義を通じて受講生が獲得した視点や発想の面白

さを、いかに番組提案にうまく反映させているかが評価の主ポイントとなる。このため各講義に

おいて受講生が放送番組について個人的に考えを書き留めるなどして、アイデアを積み上げる

作業さえしていれば平均以上のポイントは獲得できる。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、一般社団法人日本音楽出版社協会、社団法人全国コンサートツアー事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家

著作隣接権センターなど３つの団体他の寄附から成り立つ講座である。音楽評論家で日本レコード大賞常任実行委員でもある反畑誠一先生

（産業社会学部客員教授）が担当。講義内容は、コンテンツ産業界の 前線で活躍されている方々をゲスト講師として招聘し、リレー形式の講義

で構成される。 

　デジタル技術の進化やインターネットの地球規模の普及は、エンタテインメント産業界に大きな構造的変革をもたらしており、深刻な問題を伴っ

ている。この状況を受け、2010年1月1日には、著作権者の了解を得ずにインターネットで配信された音楽や映像をダウンロード（受信）することも

違法とする改正著作権法が施行されるなど、インターネット全盛時代の知的所有権の保護と活用は限りなく日常に近い問題として、これまでにな

く社会的関心事となっている。 

　一方で、このデジタル化やインターネットの普及などによる情報テクノロジーの進化と国際化により、誰もが表現者となり得る時代をむかえ、市

民一人ひとりが創作者として権利ビジネスに参画していくことも可能になった。つまりこれは、著作権などの知的所有権の実態をビジネスの観点

からも学ぶことが、芸術文化・エンタテインメント産業の新たなビジョンづくりの上で大切であるというメッセージであると言える。 

　このような現状を踏まえ、この科目では、デジタル化とインターネットがもたらした文化・産業の構造変化を多角的に現状分析・認識し、次世代

の方向性を研究することを課題とする。 

　音楽産業をはじめ、映像・放送などのコンテンツ・ビジネスやエンタテインメント・ビジネスに関心を持つ学生、将来これらの業界で働くことを志望

している学生には、特に受講を勧めたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特には指定しないが、後期の専門特殊講義Ⅰ（SF）「デジタル/ネット文化・産業論Ⅱ」　

を通年で受講することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SE)  §  専門特殊講義 (SE)  §  特殊講義（総合） (VB)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、反畑 誠一

13217

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

□国際的視野をもって、現実を直視し、一流を知る中で、現在のコンテンツ・ビジネスの実態を語ることができる。 

□過去を知り、蓄積した知識をもとに、叡智と感性と創造力をもって、コンテンツ・ビジネスの明日を考察することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「オリエンテーション」  

 反畑誠一（音楽評論家・立命館大客員教授）

「学習目的と学習内容」1（4/13）

「デジタル時代におけるクラシック音楽の課題」

武藤英明先生（プラハ放送交響楽団客演常任指揮者）

「人材不足」2（4/20）

調整中

中西健夫先生（株式会社ディスクガレージ代表取締役社

長、A.C.P.C.副会長）

「エネルギー」（仮）3（4/27）

「音楽クリエーターの課題」

亀田誠治先生（音楽プロデューサー）

「メリット・デメリット」4（5/11）

「音楽出版ビジネスの課題」

谷口元先生（一般社団法人日本音楽出版社協会会長）

「国際化・契約」（仮）5（5/14）

「ニコニコ動画の進化」

杉本誠司先生（株式会社ニワンゴ　代表取締役社長）（予

定）

「NHK」（仮）6（5/18）

「お笑い文化」

中井秀範先生（吉本興業株式会社執行役員　吉本お笑

い総合研究所副所長）

「興業」7（5/25）

「中間総括」

反畑誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「音楽著作権」8（6/1）

「ライブ映像と進化」

御領博先生（株式会社ミュージックエンタテインメント　メ

ディアビジネスグループ代表）

「MTV」9（6/8）

「ネット時代における著作権管理」

甲斐顕一先生（株式会社ドワンゴ・ミュージックエンタテイ

ンメント代表取締役社長）

「初音ミク」10（6/15）

「デジタル放送と音楽番組」

山本たかお先生（テレビ朝日放送編成・制作局次長・音

楽番組チーフプロデューサー）

「ミュージックステーション」11（6/22）

「電子出版2011」

宮田和樹先生（株式会社実業之日本社　マーケティング・

コミュケーション推進室長）

「多機能端末」(仮)12（6/29）



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない

その都度、指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「マネージング・ディレクターというお仕事」

石井由里先生（ユニバーサル合同株式会社ストラテジッ

クマーケテイングジャパン　マネージング・デイレクター）

（予定）

「マネーシング」(仮)13（7/6）

｢音楽配信ビジネス2011｣

加藤裕一先生（株式会社レコチョク代表執行役代表）（予

定）

「クラウド・コンピューティング」14（7/13）

「前期総括」

反畑誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「レコード産業の現況」15（7/20）

※エンタテインメント業界の 前線で活躍されている方々

をゲストとしてお迎えする関係上、業務のご都合上、講

師・テーマラインアップや順番等については変更される可

能性があります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　毎回のコミュニケーション・ペーパーと期中2回のレポートにより総合的に評価する。

なお、本講座ではエンタテイメント産業の第一線で活躍をされているゲスト講師との双方向の授

業展開を行っている。各講師への質問を事前・事後に受け付け、可能な限りのご回答もお願い

をする予定であるので、意欲的に参加をすること。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、一般社団法人日本音楽出版社協会、社団法人全国コンサートツアー事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家

著作隣接権センターなど３つの団体他の寄附から成り立つ講座である。音楽評論家で日本レコード大賞常任実行委員でもある反畑誠一先生

（産業社会学部客員教授）が担当。講義内容は、コンテンツ産業界の 前線で活躍されている方々をゲスト講師として招聘し、リレー形式の講義

で構成される。 

　デジタル技術の進化やインターネットの地球規模の普及は、エンタテインメント産業界に大きな構造的変革をもたらしており、深刻な問題を伴っ

ている。この状況を受け、2010年1月1日には、著作権者の了解を得ずにインターネットで配信された音楽や映像をダウンロード（受信）することも

違法とする改正著作権法が施行されるなど、インターネット全盛時代の知的所有権の保護と活用は限りなく日常に近い問題として、これまでにな

く社会的関心事となっている。 

　一方で、このデジタル化やインターネットの普及などによる情報テクノロジーの進化と国際化により、誰もが表現者となり得る時代をむかえ、市

民一人ひとりが創作者として権利ビジネスに参画していくことも可能になった。つまりこれは、著作権などの知的所有権の実態をビジネスの観点

からも学ぶことが、芸術文化・エンタテインメント産業の新たなビジョンづくりの上で大切であるというメッセージであると言える。 

　このような現状を踏まえ、この科目では、デジタル化とインターネットがもたらした文化・産業の構造変化を多角的に現状分析・認識し、次世代

の方向性を研究することを課題とする。 

　音楽産業をはじめ、映像・放送などのコンテンツ・ビジネスやエンタテインメント・ビジネスに関心を持つ学生、将来これらの業界で働くことを志望

している学生には、特に受講を勧めたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特には指定しないが、前期の専門特殊講義Ⅰ（SE）「デジタル/ネット文化・産業論Ⅰ」を通年で受講することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SF)  §  専門特殊講義 (SF)  §  特殊講義（総合） (VC)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、反畑 誠一

15925

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

□国際的視野をもって、現実を直視し、一流を知る中で、現在のコンテンツ・ビジネスの実態を語ることができる。 

□過去を知り、蓄積した知識をもとに、叡智と感性と創造力をもって、コンテンツ・ビジネスの明日を考察することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「オリエンテーション」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「AKB48」第１回

「違法ダウンロードの実態」(仮)

畑 陽一郎先生（一般社団法人　日本レコード協会理事）

｢Ｌマーク｣第２回

「私的録音録画補償金制度をめぐる訴訟事件のその後」

（仮）

椎名 和夫先生（実演家著作隣接権センター(CPRA)運営

委員・音楽家）

「実演家と権利」第３回

「感性の磨き方」（仮）

杉山 恒太郎先生（株式会社電通　常務執行役員）

「コピーライター」第４回

「蹴球事始」(仮)

奥寺 康彦先生（株式会社横浜フリエスポーツクラブ

（YOKOHAMA FC）代表取締役会長

「海外挑戦」第５回

「ネットで英国ロックバンドをスカウト！日本先行デ

ビュー」（仮）

森川 欣信先生（株式会社オフィスオーガスタ代表取締

役）

「グローバル化」第６回

「テクノミュージック進化論」（仮）

松武 秀樹先生（演奏家権利処理機構　ミュージックピー

プルネスト副代表幹事・音楽プログラマー）

「テクノポップ」第７回

「中間総括」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「アジア」第８回

「日本のアニメーション文化」（仮）

夏目 公一朗先生（株式会社アニプレックス代表取締役執

行役員社長）

第９回

「デジタル/ネットワーク時代の宣伝プロモーション」(仮)

稲垣 博司先生（エイベックス・マーケティング株式会社代

表取締役会長・同エンタテインメント取締役）

「マーケティング」第１０回

「FMラジオ局の現況と展望」(仮)

栗花落 光先生（FM802代表取締役専務）

「野外フエス」(仮)第１１回

「ネット時代の読書術」（仮）

橋本 大也先生（データセクション株式会社　取締役会長

CIO）

「1日Ⅰ冊」第１２回



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない

その都度、指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「池井戸潤作『下町ロケット』直木賞受賞の構図」

白井 勝也先生（株式会社小学館副社長）

「ベストセラー」第１３回

｢著作権の世紀｣（仮）

福井 健策先生（弁護士・骨董通り法律事務所）

第１４回

「期末総括」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「著作権」第１５回

※エンタテインメント業界の 前線で活躍されている方々

をゲストとしてお迎えする関係上、業務のご都合上、講

師・テーマラインアップや順番等については変更される可

能性があります。 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回のコミニュケーション・ペーパーの提出（代行は厳禁）と期間中２回の提出（厳守）により総

合的に評価する 

なお、本講座ではエンタテイメント産業の第一線で活躍をされているゲスト講師との双方向の授

業展開を行っている。各講師への質問を事前・事後に受け付け、可能な限りのご回答もお願い

をする予定であるので、意欲的に参加をすること。

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　20世紀を支えてきた巨大メディアの新聞とテレビをめぐる環境は、多メディア、デジタル化時代を迎えて大きく変化している。新聞では、紙媒体

に加え、ネット記事が浸透し、一時無料化の流れが強まったが、欧米紙の間では有料化の動きも見られる。テレビでは、広告収入を基本とする

経営が主流であったが、オンデマンド形式の放送では、番組単位で販売されるなど、新たなビジネスモデルも生まれている。これらの変化は、経

営面はもちろんのこと、コンテンツにも多大な影響を与えている。

　また、若者の新聞離れは以前から指摘されてきたが、 近の調査では、テレビは、若者が必要とするメディアにおいて、携帯電話、パソコンに

次いで3位に甘んじるなど、テレビ離れもみられ、若者とメディアの向き合い方も変化している。

　本講座は讀賣テレビ放送株式会社および読売新聞大阪本社から、記者、ディレクター、プロデューサー、アナウンサー、編成マン、事業セクショ

ン等多様なプロフェッショナルを毎回ゲストスピーカーに迎え、リレー講義形式で授業を進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SG)  §  専門特殊講義 (SG)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13144

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

変貌するメディア環境をめぐる問題意識を視野に入れながら、21世紀のメディアの課題と可能性を具体的に探る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

21世紀の新聞とテレビを取り囲む環境 粟谷佳司 准教授1

【新聞】多メディア化の中の新聞 読売新聞大阪本社編成局総務　中村 弘氏2

【新聞】事件・事故報道のいま 読売新聞大阪本社社会部次長　吉村 慎吾氏3

【新聞】政治報道～国と地方の現場から～ 読売新聞大阪本社社会部次長　指尾 喜伸氏4

【新聞】世界を伝える 読売新聞大阪本社編集委員　中津 幸久氏5

【新聞】スポーツジャーナリズム 読売新聞大阪本社運動部長　佐々川 修二氏6

【新聞】新聞事業の現状と未来 読売新聞大阪本社事業本部長　窪田 邦倫氏7

【テレビ】ライフラインとしてのテレビ 讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室長　藪田 正弘

氏（他、現場記者１名予定）

8

【テレビ】テレビは今どこにいるのか 讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏

9

【テレビ】デジタル化とは何か 讀賣テレビ放送コンテンツ事業推進部　山下 雄司氏10

【テレビ】アナウンサーの現場から 讀賣テレビ放送アナウンス部　脇浜 紀子氏11

【テレビ・新聞合同】テレビ、新聞の現在と未来（仮称） 読売新聞大阪本社論説委員　本多 宏氏、社会部長　田

口 晃也氏

讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏、労政部長　松山 浩士氏

12

【テレビ・新聞合同】テレビ、新聞の現在と未来（仮称） 読売新聞大阪本社論説委員　本多 宏氏、社会部長　田

口 晃也氏

讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏、労政部長　松山 浩士氏

13

【テレビ】テレビ報道の現場から 讀賣テレビ放送解説委員　春川 正明氏14

授業内レポートと全体まとめ 粟谷 佳司 准教授15

※講師の業務の予定により、テーマの変更や講師の変

更の可能性があります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①毎回の講義でミニレポートを書いてもらう（配点５０点）。なおこれは出席点も兼ねるので、QR

コードを毎回持参すること。

② 終授業日に６０分程度、論述中心の「授業内レポート試験」を実施（配点５０点）。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

専門特殊講義―APU国際学生との異文化交流

本専門特殊講義では、産業社会学部の学部生が、APUの「日本語･日本文化」クラスの国際学生との間で、日英２言語によるインターネットを利

用した遠隔交流授業を実施し、異文化理解と異文化間コミュニケーション能力を高め、英語による発信型コミュニケーション能力を育成することを

目指す。また日英２言語による国際的対話力を強化し、国際交流に求められる企画力、交渉力、リーダーシップ、異文化対応力などの実践的国

際対応力を伸ばすことを目的とする。

具体的な活動内容は、異文化理解と異文化間コミュニケーションに関する講義で、交流授業の意義・目的を導入した後、遠隔交流や対面交流に

よるコミュニケーション活動と協働学習（collaborative learning）を行ない、以下の２つテーマを決めて課題、調査、ディスカッション、プレゼンテー

ション、ディベートなどを行なう。

テーマ（１）学生が選ぶディベートの論題

テーマ（２）「グローバル化にともなう日本と各国の社会問題」

遠隔交流では、メール交換、テレビ会議システムによる自己紹介や大学紹介、小グループによるスカイプを利用した情報交換や意見交換、テレ

ビ会議でのプレゼンテーションやディスカッションを実施し、相互のキャンパスを訪問して実施する対面交流における混合チームによるディスカッ

ションやディベートなどの協働学習をとおして、日英２言語による実践的異文化間コミュニケーション能力を高める。授業は講義を含めてすべて

英語で行ない、協働学習は時間を決めて、使用言語を英語と日本語に分けて実施する。

配当回生は、産業社会学部2回生以上、受講生数上限は25名

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SH)  §  専門特殊講義 (SH)

担当者名 /  Instructor 坂本 利子

20181

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）国際的対応力：多文化･多言語環境で日本語と日本文化について学ぶＡＰＵの国際学生と、日本社会と各国の社会の制度や文化について

日英2言語で情報交換や意見交流、協働作業などのさまざまな形態の交流と対話を経験することによって、企画力、交渉力、リーダーシップ、異

文化対応力などの国際的対応力を実践的に伸ばす。

（２）発信型コミュニケーション能力：国際学生とのさまざまなコミュニケーション活動と相互評価を組み合わせた活動を通して，日英2言語による

発信型コミュニケーション能力の向上を図る。

（３）グローバル化への対応力：　多様な文化的背景や社会的経験を持つ国際学生と、日本社会と各国の社会でグローバル化にともなって生起

している諸問題について協働学習で調査と報告をすることによって、グローバル化にともなう問題の解決に向けて主体的・実践的に対応できる思

考力や判断力、行動力を育成する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明と導入 異文化理解、異文化間コミュニケーションとは何か？1回

・異文化理解・異文化間コミュニケーションについて導入

・産社とAPUの混合チーム編成①

・TV会議システムによるグループごとの自己紹介と大学

紹介について導入

2回

メールとTV会議システムによるグループごとの自己紹介

と大学紹介

3回

・ディベート導入と産社のクラスディベートチーム編成② ・対面交流について導入4回

・「学生が選ぶディベートの論題」決定

・クラスディベート準備

・対面交流準備5回

・クラスディベート準備

・対面交流準備―混合チームごとに意見交換（メールとス

カイプ）

6回

クラスディベート7回

対面交流におけるディベート8回

･対面交流について振り返り（アンケートと意見交換）

・混合チーム編成③

・テーマ（２）「グローバル化にともなう日本と各国の社会

問題」について導入

9回

・テーマ（2）について比較調査の方法と発表について ･レポート報告10回

・混合チームごとにレポートの報告（スカイプ） ・テーマ（2）について比較調査11回

・課題：学期末レポートについて ・テーマ（2）について調査計画報告、比較調査･意見交

換（TV会議）

12回

・テーマ（2）について比較調査･意見交換（スカイプ）13回

テーマ（2）について発表・意見交換（TV会議）14回

・対面交流と交流授業全体について意見交換

・異文化間コミュニケーションと異文化交流について振り

返り

（課題：学期末レポート）15回
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中でアドバイスをします。

email

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席および授業への積極的参加　            20%

課題（コミュニケーションペーパーと小論文）20%

   プレゼンテーション     20%

   ディベート     20%

学期末レポート（異文化交流授業について）  20%

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　本科目は、立命館大学の本拠地である京都市についての見識を深めるために、京都の運営母体である京都市役所において日々第一線で活

躍する職員のオムニバス形式による講義を通じて、京都市政の概要をよりリアルなかたちで理解することを目的としている。2011年度において

は、こうした講義を踏まえつつ、京都市政の全般的な習得とともに、受講生自らが市政に対して積極的な関心を持ち、かつ主体的な学びへと発

展させるために、受講生による市政の創造と提言を行っていくことを通じて、本科目に関係する市行政担当者にフィードバックするとともに、大学

と地域との双方向の取り組みをめざす。

　千年の都としての伝統と格式を持ち、現在もなお、国内のみならず国外からもその歴史的・文化的なグレードが評価される京都のまちは、それ

が単に過去の遺物や形骸化した景観なのではなく、そこで暮らす人々の多年にわたる日常の営みが息づいているからに他ならない。こうした

人々の営みが、移り変わる時代の文化や産業をその時々において支え、伝統と革新が絶えず葛藤と再生を繰り返しながら共存するハイブリッド

な京都という空間を創り出してきた。本科目では、現在の京都の人々の暮らしにおいて不可欠でありかつ身近な自治体としてある京都市政につ

いて、その現状を知り、学び、考察し、関わっていくことの重要性を認識し、また、それを通じて、京都に暮らす（あるいは学ぶ）一市民としての自

覚と役割を身につけ、京都の未来像を構想し、持続的発展に貢献できるような人材の育成をはかる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　地域社会、地域政策、地域経済などに関連する基礎的な科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SI)  §  専門特殊講義 (SI)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊、中西 典子

15813

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　本講義では、京都市との連携のもと、生きた学問として、京都市政を実践的かつ総合的に学んでいく。具体的には、まず、京都市行財政の全

体像を把握した上で、ハードとソフト両面にわたる政策の現況について、①都市計画と景観政策、②まちづくり、③環境政策、④産業政策、⑤食

文化、⑥保健福祉政策、⑦教育政策、⑧国際化、という８つの分野から習得し、それらの分野を横断していく市民力・市民参加の方向性を展望し

ていく。

　また、京都市政の現状と取り組み、課題をよく理解した上で、京都市の一構成員として市政を担っていることへの責任と自覚を育むために、受

講生自身が、関心のある分野において京都市政のオリジナルなプランを企画し、提言するというかたちで成果を報告することによって、市政への

主体的な関与を試みる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明1

京都市政のしくみ① 京都市の組織と人事行政のあらまし/京都市の産業構

造と産業振興策

2

京都市政のしくみ② 京都市の市政改革/京都市の総合計画3

京都（行政区）の基本計画 みんなで考えよう！！はつらつ北区のまちづくり4

京都の景観政策 時を超え光り輝く京都の景観づくり5

京都のまちづくり 京都市の都市計画/地震に強いまちづくり6

京都の環境政策 京都市の地球温暖化対策～地球環境にくらしが豊かに

調和するまちを目指して～/地域ぐるみで農と環境を守

ろう！

7

京都の産業政策 京都市の財政／京都商業の現状と課題～おいでやす

京の商い～

8

京都の食文化 京の台所をささえる～中央卸売市場第一市場～／京の

旬野菜推奨事業～栄養たっぷり、京の旬野菜を食べる

～

9

京都の保健福祉政策 データで見る京都市の保健福祉／地域福祉の推進10

京都の教育政策① 市民とともに進める京都市の教育改革11

京都の教育政策② 少年非行（問題行動）の防止と立ち直り支援12

国際化と京都 京都市の国際化に向けて～多文化が息づくまちを目指

して～

13

京都を担う市民参加と協働 参加と協働による、豊かで活力のある地域社会の実現14

まとめ 京都市政プランの企画と提言～学生によるポスターセッ

ション～

15

※なお、現職の京都市の職員の方々にお越しいただく関

係上、担当者の都合がどうしてもつかなくなった場合に

は、スケジュールや講師、テーマの変更等が発生する可

能性があります。 
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

京都市情報館　http://www.city.kyoto.lg.jp/

国際京都学協会　http://www.kyotogaku.org/index.html

京都創生推進フォーラム　http://www.kyoto-sousei.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　受講生は、京都市政に関する広報や新聞記事、ホームページなどに日頃から目を通しておくこと、また、京都市内を歩いて見聞することによっ

て、京都市政を実感として得るようにしてもらいたい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドキュメント京都市政―次代を生きるあなたに伝

えたい 

梶 宏／白川書院／478670038X／2002年

京都学校物語 京都市教育委員会、 京都市学校歴史博物館／京都通信社／4903473201／2006年

京都市政 公共経営と政策研究 村上 弘、田尾 雅夫、佐藤 満／法律文化社／4589029944／2007年

かくて教育は甦った―市民ぐるみの京都市教育

改革の実践

門川 大作／致知出版社／4884748131／2008年

都市のにぎわいと生活の安全―京都市とその

周辺地域を対象とした事例研究

井口 富夫／日本評論社／4535556032／2009年

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の講義に課すコミュニケーションペーパー、および、市政プランの企画と提言に関するプレ

ゼンテーション内容とポスターセッション（ 終成果物）により判断する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「ポピュラー音楽」は、聴いて楽しむだけなら特に学ぶ必要はないかもしれません。しかしダーウィンは「人類の起源」の中で、中国の書物に「音楽

は天地を覆す力を有す」という格言を紹介しています。また同著の中でシューマン博士の観察として、「何ページもの書物よりも、ただ１曲の音楽

の中に、はるかに大きな感動の高まりを凝縮させるものがある」と「音楽の力」を指摘しています。音楽は人間の感性と理性によって創作された

不可欠のコミュニケーション手段です。世界にはいろいろな音楽があります。この講座では、デジタル技術の発達とインターネットの普及によっ

て、環境が激しく変貌するなかで、私たちにとって音楽の存在と音楽文化の本質と変遷について、身近な「ポピュラー音楽」を通じて、ジャンルを

問わず多角的に考察、研究し、新たな「音楽の系譜づくり」と21世紀の「音楽の聴き方」の追求で成果を残したいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

オリジナルの「レジュメ」ＣＤ、ＤＶＤ等を活用します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SK)  §  専門特殊講義 (SK)

担当者名 /  Instructor 反畑 誠一

15933

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①ウィーン古典派音楽からアフリカのバンバータまで、聴き方を知る。

②日本の「流行歌」の変遷と特性を知る。

③音楽文化・産業の拡張と拡散を考察する。

④21世紀の「ポピュラー音楽文化」の創出を担う。

⑤音楽著作権・著作隣接権を学び、知識を蓄える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ＣＤ、ＤＶＤ、ライブなどを積極的に聴いたり、観賞するよう心がけてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「音楽の聴き方」 岡田曉生著／中央公論新書／／

「デシタル時代の著作権」 野口祐子著／集英社刊／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「音楽の存在と聴き方」 「音楽力」1

「日本人と音楽」 「沖縄音楽」2

「ポピュラー音楽の巨匠たち」（西欧編） 「マイケル・ジャクソン」3

「ポピュラー音楽の巨匠たち」（日本編） 「武満徹」4

「ポピュラー音楽の独創性と普遍性」 「スタンダード」5

「ポピュラー音楽の多様性」 「ロック」6

「非西欧音楽の存在」 「音楽地図」7

「メディアと大衆音楽」 「音楽配信」8

「広告と音楽」 「コマーシャル」9

「日本のレコード産業史」 「著作隣接権」10

「アジアの音楽市場」 「Ｋ－ＰＯＰ」11

「ポピュラー音楽の系譜」 「ジャンル」12

「映像文化と音楽」 「映画音楽」13

「ポピュラー音楽と著作権」 「シンガー・ソングライター」14

「ポピュラー音楽の未来」 「デジタル時代」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 80 ％

平常点評価 20 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「専門特殊講義II―衣笠国際学生との異文化交流」

産業社会学部の学部生が、衣笠の国際学生の短期留学プログラムSKP（Studying in Kyoto Program）科目、「異文化間テーマ演習」のクラスとの

異文化交流授業を通して、目標言語である英語と、国際学生の学習言語である日本語の2言語による異文化間コミュニケーション能力と発信型

コミュニケーション能力を高めるとともに、日本社会と国際学生の出身国を含めた国際社会の諸問題や異文化理解力を高めるテーマについて、

国際学生と協働学習（collaborative learning）による比較調査や意見交換を行い、その結果を目標言語である英語で発信し、また国際学生の日

本語での発信をサポートし、日本社会と国際社会についてグローバルな視点から理解を深め、他文化へ開かれた姿勢とさまざまな異文化対応

力や民主的な異文化間コミュニケーションの方法を実践的に学ぶ。

具体的活動内容は、異文化理解、異文化間コミュニケーションに関する講義、異文化間コミュニケーションを意識化するためのテーマ活動、国際

学生との混合チームによる以下の（１）から（３）のテーマについての協働学習（自己紹介、ロールプレイ、ディスカッション、比較調査、発表、意見

交換と相互評価、小論文作成など）、そして協働学習についての振り返りである。授業は講義を含めてすべて英語で行ない、協働学習は時間を

決めて、使用言語を英語と日本語に分けて実施する。

テーマ(1) 日本と各国の大学制度と問題、日本の大学への提案

テーマ(2) 日本と各国のマイノリティ

テーマ(3) グループごとに自由に選ぶ日本と他国についての比較テーマ

配当回生は、産業社会学部生2回生以上、受講生数上限20名

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SM)  §  専門特殊講義 (SM)

担当者名 /  Instructor 坂本 利子

15920

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）自文化理解と国際理解力：　多様な文化的背景や社会的経験を持つ国際学生と、日本社会と各国の社会の制度や諸問題について情報交

換や意見交流を行い、協働作業による調査と報告をすることによって、自国と各国の社会と文化について理解を深めるとともに、文化的多様性

を重視し、異なった文化に属する人々の文化的特徴と自己の文化との違いを認識し、それを受容できる姿勢を習得する。

（２）発信型コミュニケーション能力：　国際学生との実践的なコミュニケーション活動と相互評価を組み合わせたインターラクティヴな場を提供し，

日英2言語による発信型コミュニケーション能力の向上を図る。

（３）異文化間コミュニケーション能力：　英語でのコミュニケーション能力を伸ばすだけでなく，協働学習で異文化理解力を高めるテーマに取り組

み、異なった文化を持つ国際学生との日英2言語によるコミュニケーション活動をとおして、異文化に属する受け手を理解し、その受け手に理解さ

れる異文化間コミュニケーション能力を高める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明、異文化理解、異文化間コミュニケー

ションとは何か？

1回

自己紹介と自己開示、および協働学習による調査・発表

について

グループ編成2回

自己紹介と自己開示 テーマ（１）「日本と各国の大学制度と問題について」（講

義）

３回

異文化対応のコミュニケーションについて「その１」 テーマ（１）についてグループで意見交換４回

異文化対応のコミュニケーションについて「その２」 テーマ（１）「日本の大学への提案」発表５回

異文化対応のコミュニケーションについて「その３」 テーマ（２）「日本と各国のマイノリティについて」６回

テーマ（２）についてグループで意見交換 各国のマイノリティ比較レポート作成７回

テーマ（２）各国のマイノリティ比較についてグループ発表

と意見交換

８回

テーマ（３）グループごとに自由に選ぶ日本と他国につい

ての比較テーマ、調査方法、インタビューと発表について

９回

テーマ（３）について調査と話し合い１０回

テーマ（３）の発表について テーマ（３）について調査と話し合い、発表の準備１１回

テーマ（３）について発表と意見交換１2回

テーマ（３）について発表と意見交換１３回

テーマ（３）について発表と意見交換１４回

まとめ　多文化共生社会と異文化間コミュニケーション能

力について再考

１５回



2011 年度シラバス立命館大学

授業の中で伝えます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中でアドバイスをします。

email

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価   出席および授業への積極的参加　20%

 課題 （作文やコミュニケーションペーパー）20%

   協働学習による調査・発表20%

 協働学習による調査・発表に基づく小論文20%

 学期末レポート（異文化交流授業について）20%

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

主に1960年代のテレビ番組を中心に検証しながら当時のテレビが持っていた可能性について考えてみたい。

その思考から生まれる、では今、果たしてテレビというメディアに何が可能なのか？という困難な問いについても、みなで議論してみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義III (SO)  §  専門特殊講義 (SO)

担当者名 /  Instructor 是枝 裕和

15832

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・本講義は、読売新聞社の援助により、各府県の知事や政令指定都市の市長などを本学にお迎えし、それぞれ現在取り組んでいる政策につい

て講演をしていただく、リレー講義である。このため、講義全体として、統一的、体系的にものの考え方が示されるというものではない。

　しかし、今日、グローバル化が進み、地球環境の保全が必要となり、情報化が進展し、少子、高齢化となりながら人口が減少する中で、地方公

共団体は、的確な政策を策定し、地域の課題を解決していかなければならない。また、現在は、補完性の原理や近接性の原理が重要視されて、

地方分権の意義が大きくなっている時代であるので、府県や市が、具体的にどのような政策を取るかは、住民にとっても、社会にとっても、国の

政策との関係においても、重要である。

　そのため、各地域でどのような政策が取られているのかを知ることは、それが適切な政策なのかどうかという検討を含めて、大切なことである。

　さらに、地方分権に関連しては、国と地方のあり方がどのようであるべきか、知事や市長の講演を通して、具体的に考えることができる。

　以上のように、本講義は、知事や市長から、それぞれの政策や考え方を講演していただき、 近の地域を取り巻く状況を踏まえた具体的な政

策を知り、それらを検討し、同時に、地方分権のあり方を考えていくものである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・政治学、行政学、経済学および財政学に関する科目。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

政策科学特殊講義 (PA)  §  法政特殊講義 (JI)  §  人文科学総合講座特殊講義I (LQ)  §  特殊

講義（各部門共通）I (RD)  §  専門特殊講義 (SP)  §  特殊講義 (WA)  §  専門特殊講義II (SP)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

11089

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現在における地方公共団体の重要政策は何か、その内容を知り、その課題と解決方策を理解し、また、地方分権の必要性、そのあり方を理解

する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講師は、講演のためにお招きした各府県の知事、政令指定都市の市長などであるので、遅刻・早退はしないこと。また、私語・飲食は厳禁であ

る。

　知事・市長の講演は、それぞれ独立したものであることから、受講生は、政策の内容についてよく考え、積極的に質疑応答の中で質問もし、地

方公共団体の政策のあり方について、自分の意見を形成していってもらいたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

担当教員より、本講義について、その趣旨、目的、期待

する効果に関し、説明する。

地方自治の制度について説明する。第1回

元芦屋市長　北村春江氏第2回

大阪市　平松邦夫市長第3回

全国市町村国際文化研修所 　市橋保彦学長 第4回

神戸市　矢田立郎市長第5回

京都府　山田啓二知事第6回

兵庫県理事　清原桂子氏第7回

和歌山市　大橋建一市長第8回

京都市　門川大作市長第9回

千葉市　熊谷俊人市長第10回

松阪市　山中光茂市長第11回

横浜市　林文子市長第12回

相模原市　加山俊夫市長第13回

さいたま市　清水勇人市長第14回

担当教員の授業第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体をとおしての理解度を評価する。60 ％

平常点評価 出席状況と小レポート（２回）により、それぞれの講義における理解度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

・本講義の内容から、教科書は特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義にお招きする知事・市長の府県・政令指定都市のホームページ

　その中では、特に、当初予算に関する知事・市長の説明

 その他 /  Others

講演者の都合により講義スケジュールが変更する場合があります。

変更については、2011年度「全国知事・市長リレー講義」HP

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/chiji/2011/index.htm

にてお知らせしますので随時確認するようにしてください。

参考書 /  Reference Books

・担当教員のメールへ連絡があれば、必要な連絡を取ります。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・本講義は、読売新聞社の援助により、各府県の知事や政令指定都市の市長などを本学にお迎えし、それぞれ現在取り組んでいる政策につい

て講演をしていただく、リレー講義である。このため、講義全体として、統一的、体系的にものの考え方が示されるというものではない。

　しかし、今日、グローバル化が進み、地球環境の保全が必要となり、情報化が進展し、少子、高齢化となりながら人口が減少する中で、地方公

共団体は、的確な政策を策定し、地域の課題を解決していかなければならない。また、現在は、補完性の原理や近接性の原理が重要視されて、

地方分権の意義が大きくなっている時代であるので、府県や市が、具体的にどのような政策を取るかは、住民にとっても、社会にとっても、国の

政策との関係においても、重要である。

　そのため、各地域でどのような政策が取られているのかを知ることは、それが適切な政策なのかどうかという検討を含めて、大切なことである。

　さらに、地方分権に関連しては、国と地方のあり方がどのようであるべきか、知事や市長の講演を通して、具体的に考えることができる。

　以上のように、本講義は、知事や市長から、それぞれの政策や考え方を講演していただき、 近の地域を取り巻く状況を踏まえた具体的な政

策を知り、それらを検討し、同時に、地方分権のあり方を考えていくものである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・政治学、行政学、経済学および財政学に関する科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

政策科学特殊講義 (PB)  §  法政特殊講義 (JK)  §  人文科学総合講座特殊講義I (LR)  §  特殊

講義（各部門共通）I (RJ)  §  専門特殊講義 (SQ)  §  特殊講義 (WB)  §  専門特殊講義II (SQ)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

11128

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現在における地方公共団体の重要政策は何か、その内容を知り、その課題と解決方策のあり方を理解し、また、地方分権の必要性、そのあり

方を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講師は、講演のためにお招きした各府県の知事、政令指定都市の市長などであるので、遅刻・早退はしないこと。また、私語・飲食は厳禁であ

る。

　知事・市長の講演は、それぞれ独立したものであることから、受講生は、政策の内容についてよく考え、積極的に質疑応答の中で質問もし、地

方公共団体の政策のあり方について、自分の意見を形成していってもらいたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

担当教員により、本講義について、その趣旨、目的、期

待する効果に関し、説明する。  

  

地方自治の制度について説明する。 第1回

総務省　自治行政局長　久元喜造　氏第2回

新潟市　篠田昭　市長第3回

栃木県　福田富一　知事第4回

宮城県　村井嘉浩　知事第5回

奈良県　荒井正吾　知事第6回

前尼崎市長　白井文　氏第7回

埼玉県　上田清司　知事第8回

福岡市　髙島宗一郎　市長第9回

石川県　谷本正憲　知事第10回

三重県　鈴木英敬　知事第11回

川崎市　阿部孝夫　市長第12回

香川県　天雲俊夫　副知事第13回

（調整中）第14回

長野県　阿部守一　知事第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体をとおしての理解度を評価する。 60 ％

平常点評価 出席状況と小レポート（２回）により、それぞれの講義における理解度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

・本講義の内容から、教科書は特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義にお招きする知事・市長の府県・政令指定都市のホームページ

　その中では、特に、当初予算に関する知事・市長の説明

 その他 /  Others

講演者の都合により講義スケジュールが変更する場合があります。

変更については、2011年度「全国知事・市長リレー講義」HP

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/chiji/2011/index.htm

にてお知らせしますので随時確認するようにしてください。

参考書 /  Reference Books

・担当教員のメールへ連絡があれば、必要な連絡を取ります。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 ／／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、ドキュメンタリー作品の歴史を、映像・音響による表現技法や社会背景に注目しつつ振り返る。さらに主要な作家・作品を数点取り

上げ、視聴とディスカッションを通じた解読を行うことによって、フィクションとノンフィクションの狭間にあるドキュメンタリーという表現の理解に努め

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

１、３０分以上の遅刻は認めない。３０分以上遅れた学生は、必ず教室の後ろのドアから入ること。遅れた学生のコミュニケーションペーパー

の提出は認めない。

２、私語は厳禁とし、退出および減点の対象とする。

３、試験の内容については、講義内でコメントを行う。

講義中に適宜指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (ST)  §  専門特殊講義 (ST)

担当者名 /  Instructor 尾鼻 崇、神谷 雅子

13294

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「ドキュメンタリーとはなにか」を考え、理解する力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

可能な限り視聴覚資料を用いて講義を進行する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドキュメンタリィ映画 ポール・ローサ／未来社／4-624-71073-8／

ノンフィクション映像史 リチャード・M・バーサム／創樹社／／

世界ドキュメンタリー史 エリック・バーナウ／日本映像記録センター／／

日本ドキュメンタリー映画全史 野田真吉／現代教養文庫／4-390-11095-0／

ドキュメンタリー映画の修辞学 佐藤真／ みすず書房／9784622072515／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ドキュメンタリー論　導入１ ドキュメンタリー論とは第1回

ドキュメンタリー論　導入２ ドキュメンタリーを考えるための見取り図第2回

ドキュメンタリーとはなにかを考える イントロダクション、ドキュメンタリーとはなにか第3回

ドキュメンタリーの誕生 ロバート・フラハティ、ジョン・グリアスン第4回

ドキュメンタリー作品の系譜 レニ・リーフェンシュタール、ポール・ローサ第5回

ドキュメンタリーと戦争 プロパガンダ、戦記映画第6回

主要作品の視聴① 『オリンピア』（Olympia）第7回

主要作品の解説とディスカッション① 同上第8回

日本のドキュメンタリー 文化映画、佐藤真、土本典昭第9回

主要作品の視聴② 『水俣－患者さんとその世界－』、『阿賀に生きる』第10回

主要作品の解説とディスカッション② 同上第11回

ドキュメンタリー映画と物語映画 フィクションとノンフィクション第12回

ドキュメンタリーとはなにかを再度考える ドキュメンタリーとはなにか第13回

主要作品の視聴③ 映画作品以外から受講者の関心にあわせて選択する第14回

主要作品の解説とディスカッション③ 同上第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験の設問に対する解答で理解度をはかる。80 ％

平常点評価 講義中に提示する小レポートおよびコミュニケーションペーパーの内容で判断する。20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ドキュメンタリーは嘘をつく 森達也／草思社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

グローバル時代にあって「情報」と「メディア」は一段と重要性を増すと同時に、多様化と量的拡大が加速度的に進行して、混沌とした状況を呈し

ている。個人まで発信能力を持つようになった新しい情報環境の下で、メディアの「信頼性」が問われる一方、市民は「正しい」情報の選択に戸惑

い、社会の分断化も懸念されている。講義では、放送メディアの課題と、「グローバル社会」に生きる市民としての情報力を高める手法を考察し演

習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

教材として各種論文や記事の事前配布をすることがある（印刷物またはデジタルファイルの形で）

その都度示す

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SU)  §  専門特殊講義 (SU)

担当者名 /  Instructor 今井 義典

15983

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

放送を軸にメディアの歴史と実際、さらに発展を続けるメディアの課題を考察することによって、グローバル時代に生きるため不可欠の手段として

メディアを活用する技法を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

政治経済社会の動き、国際情勢への関心・感度を持つこと

講義の予習としてテレビ番組の事前視聴の指示が出ることがある

課題についての発表や自由な討論に積極的にかかわること

授業中に受講生による放送型の実技あり

英語の資料を使用することあり

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

自己紹介・講義の進め方・総論 「メディア・ジャーナリズム」1

放送の生い立ちと発達 「無線通信・ラジオ・テレビ」2

情報とは何か、誰のものか？ 「情報―インフォメーション」3

テレビ報道のプロセス＜情報からニュースへ＞ 「取材・編集・放送」4

体験：放送ジャーナリスト（実技体験１） 「原稿からリポートへ」5

放送ジャーナリストの実際（取材と） 「個人・チームワーク」6

国際ジャーナリストの実際 「一騎当千・好奇心・愛」7

情報を操作するもの、捻じ曲げるもの（１） 「戦争報道・イラク戦争」8

情報を操作するもの、捻じ曲げるもの（２） 「劇場化」9

実験・放送ジャーナリスト（実技体験２） 「トーク・インタビュー・キャスター」10

問われるメディアの公共性 「放送法・公共放送」11

世界に開かれた窓、放送の国際化 「国際放送」12

「融合」とメディアの「信頼性」 「ネット・双方向性・ソーシャルメディア」13

IT革命のグローバルな意味と課題 「ガバナンス・デジタル・ディバイド」14

グローバル時代とメディア 「競争と共生」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業をベースにした広いテーマをもとに、A4で1～2枚のレポートを提出50 ％

平常点評価 １．授業のテーマ、キーワードをもとに毎回短いコミュニケーションペーパーを提出

２．授業における発表や討論への積極的参加も、プラス評価の対象に含める

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

新の放送事情や関連映像を取り入れる可能性があり、内容や進行に一部変更がある可能性があります。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GA)  §  特殊講義（自由選択）１ (V1)  §  特殊講義（自由選択） (V1)  

§  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CA)  §  専門特殊講義 (SR)  §  地域活性化ボ

ランティア (JA)  §  地域活性化ボランティア (PA)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60148

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～7

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

9～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

　

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与定する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GB)  §  専門特殊講義 (SX)  §  地域活性化ボランティア (JB)  §  地域

活性化ボランティア (PB)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TB)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V2)  §  特殊講義（自由選択） (V2)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CB)

担当者名 /  Instructor 角谷 嘉則

60156

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GC)  §  専門特殊講義 (SY)  §  地域活性化ボランティア (JC)  §  地域

活性化ボランティア (PC)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TC)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V3)  §  特殊講義（自由選択） (V3)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CC)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60164

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

〈

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GD)  §  専門特殊講義 (S1)  §  地域活性化ボランティア (JD)  §  地域

活性化ボランティア (PD)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TD)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V4)  §  特殊講義（自由選択） (V4)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CD)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60172

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参する。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与定される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に

参加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題題解決の一助となり

得たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと

言えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたの

か）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GE)  §  専門特殊講義 (S2)  §  地域活性化ボランティア (JE)  §  地域

活性化ボランティア (PE)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TE)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V5)  §  特殊講義（自由選択） (V5)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CE)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60180

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GF)  §  専門特殊講義 (S3)  §  地域活性化ボランティア (JF)  §  地域

活性化ボランティア (PF)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TF)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V6)  §  特殊講義（自由選択） (V6)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CF)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60188

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8



2011 年度シラバス立命館大学

評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11 

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GH)  §  専門特殊講義 (S5)  §  地域活性化ボランティア (JH)  §  地域

活性化ボランティア (PH)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TH)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V8)  §  特殊講義（自由選択） (V8)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CH)

担当者名 /  Instructor 角谷 嘉則

60204

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GI)  §  専門特殊講義 (S6)  §  地域活性化ボランティア (JI)  §  地域活

性化ボランティア (PI)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TI)  §  特殊講義（自由選択）１

 (V9)  §  特殊講義（自由選択） (V9)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CI)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60212

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11 

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

14～15 

授業スケジュールについての留意事項 ※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を

中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定され

ます。また別途経費がかかります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GJ)  §  専門特殊講義 (S7)  §  地域活性化ボランティア (JJ)  §  地域

活性化ボランティア (PJ)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TJ)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V0)  §  特殊講義（自由選択） (V0)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CJ)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60221

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） 【キーワード】

①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

1～2

オリエンテーション 【キーワード】

①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） 【キーワード】

①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） 【キーワード】

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

5～7

中間振り返り（授業１回分） 【キーワード】

①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

ボランティア活動（後半） 【キーワード】

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

9～11

事後学習（授業２回分） 【キーワード】

①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13

活動報告会（授業２回分） 【キーワード】

プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目は主に社会福祉士を目指す学生のための専門科目である。社会福祉士が相談援助職として専門的な役割を果たすためには、医療関係

職種との連携を強め、多職種協働に基づくソーシャルワーク能力が必要である。このため、医学・医療、介護に関する基本的な知識を身につけ

ることが望まれる。

　本科目では、医学・医療、介護に関する 低限必要な知識の習得と、具体的な事例を通した医学的な側面からの理解の視点を習得することを

目標とする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

医学一般 (S)  §  医学一般 (SG)

担当者名 /  Instructor 三浦 ふたば

12602

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①相談援助職に必要な医学・医療、介護に関する一般的基礎知識を習得する。

②事例を通して、医学的側面からの理解の視点を学ぶ。

③社会福祉士に求められる、人体の構造と機能及び疾病の基礎知識を習得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

かなり広範囲の専門分野をピンポイントで講義することになるため、自己学習は欠かせない。テキストだけでなく、関係図書を読むことが必要。

社会福祉士という専門職が多職種連携、相談援助にあたる上で必要な 低限の医療知識を習得することを意識して臨むこと。援助対象者当事

者の著作も読んでほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・社会福祉士養成講座１「人体の構造と機能 社会福祉士養成講座編集委員会編集／中央法規出版株式会社／978-4-8058-3416-

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１，健康のとらえ方と国民健康づくり対策 健康の概念、プライマリーヘルスケア、人口の高齢化、

疾病構造の変化

1

２，人の成長・発達、老化 身体の成長・発達、精神の発達・成長、老化、老化徴候2

３，身体構造と心身の機能　① 身体部位の名称、脱水、血液成分、心臓の構造と循環3

４，身体構造と心身の機能　② 泌尿器の構造と疾患、呼吸器の構造と疾患、消化と吸

収、神経の構造と機能

4

５，疾病の概要と医療・介護　① 生活習慣病、メタボリックシンドローム、悪性腫瘍、緩和

ケア

5

６，疾病の概要と医療・介護　② 脳血管疾患、脳出血、脳梗塞、クモ膜下出血、硬膜下

血腫、脳血管性疾患後遺症、高次脳機能障害

6

７，疾病の概要と医療・介護　③ 虚血性心疾患、心不全、高血圧、糖尿病、内分泌疾患7

８，疾病の構造と医療・介護　④ 呼吸器疾患、消化器疾患、消化と吸収、肝胆膵8

９，疾病の構造と医療・介護　⑤ 血液疾患、膠原病、腎不全、人工透析、腎炎、泌尿器、

排尿障害、神経因性膀胱、前立腺肥大

9

１０，疾病の構造と医療・介護　⑥ 骨折、骨粗鬆症、変形性骨関節疾患、関節リュウマチ、

転倒

10

１１，疾病の構造と医療・介護　⑦ 神経難病、介護保険の特定疾患11

１２，疾病の構造と医療・介護　⑧ 認知症、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、

ピック病、レビー小体型認知症

12

１３，精神障害と医療・介護 統合失調症、躁鬱病、気分障害、強迫性障害、摂食障

害、PTSD、措置入院、医療保護入院

13

１４，リハビリテーションの概要 リハビリテーション、ICF、廃用症候群、作業療法、理学

療法、言語療法

14

１５，医療をはじめとする多職種連携と相談援助職 多職種連携、ケアマネジメント、地域ケア、在宅ターミナ

ルケア、地域包括ケア

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述問題、択一問題（社会福祉士国家試験形式）80 ％

平常点評価 出席状況と授業に対する取り組み状況20 ％
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他、適宜授業の中で紹介する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省ホームページ：http://www.mhlw.go.jp/

財団法人　厚生統計協会：http://www.hws-kyokai.or.jp/

認知症介護予防介護研究センターいつどこネット：http://itsu-doko.net/

国立感染症研究所感染症情報センター：http://idsc.nih.go.jp/index-j.html

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

授業の中で伝達する

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

及び疾病」 9／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「社会福祉士精神福祉士受験ワークブック」 社会福祉士・精神福祉士受験ワークブック編集委員会編／中央法規／／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本概論では、福祉専門職として必要な介護に関する諸概念および専門知識と援助の方法について学習する。具体的には、今日の介護問題の

背景と現状、介護保険制度を主とする社会施策の学習を通して、主として高齢者と家族を中心にその立場や状況を明らかにし、専門職の果たす

役割・責任を理解する。さらに、要介護者のニーズに沿ったサービスに必要な視点として健康、生活の概念を学習し、対象の理解、生活援助の

意味と認識を深める。問題解決技法としての介護過程、寝たきり、認知症、医療依存度の高い高齢者、終末期の対象者・家族に対する根拠に基

づいた援助の基本、対象者・家族の生命、身体、精神、生活上の安全と人権尊重の重要性を理解し、専門職者としての責務について自覚を深

める。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義では、専門知識や関連情報、援助技術の学習に留まることなく、人に関する幅広い視点、多様で相対的思考でマクロに学習する立場で

受講される事を希望します。また、社会福祉概論、社会福祉援助技術、ソーシャルワークなど主要な専門基礎科目を履修している２年次以降の

受講が望ましい。 

単位数 /  Credit 2

介護概論 (S)  §  介護概論 (SG)

担当者名 /  Instructor 沖野 良枝

10924

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

１．介護の概念や基本原則、介護の場や介護に関わる専門職の種類と連携など介護の概要を理解する。

２．今日の介護問題の背景と現状を理解することにより、介護対象者および家族の立場や状況に対する理

解と認識ができる。 

３．人にとっての健康、生活の意味、在り方を学ぶことにより、介護対象者・家族の生活援助の意義を認識できる。

４．介護問題解決の方法論、援助技術の原理を根拠に基づき理解できる。

５．寝たきり、認知症、終末期、医療的ケアへの依存など特定領域別の対象者・家族の状況理解、援助の特徴と基本的な関わりの方法がわか

る。

６．対象者・家族の人権尊重の重要性および安全確保のための倫理的、法的根拠が理解できる。

７．専門職としての理念、態度、在り方について理解でき、その責務を自覚する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１．介護の理解　１）介護の概念とその発展　  介護の概念、介護の原則、 介護の歴史 第１回目 

１．介護の理解　２）介護の現状と問題、その背景   

  

少子高齢社会、疾病構造の変化、平均寿命の延び、介

護問題、介護問題の背景

第２回目

２．介護対象者の理解　１）人・対象者にとっての生活　   人の生活、クオリティ・オブ・ライフ、生活の構造、家族、

地域  

第３回目

２．介護対象者の理解 　２）人・対象者にとっての健康   

  

健康の概念、健康観の変遷、健康の意味第４回目

３．介護制度としくみ　１）介護制度の歴史　

　　　　　　　　　　　２）介護の場（在宅、施設）　  

  

保健・医療・福祉政策、介護の場、施設、在宅 第５回目

３．介護制度としくみ　３）介護を担う人と役割　

　　　　　　　　　　　４）保健・医療・福祉の連携　   

介護者、介護者の役割、保健・医療・福祉、専門職、連

携   

第６回目

３．介護制度としくみ　５）介護保険制度の概要   

 

介護保険法、要介護認定、要介護度、要支援、在宅

サービス、施設サービス、介護予防 

第７回目

４．介護のスキル　１）介護（問題解決）過程 　２）ケアマ

ネジメントの方法　  

  

介護過程、問題解決技法、 ケアマネジメント、ケアプラ

ン、個別援助計画 

第８回目

４．介護のスキル　２）日常生活（ＡＤＬ、ＩＡＤＬ）援助   

  

ＡＤＬ、ＩＡＤＬ、援助の原則 第９回目

４．介護のスキル　３）介護技術の原則　①科学的根拠に

基づいた介護技術　②援助技術の手順

科学的根拠、援助技術、状態観察、コミュニケーション 第10回目

４．介護のスキル　４）主な領域と介護　 ①寝たきり高齢

者と介護　  

寝たきり高齢者、寝たきりの要因、寝たきり予防、介護

の方法、日常生活自立度　  

第11回目

４．介護のスキル　４）主な領域と介護　　②認知症高齢

者と介護

アルツハイマー病、脳血管性認知症、記憶障害、中核

症状、周辺症状　

第12回目

４．介護のスキル　４）主な領域と介護　　③医療継続、医

療処置を必要とする高齢者の介護　  

 地域ケア、在宅ケア、医行為、医療処置第13回目

４．介護のスキル　４）主な領域と介護　　④終末期にある

高齢者の理解   

終末期、尊厳死、安楽死、延命治療、延命治療の中

断、延命治療の手控え、人の死  

第14回目

５．介護における倫理　１）対象者・家族の人権擁護　２）

介護専門職の責務   

 

人権擁護、守秘義務、インフォームド・コンセント、専門

職の責務、倫理綱領  

第15回目



2011 年度シラバス立命館大学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書、講義のレジュメ、資料および紹介した著書、文献などによる予習・復習などの自己学習が必要です。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・社会福祉士養成講座13　高齢者福祉論 社会福祉士養成講座編集委員会＝編集       ／中央法規出版株式会社／978-4-

8058-3113-7 ／授業は、独自のレジュメに沿って出来るだけ広範な内容で進める予定

ですが、時間の関係で、授業では触れられないこともあります。そのため、国家試験に

備えて、標準的な知識として教科書で補足していただきたいです。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

介護の質に挑む人々 加藤仁       ／中央法規 ／／授業で学習する内容については、 新の考え方や研究

結果、社会状況、政策などの知識や情報を取り入れ、根拠に基づいた理解を得て頂く

事に努めます。そのために、適宜、適切な文献を資料として活用しますが、その出典と

なった文献には出来るだけ全体に目を通して頂きたいです。  

死は誰のものか 斉藤義彦     ／ミネルヴァ書房 ／／上記に同じ 

アルツハイマー病にならない 井原康夫    ／ 朝日新聞社／／上記に同じ

アメリカ　置き去りにされる高齢者福祉 斉藤義彦／ミネルヴァ書房／／上記に同じ

知っておきたい認知症の基本 川畑信也／集英社／／上記に同じ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記試験により介護問題の背景、関連する専門知識、対象の理解、援助の方法論などの基本

的理解、知識の修得状況を評価・判定します。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SA)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

12594

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SB)

担当者名 /  Instructor 大野 威

12595

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SC)

担当者名 /  Instructor 中井 美樹

12596

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SD)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

12597

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

産業社会学部では「メディア」や「福祉」を始め様々な専門領域をまなぶことができるが、それらの領域を深いレベルで基礎づけている土台の一

つに「社会学」がある。産業社会学部の学生は、社会学の基礎的な知識を身につけた上で専門科目やゼミを受講することが望まれる。社会学は

簡単に言えば「社会の背景にある仕組み」を説明するための学問である。対象領域は多様であるが、「基礎社会学」では、基礎理論、文化、家

族、エスニシティ、社会階層、組織などの主要領域について基礎的な社会学的見方を講義していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

予習として、テキストの該当箇所を各講義の前に読むことが望ましい。また、講義で使用しなかったテキストの章（2：社会調査、11：教育と社会、

13：政治と社会、14：宗教と社会、16：コミュニケーションと社会、17：人口・環境と社会など）も各自読んでおき、専門科目に備えるとよい。また、留

学に興味がある人は「付録2：留学して社会学を学ぶ」の部分を読んでみるとよい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

基礎社会学 (SE)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

12598

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の基礎概念、主要領域について学ぶことを通じて、社会学的な社会の説明の仕方を身につけること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

専門科目を学ぶ基礎となる科目なので、真剣に講義に望んで欲しい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代社会学［第２版］ 松田健／ミネルヴァ書房／978-4-623-04976-9／社会学の主要分野を網羅した、バラ

ンスのよい定番テキストである。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

基礎社会学講義 飯田哲也／学文社／978-4762011634／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第１回

社会学とは何か　（テキスト第1章） 社会学理論、マルクス、ウェーバー、デュルケム第２回

行為と集団 　（テキスト第3章） 行為類型、集団、大衆第３回

地域社会とエスニシティ(1) 　（テキスト第4章、第7章） 地域と都市、人種と民族第４回

地域社会とエスニシティ(2) 　（テキスト第4章、第7章） 同上第５回

文化と社会規範(1)   （テキスト第5章、第10章） 規範・逸脱、準拠集団、文化研究第６回

文化と社会規範(2)   （テキスト第5章、第10章） 同上第７回

社会階層と社会福祉(1) 　（テキスト第6章、第15章） 階層の再生産、貧困・格差、福祉国家第８回

社会階層と社会福祉(2) 　（テキスト第6章、第15章） 同上第９回

ジェンダーと家族(1) 　（テキスト第8章、第9章） フェミニズム、女性の就労、結婚第10回

ジェンダーと家族(2) 　（テキスト第8章、第9章） 同上第11回

産業・組織・労働(1)　 （テキスト第12章） 大量生産、人間関係学派、日本的経営第12回

産業・組織・労働(2) （テキスト第12章） 同上第13回

社会学と現代社会(1)第14回

社会学と現代社会(2)第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学についての基礎的な理解が達成されていることを確認する。教科書の該当章の他、各

講義で取り扱った内容が試験範囲となる。

80 ％

平常点評価 期間中にランダムに出席を取る。また受講態度が非常に悪い場合は、平常点から減点すること

もある。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現在の福祉国家において、現実の経済は新古典派経済学が想定しているように市場でだけ決まっているわけではない。市場経済とならんで国

家などがおこなう経済政策（財政・社会保障・金融などの諸政策）の影響も大きい。１９８０年代以降の日本の「小さな政府」（実は小さすぎる政

府）路線は、経済成長を叫びながら実際には経済格差を増大させたにすぎない。インフレの国・スウェーデンを念頭において、デフレに陥った日

本経済の問題点について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

経済学理論 (S)

担当者名 /  Instructor 伊藤 正純

13181

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標は、新聞の経済面・社会面に興味がもてるようになること、そして実際に読んでみて、少しはわかったという実感がもてるようになること

である。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スウェーデン「生活の安全」というコンセプト 

  

  
 

福祉国家の理念、スウェーデンモデル、生活保障 4/6

経済は市場だけでは成り立たない 市場と財政は相互補完関係、「小さな政府」、「大きな政

府」

4/13

３つの福祉レジーム 自由主義レジーム、社会民主主義レジーム、保守主義

レジーム

エスピン・アンデルセン

4/20

国際競争力ランキング、国際競争力と「国民負担率」とは

無関係 

世界経済フォーラム、国際競争力ランキング、国民負担

率、北欧諸国の強さ、教育と生涯学習 

4/27

現代は「知識基盤社会」
 

経済の牽引力、公的な教育支出、Ｒ＆Ｄ、高等教育5/11

「小さな政府」は本当に高い経済成長率を生み出すこと

ができるのか 

日本の減税路線と財政赤字増大、成長戦略と経済格差

増大 

民主党政権は見直しているのか

5/18

「貧困大国」の双璧、アメリカと日本 「小さな政府」論に基づく減税政策、企業福祉とその破

綻、貧困大国の出現 

「トリクル・ダウン論」、所得再分配機能の放棄、相対的

貧困率、ジニ係数

5/25

「日本的経営」の問題点と北欧型「福祉国家」 正規雇用と非正規雇用、年功型賃金、職能給、職務

給、「福祉国家」と「生活の安全」 
 

6/1

 「デフレ」と人口減少社会
 

デフレはインフレターゲット論では克服できない

「安売り」競争、「デフレ」の病理、生活保護世帯の急増

6/8

未婚率の異常な高さとワーキング・プア 非正規雇用の増大、「自己責任」論の呪縛、未婚率、出

生率、サンボ 

6/15

「フレキシキュリティ」、「パートタイム社会」 デンマーク、オランダ、ＥＵ雇用戦略 6/22

労働組合は本当にもう化石なのか 
 

労働三権、労使協定、労働組合の経済的・社会的役割6/29

どんな社会を望むのか 北大のアンケート調査、日本型（日本的経営）より北欧

型が多い、しかし行政不信も強烈 

7/6

「成長戦略」か「反成長戦略」か これまでの成長戦略で本当に日本は経済成長したのか

外で稼ぎ出した富をいかに国内に還流させるかがカギ

7/13

福祉政策と環境政策の結合 
 

環境政策は経済成長政策 

グリーン資本主義

7/20

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述式論文試験。持ち込み不可。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ときどき授業の感想を書いてもらう。それに対する返事は次週の授業の冒頭で行う。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生活保障 宮本太郎／岩波書店／978-4-00-431216-1／岩波新書

ポスト工業経済の社会的基礎 エスピン・アンデルセン ／桜井書店／4-921190-00-3／

スウェーデン・パラドックス 湯元健治・佐藤吉宗／日本経済新聞出版社／978-4-532-35448-0C3033／

 デフレ反転の成長戦略 山田久／東洋経済／978-4-492-39534-9／

スウェーデンにみる個性重視社会 二文字理明・伊藤正純 ／桜井書店／4-921190-16-X／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では主に、統計的な調査にもとづいて社会を記述・説明しようとする試みを扱う。私たちは日々、社会・世の中・世間といったものの一部

分に触れてはいるはずだが、全体としての社会の姿・特徴を想像することは実は非常に難しい。そこで計量社会学では、アンケートの結果を用い

て統計解析を行ったり、官庁統計を利用したり、文書・資料の内容分析を行ったりすることで、より正確かつより鮮明に社会の姿や世間のしくみを

とらえることを目指す。この授業では、そうした量的社会調査の方法とともに、その方法を用いることで社会についての発見を得た、既存の優れ

た計量社会学の研究に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に出題された課題を行うほかにも、新聞記事やテレビニュースに「社会調査」「世論調査」の結果が登場した時には、手続きや記述に問題

がないかどうか、改善の余地が無いかどうかを考えてみよう。

単位数 /  Credit 2

計量社会学 (SA)  §  計量社会学 (SA)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

13284

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計的な分析を通じて社会の仕組み・動きを浮かび上がらせるおもしろさを実感してもらうことが主要な目標である。そのために社会調査法の基

礎的な事項として、データ収集法、記述統計の計算法とその読み方、因果関係と相関関係の区別などを習得する。また、文書・資料を計量的に

分析する方法を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

[1] 分析手法を学ぶに当たって、社会調査データを実際に分析する実習を一部予定している。実習には、自分なりに「こんなことを調べてみよう」

という課題を持って積極的に参加する態度が望まれる

[2] 調査法や分析手法の解説を聞く際にも常に、「その方法をどんなふうに使えば、社会・世の中のことを明らかにできるだろうか」という意識を

持つことが望ましい。

[3] 授業中に「後で復習しよう」とは考えないこと。授業中に一通り理解するつもりで出席することが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ    大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武   ／ミネルヴァ書房 ／4623041042／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

科目内容についての概説 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 1

社会調査の目的と調査方法 社会学理論、社会学的想像力、社会統計学2

量的調査の仮説構成 理論、概念、測定、仮説検証、探索的分析、計量的モノ

グラフ 

3

質問文・調査票の作り方 既存の調査の活用、データ・アーカイブ 4

標本抽出と実査 サンプリング・エラーとその他のエラー、統計学的仮説

検定、調査法

5

調査データによる記述的分析 度数分布表、クロス集計表 6

分析実習１ 度数分布表、代表値 7

分析実習２ クロス集計表、カイ二乗検定、CramerのV 8

量的調査と質的調査 相補的な関係、参与観察、フィールドワーク、インタ

ビュー

9

質的データ（文書・資料）の計量的分析 内容分析、テキストマイニング 10

新聞記事・雑誌のテキストデータの収集と分析 データベース利用法、テキスト整理法、コーディング 11

自由回答データの収集と分析 コーディング、他の変数との関連12

分析実習３ コンピュータを用いた質的データの分析13

分析実習４ 多変量解析14

まとめ 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 学期中に何度か平常レポート提出を課す（20%）。また、学期末に 終レポート提出を課す

（80%）。 

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会調査データ・アーカイブ「SRDQ」

http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp

 その他 /  Others

ko-ichi@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本人の姿    岩井紀子・佐藤博樹編   ／有斐閣 ／4641280681 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業では主に、統計的な調査にもとづいて社会を記述・説明しようとする試みを扱う。私たちは日々、社会・世の中・世間といったものの一部

分に触れてはいるはずだが、全体としての社会の姿・特徴を想像することは実は非常に難しい。そこで計量社会学では、アンケートの結果を用い

て統計解析を行ったり、官庁統計を利用したり、文書・資料の内容分析を行ったりすることで、より正確かつより鮮明に社会の姿や世間のしくみを

とらえることを目指す。この授業では、そうした量的社会調査の方法とともに、その方法を用いることで社会についての発見を得た、既存の優れ

た計量社会学の研究に学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に出題された課題を行うほかにも、新聞記事やテレビニュースに「社会調査」「世論調査」の結果が登場した時には、手続きや記述に問題

がないかどうか、改善の余地が無いかどうかを考えてみよう。

単位数 /  Credit 2

計量社会学 (SB)  §  計量社会学 (SB)

担当者名 /  Instructor 樋口 耕一

13291

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計的な分析を通じて社会の仕組み・動きを浮かび上がらせるおもしろさを実感してもらうことが主要な目標である。そのために社会調査法の基

礎的な事項として、データ収集法、記述統計の計算法とその読み方、因果関係と相関関係の区別などを習得する。また、文書・資料を計量的に

分析する方法を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

[1] 分析手法を学ぶに当たって、社会調査データを実際に分析する実習を一部予定している。実習には、自分なりに「こんなことを調べてみよう」

という課題を持って積極的に参加する態度が望まれる

[2] 調査法や分析手法の解説を聞く際にも常に、「その方法をどんなふうに使えば、社会・世の中のことを明らかにできるだろうか」という意識を

持つことが望ましい。

[3] 授業中に「後で復習しよう」とは考えないこと。授業中に一通り理解するつもりで出席することが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武  ／ミネルヴァ書房／4623041042／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

科目内容についての概説 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 1

社会調査の目的と調査方法 社会学理論、社会学的想像力、社会統計学 2

量的調査の仮説構成 理論、概念、測定、仮説検証、探索的分析、計量的モノ

グラフ 

3

質問文・調査票の作り方 既存の調査の活用、データ・アーカイブ4

標本抽出と実査 サンプリング・エラーとその他のエラー、統計学的仮説

検定、調査法 

5

調査データによる記述的分析 度数分布表、クロス集計表6

分析実習１ 度数分布表、代表値 7

分析実習２ クロス集計表、カイ二乗検定、CramerのV8

量的調査と質的調査 相補的な関係、参与観察、フィールドワーク、インタ

ビュー

9

質的データ（文書・資料）の計量的分析 内容分析、テキストマイニング10

新聞記事・雑誌のテキストデータの収集と分析 データベース利用法、テキスト整理法、コーディング 11

自由回答データの収集と分析 コーディング、他の変数との関連12

分析実習３ コンピュータを用いた質的データの分析 13

分析実習４ 多変量解析14

まとめ 計量社会学、理論社会学、実験、量的調査、質的調査 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 学期中に何度か平常レポート提出を課す（20%）。また、学期末に 終レポート提出を課す

（80%）。 

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会調査データ・アーカイブ「SRDQ」

http://srdq.hus.osaka-u.ac.jp

 その他 /  Others

ko-ichi@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

日本人の姿       岩井紀子・佐藤博樹編  ／有斐閣 ／4641280681 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

　現代は,多面的な異文化交流が繰り広げられる一方、人種・民族・宗教問題、あるいは地域間経済格差の拡大などを背景とした戦争・内紛が絶

えない。この講義では、①20世紀の世界と日本の歴史を振り返り、現代日本社会の歴史的位置を確認し、②世界的な観点から、今日の日本の

産業・労働問題、教育・文化・福祉などをめぐる問題と今後の展望について検討していきたい。なお、本年度は、従来の講義と違い、第1次世界大

戦前後から講義をはじめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　特に希望はないが、経済学の基礎知識を各自で学んでおくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

現代史 (S)

担当者名 /  Instructor 伊藤 武夫

15868

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

　今日の世界システムと日本の経済社会との重層的な構造的連関を理解すること。

　専門教養としての歴史認識に磨きをかけること

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

20世紀システムとその変容 　現代はいつからはじまるか、今日の世界の政治的・経

済的諸問題の多くはいつ頃から明確になってきたか、20

世紀世界システムの形成、21世紀世界システムの捉え

方について

第１回　

第1次世界大戦(1)－1910年代のヨーロッパの変容－ 　大戦の背景、戦争の長期化、総力戦の展開、ロシア

革命、ドイツ帝国の崩壊

　敗戦国は各講和条約をどのような状況で受けたか、

裏切られた植民地の人びと

第２回

第一次世界大戦(2)－1910年代の中国と日本－ 　辛亥革命と中華民国の成立、日本の大戦景気と米騒

動、アジアをめぐる米国と日本

第３回

戦後の新しい世界秩序 　国際連盟の成立、ワシントン会議、中東地域の再編、

石油利権の動き

第４回

1920年代の欧米の経済と世界恐慌 　ドイツの賠償問題、イタリアのファッショ化、アメリカの

繁栄、世界恐慌、

　経済のブロック化

第５回

第二次世界大戦への道 　ドイツのナチス党政権の誕生、ベルリン・ローマ枢軸、

スペイン内乱、第二次世界大戦の勃発

第６回

中国の内戦と「満州国」建国 　1920年代の中国、世界恐慌に巻き込まれた日本、「満

州国」建国、日中全面戦争へ

第７回

第二次世界大戦から冷戦体制へ 　第二次世界大戦の推移、国際連合の成立、東西冷戦

体制への移行、非同盟の動き

第８回

福祉国家の形成とソ連型福祉 　戦後の復興と成長、英国の社会福祉、北欧の福祉、ソ

連型福祉、そして日本

第９回

成長の限界と新自由主義 　成長の限界、ニクソン・ドクトリン、ＯＥＣＤ諸国、多国籍

企業、南北問題、ソ連・東欧の経済、新自由主義の台

頭、ソ連崩壊

第10回

日本の低成長への移行と新自由主義の台頭 　２つのオイルショック、フレキシブル生産システム、プラ

ザ合意とその後のバブル経済

新中間大衆の時代

第11回

1990年代の経済のグローバル化と日本 　冷戦終結後の「大競争」時代、1995年という時、世界

規模の資本再編、日本農業の問題

第12回

グローバル化時代の日本企業と小泉政権の役割 　輸出依存型の経済構造、ＯＥＣＤとＧ８、日本企業と途

上国、日本の雇用環境、

規制緩和、郵政民営化　

第13回

世界からみた日本の雇用、生活保障、教育問題 　新しい労使関係の構築へ、生活保障の国際比較、教

育制度改革の問題　

第14回

覚めた眼で現実を 世界的無秩序への恐怖、アジア・アフリカ、ラテンアメリ

カで今、

ポスト戦後社会論をめぐって

第15回
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・3回に１度の割でコミュニケーションペーパーを配布・授業後に回収します。

　質問や意見への回答は、重要なものは授業でしますが、多くはWebCTの「ディスカッション」欄へ

　投稿し、公開します。

　

　教科書は用いない。講義レジメを用意する。

 参考書・参考文献は、適宜、授業のなかで紹介

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・WebCTで、できるだけ事前に講義レジメを公開するので、関係文献の予習、あるいは受講後の質問や感想を「ディスカッション」欄へ投稿するこ

と。可能な限り返信をします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

戦後世界経済史 猪木武徳／中公新書／978-4-12-102000-0／

日本経済論 橋本寿朗／ミネルヴァ書房／4-623-02098-3／必読

20世紀のヨーロッパ経済 D・H・オルドクロフト／晃洋書房／4-7710-1402-2／

日本の「失われた20年」 片岡剛士／藤原書店／978-4-89434-729-8／可能な限り一読を

ポスト戦後社会 吉見俊哉／岩波新書／978-4-00-431050-1／必読

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記）  定期試験で評価100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

　近代の歴史では「貧困はなくなった」と言われた時期が何度もあった。「豊かな社会」が謳歌された。それにもかかわらず、今日年収200万円未

満の労働者は1000万人を超えている。完全失業率は連続して5％を超え、若者の失業率9％近くにのぼる。子どもから高齢者まで、貧困問題は

深刻だ。

一方、生活保護を受けられない人が餓死した事件、自殺した事件が起こった。そのような中で生活保護制度を法の精神に立ち返って運用を求め

る国民の運動も起こった。

いったい、生活保護制度はどんな制度であるのか、どう変わってきたのか、国民生活を護る制度と体制はどうあるべきか、学び、考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

日本国憲法、社会保障論、社会福祉法制

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

公的扶助論 (S)  §  公的扶助論 (SG)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

12049

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①現代の貧困と格差の事実を把握し、貧困と格差が生まれる原因を学ぶ。

②貧困問題、低所得問題に対応する諸制度とその中での公的扶助制度の意義を理解する。

③生活保護制度の内容、相談援助活動の実際、運用の課題を学ぶ。

④公的扶助の歴史を学び今後のあり方を考える。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１．現代の貧困(1) 　「貧困」のイメージ、失業、ワーキングプア、ホームレ

ス、非正規雇用、自己責任

１

２．現代の貧困(2) 　貧困、低所得、 低賃金、生活問題、社会問題、見え

る貧困、見えない貧困、

２

３．現代の貧困(3) 　絶対的貧困、相対的貧困、貧困化、新しい貧困、低所

得層、格差

３

４．日本の生活保護制度(1) 　日本国憲法、社会保障、社会扶助、公的扶助、生活

保護法、健康で文化的な 低限度の生活、　国家責

任、国民の権利

４

５．日本の生活保護制度(2) 　 低生活、自立助長、無差別平等、一般扶助主義、

保護の原則、生活保護財政

５

６．日本の生活保護制度(3) 　 低生活費、生活保護基準、加算、保護の種類、保

護の程度

６

７．日本の所得保障制度、生活関連制度、低所得層への

対応(1)

　年金保険、手当、雇用保険、傷病手当金、生活福祉

資金、リバースモーゲージ

７

８．日本の所得保障制度、生活関連制度、低所得層への

対応(2)

　保護の補足率、労働者保護、ホームレス、８

９．生活保護制度と相談援助活動(1) 　保護の機関、保護施設、福祉事務所、社会福祉主

事、民生児童委員

９

10．生活保護制度と相談援助活動(2) 　保護申請、相談、ミーンズテスト、保護の開始、保護の

変更、保護の廃止、自立

10

11．生活保護制度と相談援助活動(3) 　ケースワーク、相談援助、自立支援プログラム11

12．公的扶助の歴史（イギリス） 　本源的蓄積、浮浪貧民、救貧法、労役場、懲治院、ス

ピーナムランド、ベヴァリッジ報告、

12

13．公的扶助の歴史（日本） 　恤救規則、救護法、旧生活保護法、新生活保護法、

社会保障制度審議会、社会福祉事業法、社　会福祉六

法

13

14．不服申立て制度と訴訟 　朝日訴訟、堀木訴訟、林訴訟、中嶋訴訟、老齢加算

廃止訴訟

14

15．生活保護制度の動向 　 低生活費、加算、有期保護、財源委譲問題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 公的扶助制度と運用および歴史についての基本的理解と知識を確かめる。

貧困問題、貧困研究についての基本的理解と知識を確かめる。

公的扶助制度の現状と課題について到達した認識を確かめる。

80 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は、日頃から新聞、専門誌、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどによって、今日の低所得・貧困・格差の拡大、その背景にある雇用、年金、税・保険料などの国

民負担、について関心を深め、授業に望んでください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「現代の貧困」とナショナル・ミニマム 金澤誠一／高菅出版／9784901793391 ／

保護のてびき　平成２３年度版 生活保護制度研究会／第一法規出版／／2011年7月頃の発売です

平常点評価 時間内でのﾐﾆﾚﾎﾟｰﾄ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾍﾟｰﾊﾟｰを随時求めます。20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

社会学の生誕、確立の歴史を、重要な社会学者に則して概説する。その際には、社会学の形成発展を促した西欧近代社会の展開との関連を重

視する。したがって、重要な社会学者の理論内容とともに、その歴史的社会的背景や思想的背景についてもできるだけわかりやすく解説し、社

会学が立ててきた社会への問いの性格や意味について理解し考えていくことを重視して講義する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「基礎社会学」を受講していることはぜひ勧めたい。その他、社会学に関わる諸講義を受講しておれば、関心も持て理解しやすくなるだろう。ま

た、西欧近代史、近代の哲学思想（史）や経済学、政治学にかかわる講義も理解を助けるであろう。

社会学を学ぶ学生にとっては社会学史に関する知識は必須の知識ともいえる事柄なので、軽視しないで授業時のプリントや講義ノートや参考書

をもとに自主的に学習して欲しい。

単位数 /  Credit 2

社会学史 (S)

担当者名 /  Instructor 佐藤 春吉

13285

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学を基礎づけてきた古典的な社会学者の社会学説を理解し、社会的歴史的な背景のなかで問われた時代や社会の問題を考え、それをう

けて各社会学者が設定した問題、重要概念や研究方法、社会学研究に立ち向かう考え方について学び、社会学的思考のための基礎的な素養

を身につけることを目標にする。

具体的到達目標は、①代表的社会学者の主要な学説内容、主張、キー概念を理解すること、②それらの諸概念を普段の生活や学習に応用して

考えていく社会学的思考力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会学成立の背景；１６世紀以来の西欧近代の誕生と

１９世紀ヨーロッパ市民社会の危機と変容と社会思想な

らびに社会科学の課題 

ヨーロッパ近代市民社会 第１回

社会学の前史としての社会思想；近代市民社会の成立と

啓蒙主義的市民社会論；１ホッブス、ロック、ルソー 

近代社会の形成、自然法と経験科学、社会契約 第２回

社会学の前史としての社会思想；近代社会の成立と啓蒙

主義的市民社会論；２アダム・スミス 

自然法を基礎とした経験科学への展開、啓蒙の成果第３回

社会学の生誕とその意味；資本主義の矛盾と啓蒙主義

思想の破綻（１９世紀問題）とそれに立ち向かう社会科学

としての社会学 

啓蒙の破綻と変容、１９世紀的転換期の危機第４回

社会学の生誕１；コントとスペンサー 社会有機体説、歴史発展の法則、実証主義第５回

社会学の生誕２；資本主義の矛盾とマルクス（１） 資本主義の矛盾、階級、疎外、物象化 第６回

社会学の生誕２；資本主義の矛盾とマルクス（２） 史的唯物論、生産力、生産関係、土台と上部構造第７回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ１；ジンメル 

社会化の形式、形式社会学、心的相互作用第８回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ２；デュルケーム（１） 

実証主義、社会学主義、集合意識、社会的拘束力、方

法論的集合主義

第９回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ２；デュルケーム（２） 

社会的事実、聖なるもの、俗なるもの、象徴主義第１０回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（１） 

価値自由、理念型、方法論的個人主義、行為の諸類

型、理解社会学、合理化

第１１回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（２） 

支配、権力、支配の諸類型、集団類型、官僚制 第１２回

社会学の確立、社会学の古典期の成果；１９世紀末から

生じた２０世紀的な社会的構造転換と社会学の対象、方

法の自覚的な仕上げ３；Ｍ.ヴェーバー（３） 

カリスマ、プロテスタンティズムと資本主義の精神、エー

トス、世俗内禁欲、使命予言、模範予言、ゼクテ、脱魔

術化 

第１３回

第一次大戦以後の社会学；シカゴ学派とアメリカ社会学

の展開

都市社会学、トマス、ミード 第１４回

現代社会学の出立；パーソンズ社会学とその批判 ＡＧＩＬ図式、機能要件、構造機能主義、ラジカル社会

学、現象学的社会学、ハーバーマスとコミュニケーション

的合理性 

第１５回
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評価は、試験中心です。講義を聴くだけでなく、配布されるレジメやＷｅｂＣＴ上の「講義ノート」その他の参考書を使用して、普段に学習するこ

とが大切です。勉強していなければ、答えられない試験問題が出ます。 

教科書は指定しません。授業は授業時に配布する「講義レジメ」を使用して行います。別途WebCTに掲載する「講義ノート」も活用して下さい。

上のアドバイスの欄に挙げたその他の参考書も、活用して下さい。 

特に指定しません。授業は授業時に配布する「講義レジメ」がもっとも重要です。別途WebCTに掲載する「講義ノート」も活用して下さい。講義

ノートには参考文献があげてありますので、適宜参考してください。本シラバスのア「ドバイス」の欄にあげた参考書はぜひ活用して下さい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講にあたっては、毎回の講義に出席するとともに、講義時に配布する「講義レジメ」とＷｅｂＣＴ上に掲示する「講義ノート」をもとに、自宅学習を

することが重要になります。講義ノートとレジメを活用するとともに、以下の社会学史の参考書と辞典も活用することを勧めます。

新睦人他『社会学の歩み』有斐閣新書

同『社会学の歩み　パート２』有斐閣新書

那須壽編『クロニクル社会学』有斐閣選書

浜島朗編『社会学小辞典』有斐閣

　また、普段から古典と言われる重要な社会学者の著作を読むこと。自分の研究テーマをもって学習し、社会学を応用的に生かすように普段か

ら心がけることが大切です。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

特になし

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義時に配布する講義レジメ、ＷｅｂＣＴ上で掲示する講義ノートをもとに、自宅学習をすることが重要になります。講義ノートとレジメを活用すると

ともに、以下の社会学史の参考書と辞典も活用することを勧めます。

新睦人他『社会学の歩み』有斐閣新書

同『社会学の歩み　パート２』有斐閣新書

同　編『新しい社会学の歩み』有斐閣

那須壽編『クロニクル社会学』有斐閣選書

浜島朗編『社会学小辞典』有斐閣

　また、普段から古典と言われる重要な社会学者の著作を読むこと。自分の研究テーマをもって学習し、社会学を応用的に生かすように普段か

ら心がけることが大切です。 

メール；hast01932@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験を行います。試験は、社会学史上重要な社会学者の学説、その基礎概念の知識を問いま

す。 

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「社会」の成り立ちを理解するのに役立つ代表的な社会学理論を紹介する。取り上げるのはデュルケームやヴェーバー、シカゴ学派、パーソンズ

のシステム理論、マートンの中範囲の理論である。これらの古典理論と現代の主要な社会理論との関連も合わせて説明する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会学史、社会調査関係の授業

参考書は授業のなかでそのつど紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業前にテキストの指定箇所を読み、授業中に指示する文献は図書館等で目を通すようにすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

社会学理論 (S)

担当者名 /  Instructor 宝月 誠

15881

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会学の考え方や基本的な概念を理解し、説明できる。

社会学視点を活用して具体的な社会現象を説明することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業ではテキストのほかにレジメを配布するので熟読すること。またコミュニケーションペーパーを利用して積極的に質問してほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会学のあゆみ 新睦人ほか／有斐閣／4-641-08-857-8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の進め方と社会学のテーマ 共同態・権威・ヒエラルキー・聖なるもの・疎外第1回

デュルケームの社会理論　その1：『社会分業論』 集合意識・有機的連帯・社会的連帯・分業第2回

デュルケームの社会理論　その2：『自殺論』 自己本位主義・集団本位主義・アノミー・社会的潮流・実

証主義

第3回

デュルケームの社会理論　その3：『宗教生活の原初形

態』

トーテミズム・儀礼・集合的沸騰・シンボルと分類体系第4回

デュルケームの社会理論　その4：方法論 実証主義からシンボルの社会学へ第5回

ヴェーバーの社会理論　その1：『プロテスタンティズムの

倫理と資本主義の精神』

世俗内禁欲・エートス・親和性・意図せざる結果第6回

ヴェーバーの社会理論　その2：『儒教と道教』 氏族・家産官僚制・読書人・儒教の教え第7回

ヴェーバーの社会理論　その3：『社会科学と社会政策に

かかわる認識の「客観性」』を中心に方法論の検討

理念型・比較社会の方法・因果帰属第8回

デュルケームとヴェーバーの比較 差異法・一致法・共変法・意味の役割・因果分析第9回

シカゴ学派の社会理論　その1：トマスとズナニエツキ

『ポーランド農民』

移民・社会解体・ナラティブ形式第10回

シカゴ学派の社会理論　その2：パークとバージェス 人間生態学・都市エスノグラフィー・人種葛藤第11回

シカゴ学派とミード プラグマティズム・シンボリック相互作用論・界の理論と

の関連

第12回

パーソンズのシステム論 構造機能分析・ＡＧＩＬの相互交換・ルーマンの理論第13回

マートンの中範囲の理論 機能分析・準拠集団の理論・合理的選択理論との関連第14回

理論的視点の整理 現代社会に活用できる社会学理論の総括第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会学理論の考え方や基本的な概念がどれだけ理解できているのかによって評価する。90 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーを提出して、みんな理解を促進するような的確な質問を出された方

には、加点する。

10 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は，社会・経済の様相を，経済学の基本的な発想や思考方法を理解しつつ，特に「制度」という視点から理解していくためのエッセンスを，

理論と現実の両方で学んでいくことを主題とします。

具体的には，（1）グローバル化する世界を理解する上での，通時的・歴史的な視点から見た欧米先進諸国間での多様性やその類型の問題，

（2）社会保障政策の1つであり，ニュース等でも頻繁に取り上げられる医療関連諸制度の問題，（3）自動車産業の代表的企業（e.g.，Toyota, 

Honda, Volvo, Ford，Mercedes）の企業活動とその環境や文脈，（4）タイの家計行動から見た，社会経済システムの独自性・固有性を巡る問題，

これら4つのトピックを取り上げて，制度の役割や機能を理解していきます。そして，制度が，社会経済システム全体や，個々のアクター（企業や

家計，あるいは私たち1人1人）のそれぞれに関連することを，具体的に，または，理論的に説明出来るようになることを目的とします。同時に，社

会を理解するためのアプローチの1つとして，経済と政治，あるいは文化等も関係し合い，結びついていることを説明する上での，制度アプローチ

のメリットや課題についても随時考えていきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義終了後に，内容の要約・学習の手引きをほぼ各回配布していく（配布方法は，初回講義で確認）。これと，各自の講義板書ノート，パワーポ

イント資料，これらの3つを併せて，講義のポイント，概念や用語等を特に復習すること。

単位数 /  Credit 2

社会経済学 (S)  §  社会経済学 (W)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

15808

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）ニュースや新聞にも出てくる基本的な経済用語や経済に関する図やグラフの意味を説明出来ること。

（2）経済学の根本的な発想や特徴的な方法について，理解していること。

（3）制度の視点から，社会経済システムの違いや制度の下でのアクターの多様性を，理論的に，または，現実的に考えつつ，説明出来ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講上の諸ルールの確認／イントロダクション：経済を理

解する眼としての制度

「ミクロ」「マクロ」「制度」1

経済学的思考のエッセンスとアプローチの主な特徴 「市場」「需要と供給」「マクロ変数」2

制度と社会経済システム①：第2次世界大戦後から1970

年代初頭までの欧米諸国を例に

「フォーディズム」「資本主義の黄金時代」3

制度と社会経済システム②：1970年代初頭から1990年代

中葉までの欧米諸国を例に

「アフター・フォーディズム」「労働市場」「技能と熟練と機

械化」「社会保障」

4

制度と社会経済システム③：1990年代～現在まで／補足

と小括

「制度階層性」「制度補完性」「制度比較優位」5

政策手段としての制度①：市場と制度との理論的な違い

について

「社会的厚生（の損失）」「公平性と効率性」「医療サービ

ス」

6

政策手段としての制度②：経済学の歴史から見た所得再

分配や格差・貧困への認識

「経済発展」「ジニ係数」「政府の規模（夜警国家と福祉

国家）」，「潜在能力アプローチ」

7

政策手段としての制度③：日本の医療諸制度の現状 「（公的）医療保険制度」「医療報酬制度」「薬価制度」8

政策手段としての制度④：続日本の医療諸制度の現状と

医療制度の将来

「医療法」「介護保険制度」「高齢化社会」「医療費抑制

問題」「制度設計」

9

制度の下でのアクター①：企業活動とそれを取り巻く環境 「生産モデル論」「利潤戦略」「成長分配様式」「CG妥協」10

制度の下でのアクター②：欧米の自動車諸企業の変遷を

中心に

「多様性とフレキシビリティー」「量」「量・多様性」の各戦

略

11

制度の下でのアクター③：日本の自動車諸企業の変遷を

中心に

「継続的原価低減」「イノヴェーション・フレキシビリ

ティー」「整合性を欠く」の各戦略

12

社会的慣習や文化としての制度①：経済システムの固有

性・独自性を巡って

「フォーマルな制度」「インフォーマルな制度」「取引費

用」

13

社会的慣習や文化としての制度②：タイの家計行動の事

例を中心に

「家計行動」「布施」「保護－被保護関係」「社会階層」

「所得再分配」

14

制度アプローチの課題と講義の総括 「制度論的ミクロ・マクロ・ループ論」「構造的両立性」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 3つの到達目標に対する主に相対的な到達度60 ％
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（1）各項目の詳細は，初回講義で説明・確認。

（2）上記「％」は「点」に換算し100点満点で成績算定。

※本の内容そのものに従って講義は展開しないが，主な用語等を参照・確認する様に指示する。あるいは，小レポート課題の対象の1つとし

ても使用する。入手することが望ましい。

●講義内容をより深く理解するために

・第03回～第05回／山田鋭夫（2008）『さまざまな資本主義』藤原書店，ISBN：978-4894346499。

・第10回～第12回／清水耕一（監訳）江口友朗（訳）『生産モデル（仮題）』ナカニシア出版，2011年刊予定（原著：Boyer, R., Freyssenet, M., 

(2002) The Productive Models: The conditions of Profitability, Palgrave 　　　

Macmillan）。

※その他，必要に応じて講義で紹介・指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

●第3回～第5回：OECD（http://www.oecdtokyo.org/）＜一部英語＞。

●第7回～第9回：厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/）＜特に厚生労働白書など＞。

●第14回～第15回：タイ王国国家統計局（http://web.nso.go.th/）＜英語＞。

 その他 /  Others

・メール連絡の場合には，必ず，自分の学年・組・学籍番号・氏名をメールの「Title」に書くこと。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（1）経済学の知識・テクニックの有無は問いません。但し，講義への出席を前提に授業は展開します。

（2）経済には直接あまり興味・関心がない学生，例えば，社会（学），文化，政治（学）等に興味がある学生の受講も歓迎します。

（3）講義は，板書とパワーポイントの併用形式です。パワーポイントを使用する場合は，適時，資料配布します（方法は，初回講義で確認）。ま

た，話していることもメモする習慣・技術を身につける様に。

（4）日常の学習は，「授業外学習の指示」を参照し実践すると共に，各自の興味や関心ある各種社会問題を講義の視点や内容に基づいて説明

出来ないかどうかを考えてみると，講義への理解も深まります。

●メールでのやりとり，または，事前予約の上でオフィス・アワー時に対面。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

入門制度経済学 宇仁宏幸他（訳）／ナカニシア出版／978-4779501661／2007

平常点評価 ①講義内容を利用した各自の興味や関心に関する小レポート（20％）。

②ランダムな出席確認や講義に関する質問票への回答（20％）。

③講義中に，一度警告したにも関わらず，再度騒いでいた場合には，氏名等を確認し減点対象

とする（1回につき－5％）。

40 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

わたしたちが暮らす社会では、さまざまな現象が起きています。それらを理解するためには、社会現象そのものを客観的に捉え、考え、その結果

を発信することが必要です。社会調査とは、そのために欠かすことのできない手法です。この授業では、さまざまな社会調査の種類や特徴を整

理したうえで、調査票調査を中心に、調査の企画から調査票の作成、対象者の抽出、調査の実施、結果の分析と報告という一連のプロセスにつ

いて解説していきます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会統計学、計量社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞・雑誌・テレビ・インターネット等で登場する社会調査・世論調査・アンケート調査の結果を必ずチェックして、批判的に読むクセをつけましょ

う。「批判的に読む」とは、調査の結果を鵜呑みにせず、かといって頭ごなしに否定もせず、おかしいところはないか、あるとすれば「どこが」「どう」

おかしいのかを考えながら読むということです。

単位数 /  Credit 2

社会調査論 (S)  §  社会調査論 (S)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

13191

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会調査を実施し、結果をまとめ、論文・レポートや報告書等で報告するために必要となる、社会調査や調査手法に関する基礎的な知識、対象

者に対する接し方やデータ管理の倫理、データの分析法や調査結果のまとめ方等について理解することが目標です。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業は社会調査に関する授業の中でも基礎なものとなります。可能であれば1年次に履修することを勧めますが、そうでない場合も、可能な限

り早い年次で履修するようにしましょう。また、計量社会学および社会統計学を合わせて履修することを勧めます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査とは何か、なぜ必要なの

か？

社会調査、社会調査史１

量的調査と質的調査(1) 量的調査、質的調査、調査票調査、観察法、自由面接

法

２

量的調査と質的調査(2) 調査票調査、統計的調査、全数調査、標本調査、事例

研究、地域調査

３

社会調査の手順と倫理 調査倫理、仮説４

社会調査と理論：疑問から理論へ、理論から設問へ(1) 記述、説明、理論、命題、概念、仮説５

社会調査と理論：疑問から理論へ、理論から設問へ(2) 記述、説明、理論、命題、概念、仮説、調査研究例６

標本調査とサンプリング(1) サンプリング方法の考え方と

歴史

標本調査、サンプリング、割当法、無作為抽出法７

標本調査とサンプリング(2) サンプリング方法の実際 単純無作為抽出法、多段抽出法、系統抽出法、確率比

例抽出法、層化抽出法

８

標本調査と標本誤差：標本誤差と非標本誤差・推定の精

度

標本誤差、非標本誤差、推定９

調査票の作成：項目の選択・用語と文章・回答の形式・調

査項目の配列

調査票、ワーディング、尺度、コーディング10

調査の実施とデータ管理：対象者への対応、データの入

力、エディティング、コーディング

エディティング、コーディング11

データの集計と記述：基礎的集計・変数の種類・データの

記述方法

基礎統計量12

データを分析する：２変数の関連分析（クロス表分析）、エ

ラボレーション

クロス表分析、エラボレーション13

データを分析し、結果をまとめる：２変数の関連の分析方

法（相関分析、疑似相関）と調査結果のまとめ方

相関分析、相関係数、疑似相関、調査研究例、調査倫

理

14

確認テストと解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業 終日に確認テストを行い、その結果をもとに評価を行います。ただし、出席日数が所定

の回数を下回った学生については、確認テスト受験資格を認めませんので注意してください。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールによる連絡が基本です。直接質問等を行いたい場合も、事前にメールでアポイントを取るようにしてください。メールアドレスは初回の授

業で告知します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会調査へのアプローチ（第2版） 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋・永野武／ミネルヴァ書房／4623041042／

社会調査の基礎　社会調査士A・B・C・D科目対

応

篠原清夫・清水強志・榎本環・大矢根淳／弘文堂／4335551339／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　この科目では、社会調査データを集計・分析する上で必要となる統計的分析方法の基礎を学ぶ。調査データを集計し要約的に記述する方法、

母集団の特性値を推定する方法、母集団についての仮説を検定する方法について、理論的基礎を講義するとともに練習問題を通じて実際に

データ分析を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、高校レベルの基礎的数学の知識を前提とする。

提出期限を過ぎた課題（宿題）は受け取らないので、提出期限までに必ず提出すること。

講義は教科書に沿って進める。教科書の説明を補うためにプリントを随時配布する。教科書の練習問題も授業・課題で利用・解説するので、

開講までに必ず入手しておくこと。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の授業内容を必ず復習すること。課題を解きながら考えると理解が深まる。

またExcelの関数が使える者は、パソコンでも課題を解いて確認してみるとさらによい。

単位数 /  Credit 2

社会統計学 (S)  §  社会統計学 (S)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

13338

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

統計学の基本的な概念と方法について、説明することができる。

記述統計と推測統計の基本的方法を用いて、調査データの要約、推定、統計的仮説検定を行うことができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

統計学は積み立て型の科目なので、遅刻・欠席をすると授業についていくことが困難になる。授業への出席と課題提出は必須である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

よくわかる統計学 Ⅰ 基礎編 金子治平・上藤一郎編／ミネルヴァ書房／978-4-623-04926-4／教科書に沿って講義

を行う

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

統計データとは、統計的方法とは 統計データ、統計的方法、統計変量、記述統計、推測

統計

第１回目

比率と指数 変化率、寄与度・寄与率、指数第２回目

分布とその特性 度数分布表、ヒストグラム、代表値、散布度第３回目

相関 相関関係、相関係数第４回目

回帰 回帰分析、独立変数、従属変数、 小２乗法第５回目

確率の基礎 順列、組み合わせ、確率、条件付確率、ベイズの定理第６回目

確率変数と分布 確率変数、確率分布、期待値、分散、２項分布、正規分

布

第７回目

母集団と標本、標本調査法 母集団、標本、サンプリング、ランダムサンプリング第８回目

統計量の標本分布（１） 統計量、母数、標本分布、標本平均の分布第９回目

統計量の標本分布（２） 大数の法則、中心極限定理第１０回目

統計的推定（１） 点推定、区間推定、良い推定量の基準、信頼区間、母

平均の推定、ｔ分布

第１１回目

統計的推定（２） 母比率の推定、母平均の差の推定第１２回目

統計的検定（１） 仮説検定、有意水準、第Ⅰ種・第Ⅱ種の過誤、母平均・

母比率の検定

第１３回目

統計的検定（２） 平均値の差の検定第１４回目

クロス集計表とその検定 クロス集計表、カイ２乗分布、適合度検定、独立性の検

定

第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 統計学の基本的概念の理解度、基本的方法を使ったデータの分析力をみる。70 ％

平常点評価 授業内容の理解を確実なものとするために、簡単な課題（宿題）を１０回程度課す。課題の提出

状況を平常点とする。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

電卓を使って練習問題を解くので、毎回の授業に√の計算のできる電卓を必ず持参すること。Excelが使えるものはノートパソコンを持ち込んでも

よい。

参考書 /  Reference Books

電子メールで。

nagasawa@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・涙なしの統計学 D.ロウントリー／新世社／4-88384-035-2／数式をほとんど使っていないので、数学が

苦手な人には読みやすい

統計学入門 東京大学教養学部統計学教室編／東京大学出版会／4-13-042065-8／書名は入門

となっているが、高度な内容も含む
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授業 の概要 /  Course Outline

「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を通して配属される施設・機関において、180時間以上の現場実習を行う。そのねらいは、①現場実習を通して、

相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する、②社会福祉士として求められる資質、技能、倫

理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する、③関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的

に理解することである。履修者は実習中、実習受け入れ施設の実習指導者の指導の下で「社会福祉援助技術実習指導II」で作成した実習計画

にそって課題に取り組む。また、本学の実習担当教員が実習施設を訪問して行う巡回指導および実習生が大学で行われる帰校日指導をうけて

実習をより充実したものとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目履修のためには、前年度に「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を履修しておかなければならない。また、「社会福祉援助技術実習指導II」「社

会福祉援助技術実習指導III」「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術演習III」は同年度に履修しなければならない。さらに、「社会福祉援

助技術論」、「ソーシャルワーク論」、実習先の分野に関わる社会福祉士指定科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

社会福祉援助技術現場実習 (SA)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

20327

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．人や地域が直面している問題について、個別の状況を理解するとともに、それらの社会背景や関連要因について把握し、社会問題としての

理解できる。

２．福祉サービスを提供する機関や施設の役割、位置づけ、業務内容、サービス提供の方法、組織及び分野の課題について具体的に理解して

いる。

３．社会福祉士に必要とされる知識、技術、倫理について具体的かつ実際的に理解し、基礎的な実践力を習得している。

４．自己についての気づきが増え、社会福祉士となるために、今度、取り組むべき課題が明確である。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 社会福祉援助技術現場実習の実践経過と成果によって評価を行う。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を通して配属される施設・機関において、180時間以上の現場実習を行う。そのねらいは、①現場実習を通して、

相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する、②社会福祉士として求められる資質、技能、倫

理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する、③関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的

に理解することである。履修者は実習中、実習受け入れ施設の実習指導者の指導の下で「社会福祉援助技術実習指導II」で作成した実習計画

にそって課題に取り組む。また、本学の実習担当教員が実習施設を訪問して行う巡回指導および実習生が大学で行われる帰校日指導をうけて

実習をより充実したものとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目履修のためには、前年度に「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を履修しておかなければならない。また、「社会福祉援助技術実習指導II」「社

会福祉援助技術実習指導III」「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術演習III」は同年度に履修しなければならない。さらに、「社会福祉援

助技術論」、「ソーシャルワーク論」、実習先の分野に関わる社会福祉士指定科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

社会福祉援助技術現場実習 (SA)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

20327

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．人や地域が直面している問題について、個別の状況を理解するとともに、それらの社会背景や関連要因について把握し、社会問題としての

理解できる。

２．福祉サービスを提供する機関や施設の役割、位置づけ、業務内容、サービス提供の方法、組織及び分野の課題について具体的に理解して

いる。

３．社会福祉士に必要とされる知識、技術、倫理について具体的かつ実際的に理解し、基礎的な実践力を習得している。

４．自己についての気づきが増え、社会福祉士となるために、今度、取り組むべき課題が明確である。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 社会福祉援助技術現場実習の実践経過と成果によって評価を行う。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を通して配属される施設・機関において、180時間以上の現場実習を行う。そのねらいは、①現場実習を通して、

相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する、②社会福祉士として求められる資質、技能、倫

理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する、③関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的

に理解することである。履修者は実習中、実習受け入れ施設の実習指導者の指導の下で「社会福祉援助技術実習指導II」で作成した実習計画

にそって課題に取り組む。また、本学の実習担当教員が実習施設を訪問して行う巡回指導および実習生が大学で行われる帰校日指導をうけて

実習をより充実したものとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目履修のためには、前年度に「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を履修しておかなければならない。また、「社会福祉援助技術実習指導II」「社

会福祉援助技術実習指導III」「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術演習III」は同年度に履修しなければならない。さらに、「社会福祉援

助技術論」、「ソーシャルワーク論」、実習先の分野に関わる社会福祉士指定科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

社会福祉援助技術現場実習 (SC)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

20328

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．人や地域が直面している問題について、個別の状況を理解するとともに、それらの社会背景や関連要因について把握し、社会問題としての

理解できる。

２．福祉サービスを提供する機関や施設の役割、位置づけ、業務内容、サービス提供の方法、組織及び分野の課題について具体的に理解して

いる。

３．社会福祉士に必要とされる知識、技術、倫理について具体的かつ実際的に理解し、基礎的な実践力を習得している。

４．自己についての気づきが増え、社会福祉士となるために、今度、取り組むべき課題が明確である。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 社会福祉援助技術現場実習の実践経過と成果によって評価を行う。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を通して配属される施設・機関において、180時間以上の現場実習を行う。そのねらいは、①現場実習を通して、

相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する、②社会福祉士として求められる資質、技能、倫

理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する、③関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的

に理解することである。履修者は実習中、実習受け入れ施設の実習指導者の指導の下で「社会福祉援助技術実習指導II」で作成した実習計画

にそって課題に取り組む。また、本学の実習担当教員が実習施設を訪問して行う巡回指導および実習生が大学で行われる帰校日指導をうけて

実習をより充実したものとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目履修のためには、前年度に「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を履修しておかなければならない。また、「社会福祉援助技術実習指導II」「社

会福祉援助技術実習指導III」「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術演習III」は同年度に履修しなければならない。さらに、「社会福祉援

助技術論」、「ソーシャルワーク論」、実習先の分野に関わる社会福祉士指定科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

社会福祉援助技術現場実習 (SD)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

20329

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．人や地域が直面している問題について、個別の状況を理解するとともに、それらの社会背景や関連要因について把握し、社会問題としての

理解できる。

２．福祉サービスを提供する機関や施設の役割、位置づけ、業務内容、サービス提供の方法、組織及び分野の課題について具体的に理解して

いる。

３．社会福祉士に必要とされる知識、技術、倫理について具体的かつ実際的に理解し、基礎的な実践力を習得している。

４．自己についての気づきが増え、社会福祉士となるために、今度、取り組むべき課題が明確である。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 社会福祉援助技術現場実習の実践経過と成果によって評価を行う。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を通して配属される施設・機関において、180時間以上の現場実習を行う。そのねらいは、①現場実習を通して、

相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する、②社会福祉士として求められる資質、技能、倫

理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する、③関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的

に理解することである。履修者は実習中、実習受け入れ施設の実習指導者の指導の下で「社会福祉援助技術実習指導II」で作成した実習計画

にそって課題に取り組む。また、本学の実習担当教員が実習施設を訪問して行う巡回指導および実習生が大学で行われる帰校日指導をうけて

実習をより充実したものとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目履修のためには、前年度に「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を履修しておかなければならない。また、「社会福祉援助技術実習指導II」「社

会福祉援助技術実習指導III」「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術演習III」は同年度に履修しなければならない。さらに、「社会福祉援

助技術論」、「ソーシャルワーク論」、実習先の分野に関わる社会福祉士指定科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 4

社会福祉援助技術現場実習 (SE)

担当者名 /  Instructor 岡本 裕子

20330

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．人や地域が直面している問題について、個別の状況を理解するとともに、それらの社会背景や関連要因について把握し、社会問題としての

理解できる。

２．福祉サービスを提供する機関や施設の役割、位置づけ、業務内容、サービス提供の方法、組織及び分野の課題について具体的に理解して

いる。

３．社会福祉士に必要とされる知識、技術、倫理について具体的かつ実際的に理解し、基礎的な実践力を習得している。

４．自己についての気づきが増え、社会福祉士となるために、今度、取り組むべき課題が明確である。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 社会福祉援助技術現場実習の実践経過と成果によって評価を行う。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、社会福祉士課程の実習関連科目の一つで、福祉現場での実習を行うための導入科目である。本科目では、第一に、実習とはどの

ようなものかを理解し、実習に際して何が重要か認識できるようにする。第二に、社会福祉のさまざまな分野・領域について概観し、福祉現場と

サービス利用者（潜在的利用者）の実態や課題について学ぶ。第三に、実習に向けて受講生各自が問題意識を整理し、自己理解を深めるととも

に、実習を行う領域と実習種別を決める。福祉の現場と実践について現実的な認識を深めるために、授業には、演習、福祉専門職や実習経験

者らゲストスピーカーの講義、施設訪問など多様な学習方法を取り入れる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉士課程の指定科目をできるだけ履修することが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

高齢者施設および障害（児）者施設への見学は、事前に見学計画書を作成し担当教員の指導を受けたうえで、授業時間外にグループ単位で行

う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導I (SA)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

12674

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．社会福祉援助技術現場実習の目的と概要について理解したうえで、自分自身にとっての実習の意義を明確に述べることができる。

２．福祉実践の現場と利用者の状況についての現実的な基礎知識をもち、３年次の現場実習にむけて、さらに何を学ぶべきかがわかる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業スケジュール、学習方法、レポート、施設見学、実

習先選定のプロセスと方法

第1回

支援すること・支援をうけること（体験学習）第2回

社会福祉実践及び社会福祉士とは 倫理綱領、自己覚知（ワークショップ）第3回

行政機関とその福祉サービス①（福祉事務所からゲスト

スピーカー）

第4回

行政機関とその福祉サービス②（振り返りとまとめ）第5回

地域福祉分野①（社会福祉協議会からのゲストスピー

カー）

第6回

地域福祉分野②（振り返りとまとめ）第7回

児童福祉分野①（児童相談所からゲストスピーカー）第8回

児童福祉分野②（振り返りとまとめ）第9回

高齢者福祉分野（施設見学の報告とまとめ）第10回

障害者福祉分野（施設見学の報告とまとめ）第11回

2011年度実習生による報告（児童・高齢）第12回

2011年度実習生による報告（障害・地域）第13回

実習に関連する心配・不安・気がかり等とそれらへの対

処法

第14回

振り返りと今後の課題第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、コミュニケーションペーパー、施設見学の計画

書および報告、分野別レポート等を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、社会福祉士課程の実習関連科目の一つで、福祉現場での実習を行うための導入科目である。本科目では、第一に、実習とはどの

ようなものかを理解し、実習に際して何が重要か認識できるようにする。第二に、社会福祉のさまざまな分野・領域について概観し、福祉現場と

サービス利用者（潜在的利用者）の実態や課題について学ぶ。第三に、実習に向けて受講生各自が問題意識を整理し、自己理解を深めるととも

に、実習を行う領域と実習種別を決める。福祉の現場と実践について現実的な認識を深めるために、授業には、演習、福祉専門職や実習経験

者らゲストスピーカーの講義、施設訪問など多様な学習方法を取り入れる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉士課程の指定科目をできるだけ履修することが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

高齢者施設および障害（児）者施設への見学は、事前に見学計画書を作成し担当教員の指導を受けたうえで、授業時間外にグループ単位で行

う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導I (SB)

担当者名 /  Instructor 西村 清忠

12675

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．社会福祉援助技術現場実習の目的と概要について理解したうえで、自分自身にとっての実習の意義を明確に述べることができる。

２．福祉実践の現場と利用者の状況についての現実的な基礎知識をもち、３年次の現場実習にむけて、さらに何を学ぶべきかがわかる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業スケジュール、学習方法、レポート、施設見学、実

習先選定のプロセスと方法

第1回

支援すること・支援をうけること（体験学習）第2回

社会福祉実践及び社会福祉士とは 倫理綱領、自己覚知（ワークショップ）第3回

行政機関とその福祉サービス①（福祉事務所からゲスト

スピーカー）

第4回

行政機関とその福祉サービス②（振り返りとまとめ）第5回

地域福祉分野①（社会福祉協議会からのゲストスピー

カー）

第6回

地域福祉分野②（振り返りとまとめ）第7回

児童福祉分野①（児童相談所からゲストスピーカー）第8回

児童福祉分野②（振り返りとまとめ）第9回

高齢者福祉分野（施設見学の報告とまとめ）第10回

障害者福祉分野（施設見学の報告とまとめ）第11回

2011年度実習生による報告（児童・高齢）第12回

2011年度実習生による報告（障害・地域）第13回

実習に関連する心配・不安・気がかり等とそれらへの対

処法

第14回

振り返りと今後の課題第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、コミュニケーションペーパー、施設見学の計画

書および報告、分野別レポート等を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、精神保健福祉士課程の実習関連科目の一つで、福祉現場での実習を行うための導入科目である。本科目では、第一に、実習とは

どのようなものかを理解し、実習に際して何が重要か認識できるようにする。第二に、社会福祉のさまざまな分野・領域について概観し、福祉現

場とサービス利用者（潜在的利用者）の実態や課題について学ぶ。第三に、実習に向けて受講生各自が問題意識を整理し、自己理解を深める

とともに、実習を行う領域と実習種別を決める。福祉の現場と実践について現実的な認識を深めるために、授業には、演習、福祉専門職や実習

経験者らゲストスピーカーの講義、施設訪問など多様な学習方法を取り入れる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

精神保健福祉士課程の指定科目をできるだけ履修することが望ましい。

日常点評価は、授業への出席、演習への参加、施設見学、レポート、授業内小テスト等に基づいて行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に参考になる文献・雑誌等については情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

施設見学は、事前に見学計画書を作成し担当教員の指導を受けたうえで、授業時間外にグループ単位で行う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導I (SC)

担当者名 /  Instructor 水谷 祥子

12676

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．精神保健福祉援助技術現場実習の目的と概要について理解したうえで、自分自身にとっての実習の意義を明確に述べることができる。

２．福祉実践の現場と利用者の状況についての現実的な基礎知識をもち、３年次の現場実習にむけて、さらに何を学ぶべきかがわかる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業スケジュール、学習方法、施設見学、実習先選定

のプロセスと方法、自己覚知

第1回

精神に障害がある人を理解する第2回

精神保健福祉実践および精神保健福祉士の役割 倫理綱領第3回

生活支援のための社会資源第4回

精神科医療機関に関する基礎的理解第5回

精神科医療と医療・保健・福祉サービスについて（ゲスト

スピーカー）

第6回

地域生活支援施設に関する基礎的理解第7回

地域生活支援施設における福祉サービス（ゲストスピー

カー）

第8回

精神保健福祉実践に関する理解①援助課程第9回

精神保健福祉実践に関する理解②セルフヘルプグルー

プ

第10回

精神保健福祉分野について（施設見学の報告）第11回

精神保健福祉実践に関する理解③介護保険サービス第12回

精神保健福祉実践に関する理解④わが町の社会資源第13回

精神保健福祉における権利擁護第14回

振り返りと今後の課題、実習に関連する心配・不安・気が

かり等とそれらへの対処法

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、レポート、小テスト等を総合的に評価する。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、社会福祉士課程の実習関連科目の一つで、福祉現場での実習を行うための導入科目である。本科目では、第一に、実習とはどの

ようなものかを理解し、実習に際して何が重要か認識できるようにする。第二に、社会福祉のさまざまな分野・領域について概観し、福祉現場と

サービス利用者（潜在的利用者）の実態や課題について学ぶ。第三に、実習に向けて受講生各自が問題意識を整理し、自己理解を深めるととも

に、実習を行う領域と実習種別を決める。福祉の現場と実践について現実的な認識を深めるために、授業には、演習、福祉専門職や実習経験

者らゲストスピーカーの講義、施設訪問など多様な学習方法を取り入れる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉士課程の指定科目をできるだけ履修することが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

高齢者施設および障害（児）者施設への見学は、事前に見学計画書を作成し担当教員の指導を受けたうえで、授業時間外にグループ単位で行

う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導I (SD)

担当者名 /  Instructor 岡本 裕子

20184

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．社会福祉援助技術現場実習の目的と概要について理解したうえで、自分自身にとっての実習の意義を明確に述べることができる。

２．福祉実践の現場と利用者の状況についての現実的な基礎知識をもち、３年次の現場実習にむけて、さらに何を学ぶべきかがわかる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業スケジュール、学習方法、レポート、施設見学、実

習先選定のプロセスと方法

第1回

支援すること・支援をうけること（体験学習）第2回

社会福祉実践及び社会福祉士とは 倫理綱領、自己覚知（ワークショップ）第3回

行政機関とその福祉サービス①（福祉事務所からゲスト

スピーカー）

第4回

行政機関とその福祉サービス②（振り返りとまとめ）第5回

地域福祉分野①（社会福祉協議会からのゲストスピー

カー）

第6回

地域福祉分野②（振り返りとまとめ）第7回

児童福祉分野①（児童相談所からゲストスピーカー）第8回

児童福祉分野②（振り返りとまとめ）第9回

高齢者福祉分野（施設見学の報告とまとめ）第10回

障害者福祉分野（施設見学の報告とまとめ）第11回

2011年度実習生による報告（児童・高齢）第12回

2011年度実習生による報告（障害・地域）第13回

実習に関連する心配・不安・気がかり等とそれらへの対

処法

第14回

振り返りと今後の課題第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、コミュニケーションペーパー、施設見学の計画

書および報告、分野別レポート等を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、「社会福祉援助技術演習Ｉ」と連動して、「社会福祉援助技術現場実習」が充実したものとなるように事前の準備を行う。実習の目

的と意義を再確認し、実習計画をたてて実習に積極的に取り組めるようにする。また、実習中の学びをより深いものにするために、実習施設・機

関、利用者、福祉実践の理念や方法についての事前学習を行う。講義のほか、演習活動、グループ学習と報告、ゲストスピーカーによる講義、

施設訪問など多彩な内容である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を前年度に履修しておかなければならない。また、同年度に「社会福祉援助技術演習Ｉ」

と「社会福祉援助技術実習指導III」を履修することが必要である。さらに、「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に関わる

社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

実習受け入れ施設に事前訪問してオリエンテーションをうけ実習計画の協議をすることが望ましい（施設側の指示に従うこと）。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導II (SA)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

12897

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．現場実習の意義と目的、あり方について理解している。

２．実習分野のサービス利用者（潜在的利用者を含む）とその社会環境、福祉施設・機関、関連する法制度、社会福祉士の役割と業務について

の基本的な知識をもっている。

３．自分の思考・行動パターンや性格傾向への気づきを得るとともに、人と関わる基本的な技法を身につけている。

４．上記３点を踏まえた実習計画が完成し、現場実習にむけての実務的かつ心の準備ができている。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

事前学習①第2回

事前学習②第3回

事前学習③第4回

事前学習④第5回

事前学習⑤第6回

実習計画①第7回

実習計画②第8回

実習計画③第9回

実習懇談会第10回

実習計画④第11回

事前学習⑤第12回

実習直前準備①第13回

実習直前準備②第14回

実習直前準備③第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、毎授業で課される講義や討論等の内容をまと

めるミニレポート、実習計画書等を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、「社会福祉援助技術演習Ｉ」と連動して、「社会福祉援助技術現場実習」が充実したものとなるように事前の準備を行う。実習の目

的と意義を再確認し、実習計画をたてて実習に積極的に取り組めるようにする。また、実習中の学びをより深いものにするために、実習施設・機

関、利用者、福祉実践の理念や方法についての事前学習を行う。講義のほか、演習活動、グループ学習と報告、ゲストスピーカーによる講義、

施設訪問など多彩な内容である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を前年度に履修しておかなければならない。また、同年度に「社会福祉援助技術演習Ｉ」

と「社会福祉援助技術実習指導III」を履修することが必要である。さらに、「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に関わる

社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

実習受け入れ施設に事前訪問してオリエンテーションをうけ実習計画の協議をすることが望ましい（施設側の指示に従うこと）。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導II (SB)

担当者名 /  Instructor 岡本 裕子

12898

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．現場実習の意義と目的、あり方について理解している。

２．実習分野のサービス利用者（潜在的利用者を含む）とその社会環境、福祉施設・機関、関連する法制度、社会福祉士の役割と業務について

の基本的な知識をもっている。

３．自分の思考・行動パターンや性格傾向への気づきを得るとともに、人と関わる基本的な技法を身につけている。

４．上記３点を踏まえた実習計画が完成し、現場実習にむけての実務的かつ心の準備ができている。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

事前学習①第2回

事前学習②第3回

事前学習③第4回

事前学習④第5回

事前学習⑤第6回

実習計画①第7回

実習計画②第8回

実習計画③第9回

実習懇談会第10回

実習計画④第11回

事前学習⑤第12回

実習直前準備①第13回

実習直前準備②第14回

実習直前準備③第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、毎授業で課される講義や討論等の内容をまと

めるミニレポート、実習計画書等を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、「社会福祉援助技術演習Ｉ」と連動して、「社会福祉援助技術現場実習」が充実したものとなるように事前の準備を行う。実習の目

的と意義を再確認し、実習計画をたてて実習に積極的に取り組めるようにする。また、実習中の学びをより深いものにするために、実習施設・機

関、利用者、福祉実践の理念や方法についての事前学習を行う。講義のほか、演習活動、グループ学習と報告、ゲストスピーカーによる講義、

施設訪問など多彩な内容である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を前年度に履修しておかなければならない。また、同年度に「社会福祉援助技術演習Ｉ」

と「社会福祉援助技術実習指導III」を履修することが必要である。さらに、「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に関わる

社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

実習受け入れ施設に事前訪問してオリエンテーションをうけ実習計画の協議をすることが望ましい（施設側の指示に従うこと）。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導II (SC)

担当者名 /  Instructor 廣末 利弥

12899

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．現場実習の意義と目的、あり方について理解している。

２．実習分野のサービス利用者（潜在的利用者を含む）とその社会環境、福祉施設・機関、関連する法制度、社会福祉士の役割と業務について

の基本的な知識をもっている。

３．自分の思考・行動パターンや性格傾向への気づきを得るとともに、人と関わる基本的な技法を身につけている。

４．上記３点を踏まえた実習計画が完成し、現場実習にむけての実務的かつ心の準備ができている。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

事前学習①第2回

事前学習②第3回

事前学習③第4回

事前学習④第5回

事前学習⑤第6回

実習計画①第7回

実習計画②第8回

実習計画③第9回

実習懇談会第10回

実習計画④第11回

事前学習⑤第12回

実習直前準備①第13回

実習直前準備②第14回

実習直前準備③第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、毎授業で課される講義や討論等の内容をまと

めるミニレポート、実習計画書等を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、「社会福祉援助技術演習Ｉ」と連動して、「社会福祉援助技術現場実習」が充実したものとなるように事前の準備を行う。実習の目

的と意義を再確認し、実習計画をたてて実習に積極的に取り組めるようにする。また、実習中の学びをより深いものにするために、実習施設・機

関、利用者、福祉実践の理念や方法についての事前学習を行う。講義のほか、演習活動、グループ学習と報告、ゲストスピーカーによる講義、

施設訪問など多彩な内容である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を前年度に履修しておかなければならない。また、同年度に「社会福祉援助技術演習Ｉ」

と「社会福祉援助技術実習指導III」を履修することが必要である。さらに、「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に関わる

社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

実習受け入れ施設に事前訪問してオリエンテーションをうけ実習計画の協議をすることが望ましい（施設側の指示に従うこと）。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導II (SD)

担当者名 /  Instructor 山田 尋志

12900

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．現場実習の意義と目的、あり方について理解している。

２．実習分野のサービス利用者（潜在的利用者を含む）とその社会環境、福祉施設・機関、関連する法制度、社会福祉士の役割と業務について

の基本的な知識をもっている。

３．自分の思考・行動パターンや性格傾向への気づきを得るとともに、人と関わる基本的な技法を身につけている。

４．上記３点を踏まえた実習計画が完成し、現場実習にむけての実務的かつ心の準備ができている。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

事前学習①第2回

事前学習②第3回

事前学習③第4回

事前学習④第5回

事前学習⑤第6回

実習計画①第7回

実習計画②第8回

実習計画③第9回

実習懇談会第10回

実習計画④第11回

事前学習⑤第12回

実習直前準備①第13回

実習直前準備②第14回

実習直前準備③第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、毎授業で課される講義や討論等の内容をまと

めるミニレポート、実習計画書等を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、「社会福祉援助技術演習Ｉ」と連動して、「社会福祉援助技術現場実習」が充実したものとなるように事前の準備を行う。実習の目

的と意義を再確認し、実習計画をたてて実習に積極的に取り組めるようにする。また、実習中の学びをより深いものにするために、実習施設・機

関、利用者、福祉実践の理念や方法についての事前学習を行う。講義のほか、演習活動、グループ学習と報告、ゲストスピーカーによる講義、

施設訪問など多彩な内容である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導Ｉ」を前年度に履修しておかなければならない。また、同年度に「社会福祉援助技術演習Ｉ」

と「社会福祉援助技術実習指導III」を履修することが必要である。さらに、「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に関わる

社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

実習受け入れ施設に事前訪問してオリエンテーションをうけ実習計画の協議をすることが望ましい（施設側の指示に従うこと）。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導II (SE)

担当者名 /  Instructor 池添 素

12901

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．現場実習の意義と目的、あり方について理解している。

２．実習分野のサービス利用者（潜在的利用者を含む）とその社会環境、福祉施設・機関、関連する法制度、社会福祉士の役割と業務について

の基本的な知識をもっている。

３．自分の思考・行動パターンや性格傾向への気づきを得るとともに、人と関わる基本的な技法を身につけている。

４．上記３点を踏まえた実習計画が完成し、現場実習にむけての実務的かつ心の準備ができている。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

事前学習①第2回

事前学習②第3回

事前学習③第4回

事前学習④第5回

事前学習⑤第6回

実習計画①第7回

実習計画②第8回

実習計画③第9回

実習懇談会第10回

実習計画④第11回

事前学習⑤第12回

実習直前準備①第13回

実習直前準備②第14回

実習直前準備③第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の授業への取り組み状況（出席、参加度）、毎授業で課される講義や討論等の内容をまと

めるミニレポート、実習計画書等を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、「社会福祉援助技術演習」と連動しており、「社会福祉援助技術現場実習」の事後学習として位置づけられる。各自が実習の内容と

そこで学んだことについてクラスで報告し、他の受講生と教員からのフィードバックを得て振り返りを行うなかで、問題についての理解を深め、自

分自身への気づきを得る場とする。実習中に感じた疑問や新たに気づいた問題についての学習も行う。また、実習全体を評価して、達成できた

ことを確認するとともに、今後の課題についても検討する。さらに、実習報告書『轍』の作成と実習報告会を通して、実習の成果をまとめ、他の施

設・機関や他分野で実習した人と学びを共有する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導I」を前年度に履修することと、「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術実習指導

Ⅱ」「社会福祉援助技術現場実習」を同年度に履修することが必要である。また「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に

関わる社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導III (SA)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

12926

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．福祉サービスの利用者や住民、地域を理論やモデルの基づいて理解し、問題の解決・予防、状況改善のための具体的な方法（福祉実践）を

提案することができる。

２．実習先分野で社会福祉士に求められる基本的スキルを身につけている。また今後、自分が取り組む課題を把握できている。

３．個別の問題の背景にある社会構造や経緯についての理解を踏まえ、わが国の社会福祉制度・政策について長所と改善すべき点について述

べることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

実習の振り返り第2回

実習報告とグループスーパービジョン第3回

実習報告とグループスーパービジョン第4回

実習報告とグループスーパービジョン第5回

実習報告とグループスーパービジョン第6回

実習報告会準備、課題についての学習第7回

実習報告会準備、課題についての学習第8回

実習報告会準備、課題についての学習第9回

実習報告書『轍』作成準備第10回

実習報告会①第11回

実習報告会②第12回

実習報告会の振り返りと補足第13回

実習報告書『轍』の見直し第14回

実習の総括と今後の課題第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常的な授業における取組状況（出席、参加度）、実習報告の内容、実習報告会準備への参

画、実習報告書『轍』の内容を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、「社会福祉援助技術演習」と連動しており、「社会福祉援助技術現場実習」の事後学習として位置づけられる。各自が実習の内容と

そこで学んだことについてクラスで報告し、他の受講生と教員からのフィードバックを得て振り返りを行うなかで、問題についての理解を深め、自

分自身への気づきを得る場とする。実習中に感じた疑問や新たに気づいた問題についての学習も行う。また、実習全体を評価して、達成できた

ことを確認するとともに、今後の課題についても検討する。さらに、実習報告書『轍』の作成と実習報告会を通して、実習の成果をまとめ、他の施

設・機関や他分野で実習した人と学びを共有する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導I」を前年度に履修することと、「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術実習指導

Ⅱ」「社会福祉援助技術現場実習」を同年度に履修することが必要である。また「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に

関わる社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導III (SB)

担当者名 /  Instructor 岡本 裕子

12927

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．福祉サービスの利用者や住民、地域を理論やモデルの基づいて理解し、問題の解決・予防、状況改善のための具体的な方法（福祉実践）を

提案することができる。

２．実習先分野で社会福祉士に求められる基本的スキルを身につけている。また今後、自分が取り組む課題を把握できている。

３．個別の問題の背景にある社会構造や経緯についての理解を踏まえ、わが国の社会福祉制度・政策について長所と改善すべき点について述

べることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

実習の振り返り第2回

実習報告とグループスーパービジョン第3回

実習報告とグループスーパービジョン第4回

実習報告とグループスーパービジョン第5回

実習報告とグループスーパービジョン第6回

実習報告会準備、課題についての学習第7回

実習報告会準備、課題についての学習第8回

実習報告会準備、課題についての学習第9回

実習報告書『轍』作成準備第10回

実習報告会①第11回

実習報告会②第12回

実習報告会の振り返りと補足第13回

実習報告書『轍』の見直し第14回

実習の総括と今後の課題第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常的な授業における取組状況（出席、参加度）、実習報告の内容、実習報告会準備への参

画、実習報告書『轍』の内容を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、「社会福祉援助技術演習」と連動しており、「社会福祉援助技術現場実習」の事後学習として位置づけられる。各自が実習の内容と

そこで学んだことについてクラスで報告し、他の受講生と教員からのフィードバックを得て振り返りを行うなかで、問題についての理解を深め、自

分自身への気づきを得る場とする。実習中に感じた疑問や新たに気づいた問題についての学習も行う。また、実習全体を評価して、達成できた

ことを確認するとともに、今後の課題についても検討する。さらに、実習報告書『轍』の作成と実習報告会を通して、実習の成果をまとめ、他の施

設・機関や他分野で実習した人と学びを共有する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導I」を前年度に履修することと、「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術実習指導

Ⅱ」「社会福祉援助技術現場実習」を同年度に履修することが必要である。また「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に

関わる社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導III (SC)

担当者名 /  Instructor 廣末 利弥

12928

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．福祉サービスの利用者や住民、地域を理論やモデルの基づいて理解し、問題の解決・予防、状況改善のための具体的な方法（福祉実践）を

提案することができる。

２．実習先分野で社会福祉士に求められる基本的スキルを身につけている。また今後、自分が取り組む課題を把握できている。

３．個別の問題の背景にある社会構造や経緯についての理解を踏まえ、わが国の社会福祉制度・政策について長所と改善すべき点について述

べることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

実習の振り返り第2回

実習報告とグループスーパービジョン第3回

実習報告とグループスーパービジョン第4回

実習報告とグループスーパービジョン第5回

実習報告とグループスーパービジョン第6回

実習報告会準備、課題についての学習第7回

実習報告会準備、課題についての学習第8回

実習報告会準備、課題についての学習第9回

実習報告書『轍』作成準備第10回

実習報告会①第11回

実習報告会②第12回

実習報告会の振り返りと補足第13回

実習報告書『轍』の見直し第14回

実習の総括と今後の課題第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常的な授業における取組状況（出席、参加度）、実習報告の内容、実習報告会準備への参

画、実習報告書『轍』の内容を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、「社会福祉援助技術演習」と連動しており、「社会福祉援助技術現場実習」の事後学習として位置づけられる。各自が実習の内容と

そこで学んだことについてクラスで報告し、他の受講生と教員からのフィードバックを得て振り返りを行うなかで、問題についての理解を深め、自

分自身への気づきを得る場とする。実習中に感じた疑問や新たに気づいた問題についての学習も行う。また、実習全体を評価して、達成できた

ことを確認するとともに、今後の課題についても検討する。さらに、実習報告書『轍』の作成と実習報告会を通して、実習の成果をまとめ、他の施

設・機関や他分野で実習した人と学びを共有する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導I」を前年度に履修することと、「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術実習指導

Ⅱ」「社会福祉援助技術現場実習」を同年度に履修することが必要である。また「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に

関わる社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導III (SD)

担当者名 /  Instructor 山田 尋志

12929

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．福祉サービスの利用者や住民、地域を理論やモデルの基づいて理解し、問題の解決・予防、状況改善のための具体的な方法（福祉実践）を

提案することができる。

２．実習先分野で社会福祉士に求められる基本的スキルを身につけている。また今後、自分が取り組む課題を把握できている。

３．個別の問題の背景にある社会構造や経緯についての理解を踏まえ、わが国の社会福祉制度・政策について長所と改善すべき点について述

べることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

実習の振り返り第2回

実習報告とグループスーパービジョン第3回

実習報告とグループスーパービジョン第4回

実習報告とグループスーパービジョン第5回

実習報告とグループスーパービジョン第6回

実習報告会準備、課題についての学習第7回

実習報告会準備、課題についての学習第8回

実習報告会準備、課題についての学習第9回

実習報告書『轍』作成準備第10回

実習報告会①第11回

実習報告会②第12回

実習報告会の振り返りと補足第13回

実習報告書『轍』の見直し第14回

実習の総括と今後の課題第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常的な授業における取組状況（出席、参加度）、実習報告の内容、実習報告会準備への参

画、実習報告書『轍』の内容を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、「社会福祉援助技術演習」と連動しており、「社会福祉援助技術現場実習」の事後学習として位置づけられる。各自が実習の内容と

そこで学んだことについてクラスで報告し、他の受講生と教員からのフィードバックを得て振り返りを行うなかで、問題についての理解を深め、自

分自身への気づきを得る場とする。実習中に感じた疑問や新たに気づいた問題についての学習も行う。また、実習全体を評価して、達成できた

ことを確認するとともに、今後の課題についても検討する。さらに、実習報告書『轍』の作成と実習報告会を通して、実習の成果をまとめ、他の施

設・機関や他分野で実習した人と学びを共有する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目の履修にあたり、「社会福祉援助技術実習指導I」を前年度に履修することと、「社会福祉援助技術演習Ｉ」「社会福祉援助技術実習指導

Ⅱ」「社会福祉援助技術現場実習」を同年度に履修することが必要である。また「社会福祉援助技術論」「ソーシャルワーク論」および実習分野に

関わる社会福祉士指定科目を履修していることが望ましい。

日常点評価は、評価基準に基づいて厳しく行う。

欠席１回１点、遅刻0.5点、レポート提出なし１点、レポート提出遅れ0.5点で減点を行い、5点以上減点となった場合に不合格となる。

授業中に情報提供する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に情報提供する。

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術実習指導III (SE)

担当者名 /  Instructor 池添 素

12930

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．福祉サービスの利用者や住民、地域を理論やモデルの基づいて理解し、問題の解決・予防、状況改善のための具体的な方法（福祉実践）を

提案することができる。

２．実習先分野で社会福祉士に求められる基本的スキルを身につけている。また今後、自分が取り組む課題を把握できている。

３．個別の問題の背景にある社会構造や経緯についての理解を踏まえ、わが国の社会福祉制度・政策について長所と改善すべき点について述

べることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入第1回

実習の振り返り第2回

実習報告とグループスーパービジョン第3回

実習報告とグループスーパービジョン第4回

実習報告とグループスーパービジョン第5回

実習報告とグループスーパービジョン第6回

実習報告会準備、課題についての学習第7回

実習報告会準備、課題についての学習第8回

実習報告会準備、課題についての学習第9回

実習報告書『轍』作成準備第10回

実習報告会①第11回

実習報告会②第12回

実習報告会の振り返りと補足第13回

実習報告書『轍』の見直し第14回

実習の総括と今後の課題第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常的な授業における取組状況（出席、参加度）、実習報告の内容、実習報告会準備への参

画、実習報告書『轍』の内容を総合的に評価する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

社会福祉活動（ソーシャルワーク）とその社会福祉領域での相談援助活動の基盤および専門職（相談援助職）について以下の内容で学ぶ。国民

の生活問題および社会福祉活動の対象である社会福祉課題の現実、公的社会福祉制度と社会福祉活動との必要性を学ぶ。社会福祉活動・相

談援助活動の現実の展開の基本を学ぶ。社会福祉活動・相談援助活動の原理（概念、理念、構造）を、歴史的形成過程、生活問題を解決・緩和

する国民のイニシアティブ、国家による制度の関係の角度から学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会保障論、社会福祉六法に関する各福祉論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会福祉援助技術論 (S)  §  社会福祉援助技術論I (S)  §  社会福祉援助技術論I (SG)  §  社会

福祉援助技術論 (SG)

担当者名 /  Instructor 小川 栄二

12582

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・社会福祉活動の対象となる国民生活問題を理解する。

・社会福祉活動の原理と概念および範囲を理解する。

・社会福祉活動の基礎的知識と理論を理解する。

・社会福祉専門職制度と社会福祉従事者の歴史、現状、理念を学ぶ。

・社会福祉士の役割(総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む)と意義について理解する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

1  ①授業の概要と導入　②社会福祉活動・相談援助を

理解するための導入事例(1) 

生活の困りごと、生活問題、ニーズ、労働と生活、社会

問題 

1

2  社会福祉活動・相談援助を理解するための導入事例

(2) 

社会福祉資源 、社会福祉制度、社会福祉活動、相談援

助

2

3  社会福祉制度、社会福祉活動の構造(1)  生活問題、ニーズ、社会福祉制度、社会福祉の主体、

社会福祉活動、相談援助

3

4  社会福祉制度、社会福祉活動の構造(2)  地域活動、社会資源(相談機関、社会福祉施設)、人材

(社会福祉労働者・ボランティア)  

4

5  社会福祉活動を必要とする問題状況とその対応およ

び資源(1) 

生活問題の発生、危機、生活の再設計  5

6  社会福祉活動を必要とする問題状況とその対応およ

び資源(2)  

児童の社会的養護、高齢者、障害者、在宅ケア、施設

ケア

6

7  社会福祉活動を必要とする問題状況とその対応およ

び資源(3)

ネットワーク、地域、ボランティア、ターミナルケア7

8  社会福祉活動の考え方と構成要素(1) 社会福祉活動の類型、社会福祉活動・相談援助の諸機

能、基本的人権、契約と権利、ノーマライゼーション、社

会的包摂、自立 

8

9  社会福祉活動の考え方と構成要素(2) ゼネリックとスペシフィック、ジェネラリスト、共通基盤、

価値と倫理

9

10  社会福祉活動の歴史と理論(1) 本源的蓄積、救貧法、産業革命、貧困、慈善事業、ソー

シャルワーク、ＣＯＳ、セツルメント

10

11  社会福祉活動の歴史と理論(2) ミルフォード会議、統合化、世界恐慌、ニューディール、

社会保障、診断主義、機能主義、折衷主義、ベヴァリッ

ジ報告、福祉国家 、ノーマライゼーション

11

12  日本の社会福祉活動(1) 第二次大戦、ＧＨＱ、日本国憲法、基本的人権、社会福

祉事業法、社会福祉論争、社会福祉主事、５法ワー

カー、専門職

12

13  日本の社会福祉活動(2) 1970年中旬～ 福祉見直し、在宅福祉、多元化、ケアマネジメント、チー

ムアプローチ、社会福祉基礎構造改革、契約制度、権

利擁護、社会的排除、反貧困運動

13

14  相談援助専門職と社会福祉労働(1) 専門職制度、社会福祉士制度、分業と協業14

15  相談援助専門職と社会福祉労働(2) 専門職と価値・倫理、社会福祉労働過程、主体形成、制

度形成

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.



2011 年度シラバス立命館大学

特に定めません。

社会福祉士養成講座編集委員会『新・社会福祉士養成講座⑥相談援助の基盤と専門職第２版』中央法規 2010年

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・現在、社会で生じている「福祉問題」について注目し、日常的に考察してください。

・関心をもったテーマについて、文献・資料を集め、研究素材としてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

定期試験（筆記） 筆記試験による80 ％

平常点評価 随時の提出物、コミュニケーションペーパによる。20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義の目的は、社会福祉実践（ソーシャルワーク）に必要な専門性の礎を築くことである。講義内容は、ソーシャルワークの基本的な考え方や

視点、実践に必要な理論や専門技術などについてである。ソーシャルワークは、個人から地域、政策までさまざまなレベルで展開されているが、

本講義ではソーシャルワークの全体像を視野に入れつつ、個人、家族、グループへの支援に焦点をあてて学習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉士課程の指定科目を可能なかぎり履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業は、教科書を読んだことを前提に進めるので、毎回、教科書の指定箇所を読んでくること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本社会福祉士会　http://www.jacsw.or.jp/

単位数 /  Credit 2

ソーシャルワーク論 (S)  §  社会福祉援助技術論II (S)  §  社会福祉援助技術論II (SG)  §  ソー

シャルワーク論 (SG)

担当者名 /  Instructor 岡田 まり

11523

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ソーシャルワークの専門性と役割について説明できる。

・ソーシャルワーク実践のプロセスと方法について述べることができる。

・ソーシャルワーカーが常に遵守しなければならないことを述べることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中には講義だけでなく演習を行うこともあるので主体的な参加が重要である。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『新・社会福祉士養成講座７　相談援助の理論と

方法I』

社会福祉士養成講座編集委員会編／中央法規／978-4-8058-3107-6／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ソーシャルワークとは 定義、目的、目標、方法、構成要素第1回

ソーシャルワークの分野・領域 実践領域、対象とする社会問題第2回

相談援助の構造と機能① 視点、基本的な考え方、第3回

相談援助の構造と機能② 役割・機能第4回

援助関係 原則、機能・役割、自己覚知第5回

援助の展開課程① インテーク、アセスメント、計画、計画の実施、モニタリン

グ、評価、開発

事例

第6回

援助の展開課程② インテーク、アセスメント、計画、計画の実施、モニタリン

グ、評価、開発

第7回

アウトリーチ、契約 アウトリーチ、契約第8回

アセスメント 援助関係、面接、情報第9回

介入 方法、理論、レパートリー第10回

モニタリング、評価 モニタリング、再アセスメント、効果測定、サービス開発第11回

面接 面接の形態、コミュニケーション・スキル第12回

記録 記録の目的、種類、方法第13回

交渉、スーパービジョン 交渉、エンパワメント、スーパービジョンの種類と方法第14回

確認テスト（60分）と解説（30分）第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業内容について理解し、自分の言葉で説明できるか、また、それらの知識を応用することが

できるか、小レポートおよびテストによって評価する。

100 ％
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 その他 /  Others

メール：m-okada@ss.ritsumei.ac.jp

個人研究室：修学館307&356号室(直通電話466-3371）

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講ではコミュニティケアに関する基礎的な理解を以下の3点から求める。①コミュニティケアの系譜および概念の整理・検討を、イギリスなどに

おける国際動向および日本における実態と課題に照らして検討する。②社会福祉の構造的把握からコミュニティケアを考察する。特に、障害者

福祉における地域福祉実践の構造的理解を基礎にして、コミュニティケアを福祉援助の技術論的アプローチとともに、地域社会での生活を支え

る福祉、構成員すべての人間的発達を保障する視点から考察する。③ノーマライゼーションの視点からコミュニティレベルのケアの体系化（計画

化）を提起する。福祉・医療・教育の各領域及びその協同、さらにはすべての構成員の社会参加と自己実現を基礎にして、総合的かつ横断的な

施策と計画の必要性をノーマライゼーションの視点から提起する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

地域福祉論、児童福祉論、老人福祉論、障害者福祉論、国際福祉社会論（それぞれ、少なくとも同時履修が望ましい）。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生が居住する地域社会の福祉問題について、日常的な関心を持って講義に望んでもらいたい。

単位数 /  Credit 2

コミュニティケア論 (S)  §  社会福祉援助技術論III (SG)  §  社会福祉援助技術論III (S)  §  コミュ

ニティケア論 (SG)

担当者名 /  Instructor 黒田 学

10738

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．コミュニティケアに関する基礎知識の習得と系統的理解

２．コミュニティにおける福祉課題に対する問題意識の形成

３．コミュニティケアの関連領域を踏まえての総合的理解 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに　―講義を始めるにあたって―  

１．コミュニティケアとは　（１）概念の検討と整理  

コミュニティ、アソシエーション、ケア、施設ケアと在宅ケ

ア

第1回

１．コミュニティケアとは　（２）イギリスの政策動向と系譜

①  

シーボーム報告、グリフィス報告、コミュニティケア法第2回

１．コミュニティケアとは　（２）イギリスの政策動向と系譜

②

ケアマネジメント、新自由主義政策第3回

１．コミュニティケアとは　（２）イギリスの政策動向と系譜

③

福祉ミックス、ニューレイバー、シュアスタート第4回

１．コミュニティケアとは　（３）国際社会における展開 ノーマライゼーション、社会的排除、インクルージョン、

CBR 

第5回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（１）政策展

開と実際①

高度経済成長期、コミュニティ政策、住民主体の原則、

地域社会の構造変動

第6回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（１）政策展

開と実際②

ゴールドプラン、地方分権、福祉のまちづくり第7回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（１）政策展

開と実際③

社会福祉基礎構造改革、介護保険制度第8回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（１）政策展

開と実際④

ケアマネジメント、支援費制度、障害者自立支援法第9回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（２）構造的

把握の意味 

三元構造論、生活の社会化論 第10回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（３）地域福

祉計画

社会福祉法、地域福祉計画、社会福祉協議会第11回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（４）高齢者

福祉と計画

高齢者の孤独死と自殺、老老介護、ケアプラン第12回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（５）障害者

福祉と計画

ノーマライゼーション、バリアフリー、コンフリクト 第13回

２．日本におけるコミュニティケアと福祉課題　（６）児童福

祉と計画

児童虐待、少子化対策、子どもの権利第14回

３．コミュニティケアの展望と課題　―あらためてコミュニ

ティケアを考える、まとめにかえて―

住民参加、共同と連帯、発達保障第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容に関する基礎知識の習得と論理的思考。60 ％



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない。

その他、講義中に適宜指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

各自治体（地域福祉計画等の資料）および厚生労働省のホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）。その他、講義中に適宜指示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会福祉に関する専門的な内容を多く含むため、社会福祉関連の科目を同時履修または既修であることが望ましい。講義への出席を通じて自

分の頭で考え問題意識を高め、基礎的な事項への理解を深めてほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害のある子ども・家族とコミュニティケア 黒田学、渡邉武編 ／クリエイツかもがわ／978-4863420366 ／

イギリスのコミュニティケアと介護者―介護者支

援の国際的展開

三富紀敬／ミネルヴァ書房／978-4623052196／

平常点評価 講義内容に対する問題意識の形成と積極的受講。３分の２以上の授業に出席し、レポート（コ

ミュニケーションペーパー）を提出した者のみ成績評価の対象とする。

40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この講義では、福祉計画の史的展開とその背景について学ぶとともに、「地域福祉計画｣の概要、策定方法、他の計画との関係、評価、財政など

について学ぶ。国による社会福祉に関わる改革の内容と意義を踏まえたうえで、21世紀の社会福祉を推進する上で焦点が当てられている地域

（都道府県、市町村など)による福祉計画の可能性について考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

テキストに沿って授業を進めるので、必ず購入の上授業に持参すること。

授業中に適宜、提示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日ごろから新聞・雑誌などに目を通し、私たちの生活に関わる問題や、福祉に関わる動向に関心を持つようにすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉計画論 (S)  §  社会福祉援助技術論IV (SG)  §  社会福祉援助技術論IV (S)  §  福祉計画

論 (SG)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

12124

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）福祉計画に関わる基本的な歴史、制度についての理解

（2）地域福祉計画の基本的な概念についての理解

（3）地域福祉計画の意義と重要性についての理解

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

オフィスアワー

事前にアポイントをとることが望ましい。　chasegaw@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域福祉計画 武川正吾編／有斐閣／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

福祉計画論ではなにを学ぶのか 講義の導入、福祉計画を考える視点1

福祉計画の史的展開と社会背景（1） 福祉六法、ゴールドプラン、新ゴールドプラン、エンゼル

プラン、ノーマライゼーション、少子高齢化社会

2-3

福祉計画の史的展開と社会背景（2） 社会福祉基礎構造改革、措置から契約（利用制度）へ、

地域福祉の推進

4-5

地域福祉計画の理念と内容 総合化、住民参加、市町村、都道府県5

地域福祉計画と関連計画 地域総合計画、社会計画6-7

地域福祉における必要（ニーズ）と資源 在宅福祉、ニーズの判定と問題8

地域福祉計画の策定プロセス 課題、理念、目的、課題の解決、実践9

課題の発見と目標の設定 地域診断、必要（ニーズ）把握の技法、参加型調査10

住民参加の技法 住民参加による検討、必要の把握、福祉学習、コミュニ

ティ・ミーティング

11

地域福祉計画における評価 評価方法、評価の実際12

地域福祉計画と財政 計画行政、予算、財源、民間財源、自治体財政13-14

地域による社会福祉計画の可能性 地方分権、住民参加、当事者参加、ガバナンス15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に照らして評価する。70 ％

平常点評価 授業中に適宜、理解度を確認するための小テストを実施する。30 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

社会福祉は今は私たちの生活にとって必要不可欠な社会資源となっています。福祉の仕事に就く人に取ってだけではなく、生活者にとっての社

会福祉の意義と成り立ちについて歴史的かつ現実的に考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ビデオを多用しながら、社会福祉の多様な現場とその奥の深さを考えます。また講義では考えるテーマを出して受講者に思考訓練を行ってもら

います。

単位数 /  Credit 2

社会福祉概論 (S)  §  社会福祉論 (S)  §  社会福祉原論 (SG)

担当者名 /  Instructor 石倉 康次

11358

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会の中での社会福祉の位置と役割について過去・現在・未来の歴的・現代的視点から捉える視点の獲得をめざします。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

欠席がないことを要請します。続けて出席することで理解が深まるように、授業を組み立てています。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現場がつくる新しい社会福祉  総合社会福祉研究所 ／かもがわ出版／／石倉も執筆しています

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入：本講義でのねらいや受講の心得について説明した

あと、社会福祉の意味を概説する

１

共同社会のなかでの福祉的営みの必須性を考える ボノボ、共同社会２

資本主義的生産の浸透による家族と地域社会における

自生的な共同関係の衰退

合掌造り、複合家族、直系家族、核家族 、地域社会３

共同関係の衰退と貧困化から社会福祉形成の歴史的前

提を考える

資本主義、労働力の商品化、国・地方自治体、民間非

営利組織

４

義務教育で権利としての社会保障・社会福祉について何

を学びましたか？

出産手当、育児手当、医療保障、老後保障、障害者福

祉、スウェーデンの中学生がまなぶ「公民科」教科書

５

社会福祉問題の現代的広がり～児童・青少年問題の今

～ 

児童相談所、家庭裁判所調査官 ６

認知症の人と向き合う 痴呆、認知症、デイケア７

当事者が語る若年認知症の世界 若年認知症、スティグマ、残存能力、ケアパートナー８

社会福祉援助が必要となる場面での自己と他者関係 ミード、Iとme、社会統制、自我意識の獲得９

地域福祉と権利擁護の課題 消費者被害、一人暮らし、悪質商法、地域福祉権利擁

護事業、成年後見

１０

貧困・格差拡大と社会福祉 格差社会、非正規雇用、子どもの貧困、障害者の貧

困、移民労働者

１１

社会福祉の三元構造と市場化 対象、運動、政策主体 １２

社会福祉従事者と社会福祉法人、社会福祉協議会、地

方自治体、国の役割と責任

社会福祉従事者、資格制度、社会福祉法人１３

当事者組織と社会福祉運動と社会福祉研究運動 社会運動、当事者運動１４

まとめと講義内容についての質問を受け付け必要な補足

説明を行う

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の理解度を問う期末試験によって評価します。70 ％

平常点評価 講義に出席して教室で出すテーマをどれくらい考えて、コミュニケーションペーパーを提出してく

れたかで評価します。 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

講義の場やメールで連絡をとってください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、社会保障制度を考察するのに当たり、その内容を総論と各論とに分け、それぞれについて解説する。具体的な内容は以下の通り

である。

(1)　社会保障制度総論：①社会保障制度の理念・概念・対象、社会保障制度の体系(社会保険、公的扶助、公衆衛生・医療、社会保障関連制

度)、③社会保障の機能(生存権･ 低生活の制度的保障(ナショナル・ミニマムの保障)、所得再分配、生活と経済の安定化、社会的統合)、④社

会保障財源

(2)　社会保障制度各論：①年金制度、②医療保険制度。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代と福祉。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会保障関係情報の収集(新聞、テレビ、雑誌、インターネット)。社会保障制度の各種の問題点・課題に関する文献学習。

単位数 /  Credit 2

社会保障論 (S)  §  社会保障論 (SG)

担当者名 /  Instructor 城下 賢一

10394

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義は現在の日本の社会保障制度を体系的に把握し、その現代的課題について考察することを基本目標とする。具体的な達成目標は以下

の通りである。

 (1)　必要に応じて、外国の社会保障制度を取り上げ、日本の社会保障制度との相対比較を行う素養を身につける。

（2）社会保障制度の課題として取り上げられている様々なトピックス－社会保障費の「国民負担率増大抑制」論、「高齢化社会危機」論、「公的年

金加入の損得」論など－を概観し、制度の課題について理解を深め、課題に対する解決策を考察する力を培う。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会保障制度の理念と範囲 大きな政府、小さい政府、社会保障制度審議会「50年勧

告」、選別主義と普遍主義

1

社会保障制度の機能 選別主義・普遍主義、 生存権、所得再分配、社会的統

合、多様なライフスタイル、少子高齢化と社会的サポー

ト

2

少子高齢化と社会的サポートの国際比較 日本とスウェーデン、育児休業・給付、児童手当、保育

所

3

社会的不平等とその実態 社会階層、経済資本、文化資本、所得再分配制度、ア

ファーマティブ・アクション

4

女性と貧困 高齢単身世帯、シングルマザー、生活保護、養育費、貧

困の連鎖

5

社会保障財政の現状と問題 社会保障給付費、国民負担率、「高齢化社会＝危機」

論、「純負担」、社会保障制度への投資効果

6

所得保障と年金制度 私的扶養の限界、近視眼性、市場の失敗、経済変動、2

階建て方式、給付スライド、被保険者、保険料、国庫負

担、保険料納付減免除制度

7

基礎年金制度の仕組み 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金8

基礎年金制度の問題と解決策 国民年金空洞化問題、社会保険方式の修正、税方式9

厚生年金制度の仕組み 被保険者、標準報酬、 老齢厚生年金、障害厚生年金、

遺族厚生年金

10

厚生年金制度の問題と解決策 世代間の給付/保険料の倍率、積立方式、賦課方式、

保険料固定方式

11

医療保険制度の概要 民間医療保険の限界、アメリカの医療保険、国民医療

費、地域保険と職域保険療養の給付、現物給付、現金

給付、公費負担医療、医療保険の財源

12

医療保険制度給付の内容 療養の給付、訪問看護療養費、入院時食事療養費、入

院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、高額療

養費、移送費、出産育児一時金、出産手当金、傷病手

当金、埋葬料、医療保険制度の財源

13

高齢者医療の概要、および、医療保険制度の問題と解決

策

後期高齢者医療制度、国民健康保険の滞納の要因、

国民健康保険制度の滞納対策(短期被保険証、資格証

明書)、国民健康保険制度の抜本改革

14

社会保障制度の発展要因と今後の社会保障制度 収斂化理論、ネオ・マルクス理論、民主主義・利益団体

論、国家中心理論、社会民主主義理論(権力資源論)・

福祉レジーム論

15



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国立社会保障・人口問題研究所・http://www.ipss.go.jp/。社会保障・福祉に関する 新データなどを得ることができる。

社会政策研究ネットワーク関西(SPSN関西) ・http://www.eonet.ne.jp/~aksugino/spsn/。社会保障・福祉に関する 新のトピックスを知る上で好

適。

 その他 /  Others

学生が授業に参加するにあたって守るべきルールとして、①積極的な質問、②携帯電話の禁止、③私語厳禁。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義は社会保障・福祉に関する制度・政策系科目の基礎となるものである。本講義を履修後、他の制度・政策系科目を履修することが望まし

い。また、社会保障の問題について当事者意識を持ち、自分なりにその解決策が提示できるように積極的に学習することが求められる。

基本的にオフィスアワーで対応する。連絡希望者は授業終了直後に相談日程について問い合わせること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『社会保障―論点・解説・展望(増補改訂版)』 木村敦編著／学文社／9784762017889／

『現代社会保障論―皆保障体制をめざして』 里見賢治／高菅出版／9784901793322／

『福祉社会 : 社会政策とその考え方(補訂3版)』 武川正吾／有斐閣／4641121192／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に沿って適切な解答がなされているかを基準に評価する。70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーを用いて平常点評価を行う。評価は、授業内容に関する適切なコメ

ントや質問がなされているかということを基準にして行う。

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

テーマ「すべての障害のある人にスポーツを」

障害のある人とスポーツについて、今日まで講師の実践を通し体験してきたことを中心に、講義と「障害のある人々のスポーツ活動」等に関する

ビデオ画像を通して、障害のある人々のスポーツ活動の実際を知り、社会参加の現状を理解し、障害のある人のスポーツ活動における、 より良

きパートナーとして、「障害のある人に何が出来るかではなく、どうしたら出来るか」を考えられる力を育んで欲しいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

＊論述1問とします。

＊確認テストを重視します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞なのでの障害のある人のスポーツに関する番組や記事を見て、メディアひいては、社会の理解度を認識する。

単位数 /  Credit 2

障害者とスポーツ (S)

担当者名 /  Instructor 水谷 裕

15849

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

＊障害のある人々の概念や問題を幅広く理解できる。

＊障害のある人々のスポーツに関する概念や問題を幅広く理解できる。

＊障害のある人々のスポーツをとおして社会のあり方を考えられる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講について

　＊授業は前の席にて受講すること。

　＊出席カード配布後の事由なき遅刻は認めない。

　＊講師は言語障害があるので、注意して聞くこと。

＊話の中にある意図を理解すること。

研究について

　＊障害のある人々の基礎的な知識を得た上で、スポーツ活動の現状やあり方を広い視野から見ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入、小レポート「障害のある人とスポー

ツ」について、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人とｽﾎﾟｰﾂに関する知識、体験等1

小レポートについて、講義「わが国における障害のある人

の実態と福祉の概要」、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人の人数･傾向,戦後の歴史等2

講義「障害について」、ﾋﾞﾃﾞｵ 障害の原因･症状等3

講義「障害を考える」、ﾋﾞﾃﾞｵ 障害の意味･とらえ方等4

講義「障害の受傷時期による相違」、小レポート｢水谷を

初めて見た時どう思ったか｣、ﾋﾞﾃﾞｵ  

障害のある人の葛藤･受容･心理等5

講義「障害のある人との関わるための留意点」、ﾋﾞﾃﾞｵ  障害のある人に対する言葉づかい･態度･考え方等 6

講義「障害のある人とスポーツ」、ﾋﾞﾃﾞｵ ｽﾎﾟｰﾂ観･残存能力･訓練との相違等 7

講義「障害のある人に何故スポーツ？」、ﾋﾞﾃﾞｵ 運動は動物存在の基礎条件等8

講義「障害者スポーツの歴史」、ﾋﾞﾃﾞｵ 時代的背景等9

講義「障害者スポーツの組織」、ﾋﾞﾃﾞｵ 施設･団体等10

講義「障害のある人のスポーツ権」、ﾋﾞﾃﾞｵ 背景にある<みんなのｽﾎﾟｰﾂ運動>等11

講義「障害のある人がスポーツをする意義」、ﾋﾞﾃﾞｵ スポーツの身体的･精神的・社会的等の効果 12

講義「障害のある人のスポーツを行うにあたって」、ﾋﾞﾃﾞｵ 阻害要因･視点等13

講義「障害のある人や家族の願いと今後の課題」、ﾋﾞﾃﾞｵ 人間的平等･発達保障等,指導者･環境･現状把握等14

確認テスト(60分)とまとめ(30分)等15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 特に言葉の言い回しなど、障害のある人を理解できているかを基本に、出題された課題につい

て論点が押さえられているかどうかを問います。

授業回数15回中、 低3分の1以上の出席を必要とし、満たない場合は不可とします。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

＊日本障害者スポーツ協会ＷＷＷページ

＊京都障害者スポーツ振興会ＷＷＷページ

＊京都市障害者スポーツセンターＷＷＷページ

＊京都障害者スポーツ指導者協議会ＷＷＷページ

＊その他、障害者スポーツ関係団体ＷＷＷページ多数あり 

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者スポーツ 日本リハビリテーション医学会スポーツ委員会編／医学書院 ／／障害のある人々の

スポーツに関する紹介本です。  

障害者とスポーツ 芝田徳造／文理閣／／本学名誉教授の著書で、京都での実践を通して書かれた本で

す。 

身体障害者のスポーツ指導の手引き  (財)日本障害者スポーツ協会編／株式会社ぎょうせい ／／身体に障害のある人に対

するスポーツ指導に関する本です。

障害者スポーツ指導教本 (財)日本障害者スポーツ協会編  ／株式会社ぎょうせい ／／初級・中級障害者スポー

ツ指導者養成にかかる教本です。

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Office総合（入門）』：Officeソフト総合演習...(SLクラスと同内容）

「情報リテラシーI」や「情報リテラシーII」に続く中級編。

　上級クラスは、『Office総合（中級）』（SJクラス）。

Microsoft Word、Microsoft Excelや、NETを別々の道具として使うのではなく、これらを組み合わせ、パソコンを効率的に使っていくにはどうすれ

ばよいかを学んでく。講義は、復習から始め、より実践的な総合演習へと進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

講義は、情報リテラシーI及び情報リテラシーIIの復習を含んでいる。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SA)  §  情報処理 (SA)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13160

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Windowsパソコンの基礎。

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実用的な使用方法。

パソコンの総合的な利用方法。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word復習  (文字とオブジェクト／書式／プリント・スクリーンの利用)

 

2

実習（１）  パソコン・マニュアル 3

Excel復習－１  (位置関係／表と計算／絶対参照） 4

Excel復習－２ (表示形式／関数(sum,average,count,if)／グラフ） 5

Excel復習－３ (復習と応用） 6

実習（２） Excelによる分析 7

Excel発展－１ (検索(vlookup)､文字列操作(len,mid,find)) 8

Excel発展－２ (エラー処理(isna)／検索応用) 9

Excel発展－３ (復習と応用) 10

実習（３） 検索実習 11

OLE発展－１ (Web上のデータ利用／ペイント) 12

OLE発展－２ (リンク貼り付け) 13

実習（４）－１ 課題 14

実習（４）－２ 課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題を含めた課題など。

実習状況など。

100 ％
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必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

web上で見かける様々なアニメーションは、単にページを装飾する手段にとどまらず、アート、アドバタイジング、あるいはWBT（web-based-

training）など、様々な目的に活用されています。つまりweb上で動くアニメーション作成のスキルを身につけることは、インターネットが日常に深く

入り込んだ現代では、非常に強力な表現の手段を身につけることと同義といえます。そこでこの授業では、Flashというソフトウェアを用いて、なる

べく直感的かつ簡単に、そのようなアニメーションを作成する方法を紹介します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII、もしくはこれらの科目終了と同等のスキル・レベルを必要とします。

教科書は使用しません。その代わりに、毎回の授業では資料をweb（教材配布フォルダ）にupします。受講生は必要に応じてこれを保存、ある

いは印刷して用いてください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

Flashに関する書籍は、参考に挙げたもの以外にもたくさんあります。また、web上にはFlashに関するチュートリアルやTipsが多数存在しており、

これらの多くは無料で利用できます。これらは授業内容を深く理解するために役立つだけではなく、課題の作成を行う際にも有用です。もちろん、

これらを用いなければ授業が充分に消化できないわけではありませんが、積極的に自学自習すれば、それだけ良い結果が得られるでしょう。 

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SB)  §  情報処理 (SB)

担当者名 /  Instructor 破田野 智己

13162

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Flashによるアニメーション作成スキルの修得、アニメーションを用いた「作品」が作成できること、効果的にアニメーションを用いる能力を身に付け

ること、以上3点を到達目標とします。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

これまでの受講生（先輩）からは、「自分の思い通りのものを作ろうとすると、思いのほか時間がかかる。また、毎回の授業で出されるチャレンジ

問題を解こうとすると、さらに時間を要する」とのコメントが寄せられています。つまり、他の授業に比べて、自習に費やす時間が多くなりがちだと

いうことです。時間的な余裕が無い受講生は、この授業をあまり楽しめないかもしれません。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

おしえて!!FLASH 8 : Flash 8スーパー・エンター

テイメント・チュートリアル 

まつむらまきお, たなかまり   ／東京 : 毎日コミュニケーションズ ／978-4-8399-1961-

0 ／絶版ですが、図書館にはあるようです。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

とにかく描いて動かす Flashのお絵描きの特徴。とにかく動かしてみる 1

基本的なお絵描き 様々な描画ツールと、その特徴 2

基本的なアニメーション モーショントゥイーン、シンボル、インスタンスなど 3

基本的なアニメーション２ シェイプトゥイーン、レイヤーなど4

ちょっと凝ったアニメーション アルファチャンネル、マスク、パスなど 5

シンボルを使いこなす シンボル内アニメ、グラフィック、ムービークリップなど6

インタラクティブに動かす ボタンイベント、アニメボタン、リンクなど7

外部ファイルの取り込み 効果音や写真、手書きのイラストを活用する 8

課題作成１ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成9

課題作成２ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 10

課題作成３ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 11

課題作成４ 課題の説明、オリジナルアニメーションの作成 12

パブリッシング パブリッシュと設定、アクセシビリティ、ftpによる転送 13

プレゼンテーションと採点１ 作品の発表と説明を行なう14

プレゼンテーションと採点２ 作品の発表と説明を行なう 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 第14･15回で行うプレゼンテーションの内容と、出席や各回の授業で出す課題などを総合して成

績を評価します。

なお、授業内の課題に関して学生同士が教え合うことは制限しませんが、 終課題で盗用が認

められた場合、定期試験でカンニングした場合と同様の厳しい処分を行います。 

100 ％
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入門書には、ソフトの体験版が同梱されていることが多くあります。ここで挙げた書籍にもFlashの30日間トライアル版が付いていますので、折

を見てインストール＆自習してみるのも良いでしょう。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

必要があれば、メールアドレスを通知します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSの操作を通じて、社会調査等で得たデータを解析する技術を身につけることをめざす。大量のデータを集計す

る技術だけでなく、データ同士の関連性や差異など、データに隠された社会的意味を見いだす技術も、広く教授する。具体的には、社会調査と統

計学の基礎を確認し、基本的な統計解析モデルを概観する。さらに、実際の社会調査データを用いて、基本的な統計解析を実習する。

たとえば、近年の日本で、「あなたは現在、幸せですか？」との問いに「幸せです」と答える人の割合は、どんな職業の人々で、 も大きいのだろ

うか。その割合を、学生や主婦と比べたらどうだろうか。あるいは、婚姻状態（既婚／非婚）や居住地（都市／郊外／農村）で比べたらどうだろう

か。また、そういった状況（職業・婚姻・居住地）と「幸せです」との間の連関は、直接的な連関だろうか、それとも、他の状況（たとえば所得）に起

因する「見かけ上の連関」にすぎないのだろうか。さらに、それらの連関は、偶然ではほとんど起こらないほどの、確かな傾向なのだろうか。それ

とも偶然でも容易に起こりうる程度のものにすぎないのだろうか。たとえばこういったことを、統計データにもとづいて検討できるようになるのが、

本授業の目標である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・学内パソコンの利用IDとパスワードを、あらかじめ各自で確認しておくこと。

・「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を済ませておくこと。

・自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を持参すること。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理ができること（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

なお、本授業に先立って、「社会統計学」と「社会調査論」を、ともに受講済みであることが望ましい。

もし「社会統計学」を受講済みでない場合には、下の「参考書」欄に挙げた『マンガでわかる統計学』を、事前に軽く一読しておくことが望ましい。

またもし「社会調査論」を受講済みでない場合には、下の「参考書」欄に挙げた『「社会調査」のウソ』の「第4章」と「第5章」を、事前に軽く一読して

おくことが望ましい。

以上を前提に、第1回の授業を行う。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SC)  §  情報処理 (SC)

担当者名 /  Instructor 柴田 悠

13192

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使った基本的な統計解析ができるようになる（目安としては「重回帰分析」まで）。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会調査と統計学の基礎。統計解析モデルの分類。［『マ

ンガでわかる統計学』pp. 2-29、『マンガでわかる統計学

［因子分析編］』pp. 16-63, 220、『「社会調査」のウソ』pp. 

119-215、［『入門はじめての統計解析』p. 2、『統計学入

門』pp. 1-15, 178-180、『人文・社会科学の統計学』pp. 1-

15, 233-253］ 

社会調査、記述統計学と推測統計学（統計的推測）、全

数調査（悉皆調査）と標本調査、母集団と標本、非標本

誤差と標本誤差、有意選出法と無作為抽出法、量的

データと質的データ、1次元データと多次元データ、時系

列データとクロスセクション・データとパネル・データ、母

数（母集団分布に関する情報＝パラメータ）、パラメト

リック法とノンパラメトリック法

1

統計学の基礎概念 （要約）統計量［『入門はじめての統計解析』pp. 16-35、

『統計学入門』pp. 182-185, 191, 96-97, 295］、検定統計

量と自由度［『すぐわかる統計用語』pp. 82-83, 114］、確

率密度関数と正規分布と中心極限定理［『マンガでわか

る統計学』pp. 82-109、『統計学入門』pp. 120-123, 162-

170, 188-189、『入門はじめての統計解析』p. 90］、区間

推定と信頼区間［『入門はじめての統計解析』pp. 106-

137、『統計学入門』pp. 222, 188-189］ 

2

既存の社会調査データの入手方法。統計解析ソフトＳＰＳ

Ｓのデータ入力。度数分布表とヒストグラム。要約統計量

の算出。

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、東京大学

SSJデータアーカイブ、JGSS、SSM調査、1次元データ、

度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏差、分散、

歪度、尖度、標準誤差、中央値

3

データの変換。グラフと図。 ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

4

相関。［『マンガでわかる統計学』pp. 112-120、『入門はじ

めての統計解析』pp. 36-40, 236-243、『統計学入門』pp. 

41-55、『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』

pp. 227-232、教科書pp. 114-123］ 

2次元データ、間隔尺度（数値データ）、散布図、（ピアソ

ンの積率）相関係数、順序尺度、スピアマンの順位相関

係数、ケンドールの順位相関係数、ソマーズのd、相関

と因果関係の区別、見かけ上の相関、部分集合におけ

る相関、直線相関と曲線相関

5
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

よって、万一欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリント（産社事務室前の棚に余り分を置いてあるので欠席者は必ず持ち帰ること）

と、欠席した回の参考書の該当ページ（上記「授業スケジュール」参照）を読み、また必要に応じて他の参考書も利用して、その該当ページの内

容（および「キーワード」に挙げた概念・用語）を十分に理解してくること。

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

統計的検定［『入門はじめての統計解析』pp. 140-145、

『統計学入門』pp. 233-239］。無相関の検定［『入門はじめ

ての統計解析』pp. 190-193、『心理学のためのデータ解

析テクニカルブック』pp. 223-226, 230-231］。

（帰無）仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤りと第2種

の誤り、棄却域と有意水準（危険率）、両側検定と片側

検定、検定統計量と有意確率、2次元（2変量）正規分

布、無相関の検定

6

連関［『マンガでわかる統計学』pp. 127-189、『心理学の

ためのデータ解析テクニカルブック』pp. 232-250］。独立

性の検定（χ2〔カイ2乗〕検定）［『入門はじめての統計解

析』pp. 202-207、教科書pp. 194-205］。２つの母比率の

差の検定［『入門はじめての統計解析』pp. 186-189、『統

計学入門』pp. 250, 254］。

名義尺度、クロス集計表、オッズ比、ユールの連関係

数、クラメールの連関係数、χ2分布、独立性の検定

7

２つの母平均の差の検定（t検定）［『入門はじめての統計

解析』pp. 162-179、『統計学入門』pp. 240-244、教科書

pp. 180-191］ 

t分布、対応のない2つの母平均の差の検定8

（単）回帰分析［『マンガでわかる統計学［回帰分析編］』

pp. 12-100、『入門はじめての統計解析』pp.248-259、『統

計学入門』pp. 58-63, 257-70、教科書pp. 126-139］ 

従属変数（＝被説明変数＝反応変数＝目的変数）と独

立変数（＝説明変数）、定数項、（偏）回帰係数、残差

（実測値－予測値）、 小2乗法、決定係数、誤差項、回

帰係数の検定、決定係数の検定、予測区間

9

重回帰分析［『マンガでわかる統計学［回帰分析編］』pp. 

102-148、『入門はじめての多変量解析』pp. 34-83、『統

計学入門』pp. 63, 270-276、『人文・社会科学の統計学』

pp. 50-58、『SPSSによる多変量データ解析の手順』pp. 

2-23、『すぐわかる統計用語』pp. 2, 68, 217, 138］ 

多次元データ、多変量解析、ダミー変数、交互作用、多

重共線性、VIF（分散拡大因子）、標準化、標準化（偏）

回帰係数、自由度調整済み決定係数、AIC（赤池情報

量基準）、正準相関分析

10

【以下の回では、受講生の興味や習熟度に応じて、内容

を調整する。】ロジスティック回帰分析［『マンガでわかる

統計学［回帰分析編］』pp. 150-192、『自然科学の統計

学』pp. 231-249、『統計学入門』pp. 132-137、『人文・社会

科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』pp. 173-

194, 131-134、『SPSSによる多変量データ解析の手順』

pp. 24-39, 184-199、『SPSSによるカテゴリカルデータ分

析の手順』pp. 146-169］

2値データ、ロジット変換、 尤法、Wald統計量、尤度比

統計量、尤度比検定、BIC（ベイズ情報量基準）、判別分

析、カテゴリカル正準相関分析

11

順序回帰分析と名義回帰分析［『人文・社会科学のため

のカテゴリカル・データ解析入門』pp. 191-193、『SPSSに

よるカテゴリカルデータ分析の手順』pp. 70-93、『社会調

査・経済分析のためのSPSSによる統計処理』pp. 54-69］

順序尺度、多項ロジット・モデル、順序ロジット・モデル、

名義尺度

12

主成分分析と因子分析［『マンガでわかる統計学［因子分

析編］』pp. 66-210、『入門はじめての多変量解析』pp. 86-

175、『人文・社会科学の統計学』pp. 349-360、『SPSSに

よる多変量データ解析の手順』pp. 140-181］・パス解析と

共分散構造分析［『すぐわかる統計用語』pp. 50-65、

『SPSSによる多変量データ解析の手順』pp. 210-259］

主成分分析、因子分析、パス解析、パス図、パス係数、

共分散構造分析

13

クラスター分析と多次元尺度法［『入門はじめての多変量

解析』pp. 218-237、『SPSSによる多変量データ解析の手

順』pp. 96-111, 200-209］。数量化Ⅲ類とカテゴリカル主

成分分析［『すぐわかる統計用語』pp. 122-129、『入門は

じめての多変量解析』pp. 276-293、『SPSSによるカテゴリ

カルデータ分析の手順』pp. 118-145］

クラスター分析、多次元尺度法、数量化理論、数量化Ⅲ

類、カテゴリカル主成分分析、コレスポンデンス分析、多

重コレスポンデンス分析

14

これまでのまとめ。より複雑な統計解析モデルの紹介（実

習は無し）。応用研究例の紹介。

パネルデータ分析［『パネルデータ分析』、『社会調査・

経済分析のためのSPSSによる統計処理』pp. 158-

215］、マルチレベル分析［『基礎から学ぶマルチレベル

モデル』］、対数線型分析など 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 基本的に一つのテーマにつき一回ずつ、統計解析の実習課題を課し、授業時間内にその成果

を報告してもらう。それらの課題の出来（成果点50％）と、授業への出席の頻度（努力点50％）と

から、総合的に成績を評価する。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

必要に応じて授業時にプリントとして配布する。

＜中級レベル＞

「厳密な証明は知らなくてもいいから、まずは統計解析の仕組みをひと通り知りたい！」という人向け

◆入門はじめての多変量解析、石村貞夫・石村光資郎、東京図書、4489020007

3つ以上の変数を用いた統計解析の仕組みを、ひと通り学べる。ただし、証明は欠けているため、理論的な説明は不十分。

◆すぐわかる統計用語、石村貞夫／デズモンド・アレン、東京図書、4489005229

統計学の理解に必要な用語を、おおよそカバー。図解も豊富で説明が分かりやすい。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆ＳＰＳＳによる多変量データ解析の手順（第３版）、石村貞夫、東京図書、4489007175

本授業の教科書の中級的な続編。数量データを用いたやや高度な統計解析を、ひと通り実行できる。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆ＳＰＳＳによるカテゴリカルデータ分析の手順（第２版）、石村貞夫、東京図書、4489007051

本授業の教科書の中級的な続編。カテゴリカルデータを用いたやや高度な統計解析を、ひと通り実行できる。ただし理論的理解は他書で補

うこと。

＜上級レベル＞

「将来、統計解析ができる専門家になりたいので、証明も含めてすべてを知りたい！」という人向け

◆統計学入門、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420658

「中心極限定理の証明」、中心極限定理を用いた「仮説検定の証明」などが網羅されている。

◆人文・社会科学の統計学、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420666

上の続編。標本調査法や重回帰分析、対数線形モデル、因子分析などを詳説。

◆自然科学の統計学、東京大学教養学部統計学教室、東京大学出版会、4130420674

上の続編。ロジスティック回帰分析などを詳説。

◆心理学のためのデータ解析テクニカルブック、森敏昭・吉田寿夫、北大路書房、4762801313

心理学実験データの解析のために、標本サイズが小さい場合でも使える検定法を含めて、基本的な統計的検定法を詳説。

◆人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門、太郎丸博、ナカニシヤ出版、4888489645

社会調査データの解析のために、対数線形分析やロジスティック回帰分析など、カテゴリカル・データの統計解析法を詳説。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

統計解析は、何よりもまず、「知りたいこと」を知るための方法（の一つ）である。よって、どんなことでもよいので――「幸せ」でも「価値観」でも「友

人関係」「結婚」「職業」「お金」でも何でもよいので――、「知りたいこと」を心に秘めながら、本授業に臨んでほしい。漠然としたことでも全く構わな

い。

本授業で扱うことが可能な社会調査データには、たとえば「幸福度」や「生活満足度」「人生観」「友人関係」「結婚」「家族」「主観的健康度」「学歴」

「職業」「収入」「社会階層」「居住地」「政治意識」「環境意識」「宗教意識」など、実にさまざまなデータが含まれている。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。手間のかかる課題もあるかもしれない。しかし、ひと通りの訓練をこなせば、それ相当のスキルが身につくはずである。また受講生全体の

習熟度に応じて、授業の進度を、柔軟に調節する予定である。

なお、授業中の私語（受講生同士の会話）は、他の受講生の学習を妨げてしまうので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や

意見がある場合は、遠慮なくその場で挙手し、発言してほしい。質問や意見は、授業内容の理解を促してくれるため、いつでも歓迎している。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／どんなに数学が苦手な人でも、統計学の基礎を直

感的に理解できる、きわめて稀有な本。ただし、「自由度」の定義説明や「中心極限定

理」への言及などが欠けているため、理論的な説明は不十分。

マンガでわかる統計学［回帰分析編］  高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」の基礎を直感的に理解できる、きわめて稀有な本。ただし、「自由

度」の定義説明や「中心極限定理」への言及などが欠けているため、理論的な説明は

不十分。

マンガでわかる統計学［因子分析編］ 高橋信／オーム社／4274066622／上の続編。「標本調査法」「主成分分析」「因子分

析」の基礎を直感的に理解できる、きわめて稀有な本。

「社会調査」のウソ 谷岡一郎／文藝春秋／4166601105／「標本調査法」のよくある誤用パターンを、事例

によって具体的に理解できる。

入門はじめての統計解析 石村貞夫／東京図書／4489007469／2つ以下の変数を用いた統計解析の仕組みを、

ひと通り学べる。ただし、証明は欠けているため、理論的な説明は不十分。
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＜発展レベル＞

「将来、統計解析を駆使する専門家になりたいので、 新の手法を知りたい！」という人向け

◆パネルデータ分析、北村行伸、岩波書店、4000099116

同一主体（企業・世帯・個人など）に対して複数時点にわたって調査して得られるパネル・データを、回帰分析するための手法を詳説。

◆社会調査・経済分析のためのＳＰＳＳによる統計処理、劉晨・盧志和・石村貞夫、東京図書、4489007027

本授業の教科書の上級的な続編。パネルデータ分析などの高度な統計解析を、おおよそ実行できる。ただし理論的理解は他書で補うこと。

◆基礎から学ぶマルチレベルモデル、Ita Kreft and Jan de Leeuw、ナカニシヤ出版、4779501237

マクロレベル（社会集団など）とミクロレベル（個人など）を組み合わせた回帰分析法を詳説。SPSS（混合モデル）での操作法も詳しく説明して

ある。

（備考）本授業では、いずれも購入する必要はない。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

◆WVS（世界価値観調査World Values Survey）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　http://www.worldvaluessurvey.org/

◆ISSP（国際社会調査プログラムInternational Social Survey Programme）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

◆ICPSR（政治・社会調査のための大学協会Inter-university Consortium for Political and Social Research）［立命の学生ならデータは即時ダウ

ンロード可能（無料登録とメール認証が必要）］：　　https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct　

→　（JGSSのデータ）

http://search.icpsr.umich.edu/ICPSR/query.html?col=abstract&op0=%2B&tx0=japanese+general+social+surveys+(jgss)+series&ty0=p&fl0=series%

3A&op1=-&tx1=restricted&ty1=w&fl1=availability%3A&op2=%2B&tx2=ICPSR&ty2=w&fl2=archive%3A&nh=50&rf=3

◆SSJDA（東京大学社会科学研究所附属日本社会研究情報センターＳＳＪデータアーカイブSocial Science Japan Data Archive）［データは無料

申請後にCD-Rで送られてくる（CD-R代と郵送費は申請者が負担）］：　

http://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/　

→　https://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/datalist_g.html

また、講義中にも適宜紹介する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

『Illustrator』：イラスト作成の基礎 ...(SKクラスと同内容）

ドキュメント、Webページなど様々な場面で使われるイラストを、Adobe Illustratorを用い作成する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基本が習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後の作品発表及び評価まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SD)  §  情報処理 (SD)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13193

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

イラスト作成の基礎。

Illustratorの基本操作。

画像ファイルの基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

課題に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習1

ペイントとIllustrator (ビットマップ系とベクトル系) 画像形式 2

Illustrator 入門 (cmykとrgb／ブラシツール／オプション・バー) 3

Illustrator 入門　＋　実習(１）ポスター (カラー／Web用保存)  4

実習（１）内覧　＋　Illustrator 入門 （ペン・ツール／ベジエ曲線） 5

Illustrator 入門 (ペン・ツール／ベジエ曲線／塗りと線) 6

Illustrator 入門 (レイヤー／その他) 7

実習（２）－１ 携帯デザイン 8

実習（２）－２ 携帯デザイン 9

実習（２）－３ 提出､印刷､組み立て＝＞展示 10

写真の利用。 デジカメなどによる写真の利用。11

終課題 ぱらぱらアニメ作成12

終課題 ぱらぱらアニメ作成13

終課題 ぱらぱらアニメ作成14

終課題内覧・まとめ 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題及び講義中の課題、

実習状況など。

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、情報化社会の中で、個人のレベルにおいても対応することが不可欠となっている「情報セキュリティ」に関する「入門講義」として位置

づけられている。講義は情報教室で受講者がPCを使用しながら、実習を伴う形で行われる。「私は大丈夫」「私には関係がない」と思いがちな日

常の情報コミュニケーション技術利用の落とし穴について、様々な具体事例を取り上げながら、受講者が授業時間内に実際にセキュリティー技

術について確認する機会を設ける。情報セキュリティ意識を高め「自分の身を守る」ための知識習得の場としてほしい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI等の情報技術関係入門講義は履修済みであることが望ましい。

 立命館大学の情報環境利用方法、コンピュータの基本操作、レポート作成レベルの文書作成技術（Word,Excel等）については一定習得済みのも

のとして講義はすすめられる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義外学習をすすめたい者は個人的に質問に来るとよい。テーマに沿った文献・資料等を紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SE)  §  情報処理 (SE)

担当者名 /  Instructor 宮浦 崇

13161

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

1.情報化社会における「安全性」について考える端緒を得る。

2.インターネット利用に伴う「危険性」（脆弱性）をについて説明できるようになる。

3.「被害者」「加害者」にならないための基本的な知識・スキルを身につける。

4.セキュリティに関係する「情報」を必要時に収集することができるようになる。

5.デジタルデータの著作権について理解し、情報発信を行うことができる。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション（情報リテラシーIII共通） 1

情報社会における「セキュリティ」とは（概説） 「情報セキュリティ」とは何か。今、何が問題になってい

るのかを理解する。 

2

インターネットおよびWebサービスの仕組み インターネットとはどのような技術によって成立している

のか、歴史的経緯を踏まえ理解する。 

3

被害者・加害者にならないために１（コンピュータ犯罪の

今昔１） 

コンピュータ犯罪の事例を紹介し、そこに見える問題と、

自らできる対策についての知識を得る。脅威となるWeb

サイト、サービスへの模擬接続と情報流出の状況確認。

（実習） 

4

インターネット上での「匿名性」「非匿名性」 「匿名」「非匿名」の実態について、アクセスログを用い

て考える。アクセスログ解析、IPアドレス・ドメイン名によ

るトレース（実習） 

5

コンピュータウィルスの脅威から身を守るために コンピュータウィルスやネット上での危険要因について

その性格を理解し、対処の知識を得る。コンピュータウィ

ルスの模擬作動実験（実習）

6

不正アクセス監視の仕組み（IDS）とファイアーウォール 実際のIDSシステムを見ながら、その有効性について考

える。簡易IDSの構築（実習）

7

データの暗号化技術 情報の保護という観点から、暗号化の方式、諸技術に

ついて理解する。暗号化と解読（実習） 

8

中間総括および、プレゼンテーション資料の作成 「被害者」にならないための啓発資料の作成、ならびに

中間総括（到達度確認）

9

情報セキュリティのための法律・諸制度・体制について セキュリティ対策に関係する、昨今の取組についての知

識を得る。

10

情報化社会における「著作権」（１） 現行著作権法に基づいた、デジタルデータの取り扱い

について学習する。 各自の所持している「コンテンツ」

（授業成果物・レポート・Webサイト等）の検証（実習）

11

情報化社会における「著作権」（２） 現行著作権法に基づいた、データの取り扱いについて

学習。ルールに則ったコンテンツ作成（実習） 

12

情報セキュリティビジネス 情報セキュリティをビジネスとする事例を見ることを通し

て、セキュリティのあり方を考える。 

13

管理者およびユーザに求められる「情報倫理」 技術者としての倫理・ユーザとしての情報倫理について

考える。 

14

総括「情報セキュリティ」 情報セキュリティについて、各回学んだ知識を総括す

る。

15
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講義時間中に必要な資料、文献等を随時紹介していく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義時間中に随時紹介する。

 その他 /  Others

この講義はリテラシー科目（入門講義）としての位置づけであり、情報技術初級者の受講を前提に構成される。そのため、既に知識・技術を一定

有する者は、より専門性の高い科目を履修し、より高度な知識・技術の修得を目指すことを強く推奨する。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

情報セキュリティ読本 : IT時代の危機管理入門

（三訂版）

情報処理推進機構／実教出版／4407318007／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業時間内確認小テスト・小レポート、授業時間外課題、到達度確認テスト等をおこなう。

また実習を伴う授業であるため、日々の参加姿勢をも含めた平常点評価とする。

100 ％

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『パソコン実践教育（入門）』

教員をはじめ、パソコンを教える立場になることを想定し、様々な素材を用い、グループ学習やプレゼンテーションなどの実践を通じて、パソコン

教育の技術や方法を探っていく。

実際には、同僚や友達、家族などにパソコンを教える機会は多く、このような場合にも役立つ。教えることで、自らも分からないことがはっきりし、

自らのスキルアップにつながっていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

また、グループ学習への不参加は、大きな減点となる。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SF)  §  情報処理 (SF)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13194

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

パソコンを教える技術の習得。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

グループ課題などを作成するために、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション  スキルチェックファイル操作復習 1

パソコンの基礎知識 ハード／ソフト／OS/アプリ／NET 2

教材作成の基礎 マニュアルとプリント・スクリーン 3

実習（１）－１ Windwos基本教室づくり 4

実習（１）－２ Windows基本教室プレゼンディスカッション 5

実習（２）－２ Word基本教室づくり 6

実習（２）－２ Word基本教室プレゼンディスカッション 7

Word/Excel/OLE/NET復習 8

実習（３）－１ Excel基本教室づくり 9

実習（３）－２ Excel基本教室プレゼンディスカッション 10

実習（４）－１ NET／OLE基本教室づくり 11

実習（４）－２ NET／OLEl基本教室プレゼンディスカッション 12

コメント 13

実習（５）－１ 終課題 14

実習（５）－２ 終課題 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終課題、そのほかの実習課題、実習状況など。100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『PhotoShopとGoLive』：フォトレタッチとWebページ入門

Adobe PhotoShopによる写真などの画像処理と、ソフトウェアによるWebページを作成、公開するまでを学ぶ。デジタルカメラなどによる写真の撮

影、PhotoShopによる写真の調整・加工、ソフトによるWebページ作成、完成したWebページの公開を行い、プレゼンテーションを行う。

Webページを作成する講義としては、「入門」クラス。発展としては、『HTML+CSS+JavaScript』(SHクラス)がある

ソフトとしては、Dreamweaverを用いる予定である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基礎習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後のプレゼンテーション及び採点まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する予定である。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じて講義中に紹介する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SG)  §  情報処理 (SG)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

13334

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ネットワークの基礎知識。

画像処理の基本。

ソフトによるWebページ作成の基本。

Webページ公開の基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要である。

素材撮影のために、デジカメあるいはカメラ付き携帯など(200万画素程度以上)が必要である。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

Webページ作成に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

写真の撮り方 画素数画像保存形式画像の取り込み 2

PhotoShop入門 (解像度、全体での明るさ、カラーバランス) 3

PhotoShop入門 (範囲指定／自動・マグネット中心､縁取り) 4

PhotoShop入門 (画像修正／赤目・パッチ・コピー・ぼかし・スポンジ・指) 5

PhotoShop入門 (フィルター／ギャラリー・シャープネス・描画(逆光)) 6

PhotoShop入門 (画像合成・レイヤー／文字／切り抜き) 7

実習(１） ポスター作成 8

実習(１）内覧 Webページの基礎 (ネチケット・ブラウザ・HTML) 9

Dreamweaver操作法 (作成から保存) 10

実習(2)－１ Webページ作成 11

実習(2)－２ Webページ作成12

実習(2)－３ リンク貼り、アップロード（公開）、更新13

プレゼンテーション (ページ紹介) 14

プレゼンテーション (ページ紹介) まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 Webページ（作品）とプレゼンテーション、採点など及び、実習状況など。  100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

必要に応じて講義中に紹介する

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Webページ中級』：HTML～JavaScript

Webページを作成するために必要な基本知識と技術を総合的に身につける。

もっとも基本となるHTMLから、CSS（スタイル）、JavaScriptまで。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

後のプレゼンテーション及び採点まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SH)  §  情報処理 (SH)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15867

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

NETの基礎知識。

Webページの基礎知識。

HTML、CSS、JavaScriptの基礎知識。

Webページ公開。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要である。

素材撮影のために、デジカメあるいはカメラ付き携帯など(200万画素程度以上)が必要である。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

Webページ作成に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Webページの基礎  (ネチケット・ブラウザ・HTMLとCSSとJavaScriptの関係) 2

HTML入門 (html,head,body,h,p,br,div／保存・閲覧・更新) 3

HTML追加  (table) 4

CSS入門 (box,座標／box系,font系,img系) 5

CSS入門 (box,座標／box系,font系,img系) 6

実習(1) 基本的なWebデザイン・サンプル作成 7

JavaScript入門  (script,onClick,onMouseOverなどイベント) 8

JavaScript入門  (for／if) 9

JavaScript入門  (その他) 10

実習(2)－１ Webページ作成 11

実習(2)－２  Webページ作成 12

リンク貼り・アップロード・実習(2)－３ リンク貼りアップロード更新 13

プレゼンテーション (ページ紹介) 14

プレゼンテーション・まとめ (ページ紹介) 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『プログラミング入門』:Visual Basicによるプログラミングの基礎。

パソコン上の全ての機能は、プログラムによって提供されている。そのプログラム作成の 初歩を、簡単なゲームなどを学んでいく。同時に、プロ

グラミングに於いて大切な思考と発想も身につけていく。

なお、プログラミング言語としては比較的初心者にも親しみやすい、Microsoft Visual Basicを用いる予定。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

後の課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する予定。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SI)  §  情報処理 (SI)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15891

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

プログラムの役割の理解。

プログラミングの基礎の理解。

プログラミングの基礎的な思考と発想の習得。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

プログラミング初歩 Hello World!! 操作の基礎クリックとその反応 2

アニメーション（１） 移動による表現 3

アニメーション（２） 切り替えによる表現 4

計算と落とし穴 四則演算とその落とし穴 5

タイマーの作成6

実習（１） クリックゲーム（VB風モグラたたき）の作成 7

プログラミングの思考（１） 素数を求める 8

プログラミングの思考（２） 計算の効率化9

プログラミングの思考（３） 何が大切か 10

ゲーム・プログラミングのヒント 11

実習（４）－１ オリジナル・ゲーム作り（１） 12

実習（４）－２ オリジナル・ゲーム作り（２） 13

実習（４）－３ オリジナル・ゲーム作り（３） 14

実習（４）－４ オリジナル・ゲーム作り（４）検証と課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Offce総合（中級）』：Officeソフト総合演習（Excel中心）

情報リテラシーI、IIに続く上級編。

Officeソフトの総合的な利用を目指すとともに、もっともよく使われるExcelのスキル・アップを図っていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

情報リテラシーI及び情報リテラシーII。

もしくは、これらの科目終了と同等のスキル・レベル。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SJ)  §  情報処理 (SJ)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15922

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実践な使用方法。

Excelの関数

Excelのデータベース機能。

Excelのマクロ機能の基礎。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word・Excel・OLE復習 2

Word発展（１） スタイルとアウトライン／脚注／目次／ページ区切り 3

実習（1） アウトライン 4

Excel発展（1) Database オートフィルタ／並び替え／集計／フォーム 5

Excel発展（２) Database 項目作成／vlookup 6

実習（２）  Database 仮想店舗売り上げ 7

Excel発展（3) 文字列操作(len,mid,find) 8

Excel発展（４) Webデータの利用 9

実習（３） 検索実習 10

Excel発展（５） マクロの基礎（1）記録と保存 11

Excel発展（６） マクロの基礎（２）変数、繰り返し、if 12

実習（４）－１ 課題13

実習（４）－２ 課題14

実習（４）－３ 課題提出15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『Illustrator』：イラスト作成の基礎 ...(SDクラスと同内容）

ドキュメント、Webページなど様々な場面で使われるイラストを、Adobe Illustratorを用い作成する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

パソコン操作の基本が習得されていることが望ましい。

進度等により調整を行う。

後の作品発表及び評価まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じ、講義中に紹介する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

課題作成などには、オープン・パソコンルームが使える。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

必要に応じ、講義中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SK)  §  情報処理 (SK)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15923

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

イラスト作成の基礎。

Illustratorの基本操作。

画像ファイルの基礎。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

課題作成があり、みずから自主的に進めなければならない部分がある。

課題に標準よりも時間がかかる場合、講義外にて作業を行う必要がある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習

ペイントとIllustrator (ビットマップ系とベクトル系) 画像形式 

Illustrator 入門 (cmykとrgb／ブラシツール／オプション・バー) 

Illustrator 入門　＋　実習(１）ポスター (カラー／Web用保存)  

実習（１）内覧　＋　Illustrator 入門 （ペン・ツール／ベジエ曲線） 

Illustrator 入門 (ペン・ツール／ベジエ曲線／塗りと線) 

Illustrator 入門 (レイヤー／その他) 

実習（２）－１ 携帯デザイン 

実習（２）－２ 携帯デザイン 

実習（２）－３ 提出､印刷､組み立て＝＞展示 

写真の利用。 デジカメなどによる写真の利用。

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題 ぱらぱらアニメ作成

終課題内覧・まとめ 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 
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授業 の概要 /  Course Outline

『Office総合（入門）』：Officeソフト総合演習...(SAクラスと同内容）

「情報リテラシーI」や「情報リテラシーII」に続く中級編。

　上級クラスは、『Office総合（中級）』（SJクラス）。

Microsoft Word、Microsoft Excelや、NETを別々の道具として使うのではなく、これらを組み合わせ、パソコンを効率的に使っていくにはどうすれ

ばよいかを学んでく。講義は、復習から始め、より実践的な総合演習へと進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

講義は、情報リテラシーI及び情報リテラシーIIの復習を含んでいる。

進度等により調整を行う。

終課題まで到達しないと、単位は認定されない。

必要に応じプリントなどを配布する。

また、教材などはオンラインで提供する。

必要に応じ、講義中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

復習、課題作成などには、オープン・パソコンルームが使用出来る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

情報リテラシーIII (SL)  §  情報処理 (SL)

担当者名 /  Instructor 上出 浩

15924

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

Windowsパソコンの基礎。

Officeソフトの基礎と応用。

特にExcelの実用的な使用方法。

パソコンの総合的な利用方法。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

USBフラッシュ・メモリ（２５６ＭＢ程度以上)あるいはこれに類するものが必要。

スキル・レベルにより、課題作成のために自習が必要な場合がある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スキルチェックファイル操作復習 1

Word復習  (文字とオブジェクト／書式／プリント・スクリーンの利用)

 

2

実習（１）  パソコン・マニュアル 3

Excel復習－１  (位置関係／表と計算／絶対参照） 4

Excel復習－２ (表示形式／関数(sum,average,count,if)／グラフ） 5

Excel復習－３ (復習と応用） 6

実習（２） Excelによる分析 7

Excel発展－１ (検索(vlookup)､文字列操作(len,mid,find)) 8

Excel発展－２ (エラー処理(isna)／検索応用) 9

Excel発展－３ (復習と応用) 10

実習（３） 検索実習 11

OLE発展－１ (Web上のデータ利用／ペイント) 12

OLE発展－２ (リンク貼り付け) 13

実習（４）－１ 課題 14

実習（４）－２ 課題提出 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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必要に応じ、講義中に紹介する。

 その他 /  Others

講義中に直接か、ティーチング・アシスタントを利用すること。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSを用いて、社会調査等で得たデータを解析する方法について学ぶ。特に、社会調査と統計学の基礎や、基本

的な統計分析方法について、実際のデータをもとに確認し、応用方法を習得することを目指す。大量のデータを集計し、項目どうしの関連や違い

を調べることで、データから何が見えてくるのか、データをどう読みとればいいのかを、共に学んでいこう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本授業は社会調査データの分析に関するものなので、「社会統計学」と「社会調査論」の2つについて、受講済みである、または受講済みと同等

の知識があることを前提として行う。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）ができること。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

単位数 /  Credit 2

社会調査情報処理 (SA)  §  情報処理 (SX)  §  社会調査情報処理 (SA)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

15876

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使って基本的な統計解析ができるようになる。具体的手法としては「重回帰分析」の習得までが目標となるが、受講生の興味関心や習熟

度に応じ、さらに高度なモデルも射程に置く。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査と統計学 社会調査、記述統計学、量的調査、全数調査（悉皆調

査）、標本調査、母集団と標本、非標本誤差と標本誤

差、無作為抽出法、量的データ、質的データ、時系列

データ、クロスセクション・データ、パネル・データ

１

統計学の基礎（復習・確認を兼ねて） 統計量、度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏

差、分散、歪度、尖度、標準誤差、中央値、自由度、確

率密度関数、正規分布、中心極限定理、区間推定、信

頼区間

２

データを入手する／ウェブ上で分析する（既存の社会調

査データの入手・オンライン分析方法）

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、SSJDA（東京

大学SSJデータアーカイブ）、SRDQ（質問紙法にもとづく

社会調査データベース）、オンライン・データ分析

３

データを変換する／グラフと図を作成する ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

４

相関分析 相関分析、クロス表分析、連続変数、離散変数、（ピアソ

ンの積率）相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関

と因果関係の区別、疑似相関、偏相関分析

５

統計的検定 帰無仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤り、第2種の

誤り、棄却域、有意水準（危険率）、両側検定、片側検

定、有意確率

６

クロス表分析と検定 クロス集計表、クラメールの連関係数、χ2分布、独立

性の検定、χ2検定

７

平均の差の検定・分散分析 t分布、対応のない2つの母平均の差の検定、分散分

析、ANOVA（一元配置分散分析）、多重比較

８

（単）回帰分析 従属変数（被説明変数）、独立変数（説明変数）、定数

項、回帰係数、残差（実測値－予測値）、 小2乗法、決

定係数、決定係数の検定（F検定）、偏回帰係数の検定

（t検定）、予測値

９

重回帰分析 多変量解析、ダミー変数、標準化、標準化（偏）回帰係

数、交互作用、多重共線性、VIF（分散拡大因子）、（自

由度調整済み）決定係数、決定係数の検定（F検定）、

（偏）回帰係数の検定（t検定）

10

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）因子分析・主成分分析

因子分析、主成分分析、因子抽出法、回転、因子得

点、因子寄与、因子負荷

11

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）ロジスティック回帰分析

2値データ、順序付け可能な離散変数、ロジット変換、

Wald統計量、尤度比統計量、尤度比検定、2項ロジス

ティック分析、多項ロジスティック分析、順序ロジスティッ

ク分析

12
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本授業では教科書は用いず、毎回の授業時にレジュメを配布する。

本授業で学んだ内容のうち、重回帰分析までを、さらに詳細に（数学的な背景も含め）知りたい学生は、下記の文献を読むことを薦める。

・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学』ハーベスト社、1990年、ISBN4938551128。

また、本授業の内容に加え、さらに高度な分析手法を学びたい学生には、下記の文献を読むことを薦める。

・川端亮編著『データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析』ミネルヴァ書房、2010年、ISBN4623057305

・数理社会学会 (監修）、与謝野有紀・高田洋・安田雪・栗田宣義・間淵領吾 (編集）『社会の見方・測り方』勁草書房、2006年、

ISBN4326601868 

・太郎丸博『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN4888489645

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

ただし、やむを得ない理由により欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリントを熟読し、内容について十分に理解しておくこと。

なお、本授業の受講に際しては、以下の3点を求める。

1. 学内パソコンの利用IDとパスワードを、事前に各自で確認しておくこと。

2. 「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を、事前に済ませておくこと。

3. 自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を用意し、各回の授業で持参すること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

・WVS（World Values Survey：世界価値観調査）［無料登録すれば、データは即時ダウンロード可能］：http://www.worldvaluessurvey.org/

・ISSP（International Social Survey Programme：国際社会調査プログラム）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業で学ぶ統計分析は、ひとびとの意識や行動について知るための1つの方法である。なので、ひとびとの意識や行動について、何か知りた

いトピックを持つことが、本授業で紹介する統計分析手法を習得する上で、一番の助けとなる。

トピックは、自身で興味関心があるものなら何でも構わない。「幸せ」「恋愛」「結婚」「友人関係」「職業」「お金」「スポーツ」「外国」「環境」「健康」、

まずは何でもいいので考えてみてほしい。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。そこで必要な手法を身につけた上で、各自関心のあるトピックに取り組めば、新たな発見に出会えることだろう。もちろん、受講生全体の習

熟度に応じて、授業の進度は柔軟に調節するつもりである。

なお、授業中の私語は他の受講生の学習を妨げるので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や意見がある場合は、遠慮なくそ

の場で挙手し、発言されたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

SPSSによる多変量解析 村瀬洋一・高田洋・広瀬毅士／オーム社／4274066266／SPSSを使った分析の具体的

方法について解説。ただしロジスティック分析については触れていない

文科系学生のための新統計学 小野寺孝義・菱村豊／ナカニシヤ出版／4888489858／本授業で学ぶ分析手法につい

て、豊富なイラストで解説、親しみやすい

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／数学というだけで拒絶反応を起こしそうな人におす

すめ

マンガでわかる統計学［回帰分析編］ 高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」について、こちらも数学恐怖症の方に

日本人の価値観・世界ランキング 高橋徹／中央公論新社／4121500814／調査研究の成果を分かりやすく紹介、データ

からどのようなことが分かるのか、具体的に知ることができる

分析方法の応用(1) 分析モデルの構築、ケースの選択、値の再割り当て、変

数の計算、差の検定、相関分析、クロス表分析、分散分

析

13

分析方法の応用(2) ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、差の検

定、多変量解析

14

分析結果の報告 重回帰分析、プレゼンテーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則として、毎回の授業で統計分析等に関する実習課題を課し、授業時間内にその成果を報

告してもらう（成果点30％）。また、 終回では各自の関心に基づく統計分析について報告を

行ってもらう（成果点50％）。これらに授業への出席の頻度（努力点20％、ただし備考にあるよう

に、授業態度によって減点の可能性あり）を加味し、総合的に成績を評価する。

100 ％
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・ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research：政治・社会調査のための大学協会）［本学学生はデータの即時ダウン

ロード可能、ただし無料登録とメール認証が必要］：https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct

データを授業で使用する場合、ダウンロードの具体的方法については授業内で説明する。

このほか必要なものに関しては、講義内で適宜説明する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本授業では、 統計解析ソフトSPSSを用いて、社会調査等で得たデータを解析する方法について学ぶ。特に、社会調査と統計学の基礎や、基本

的な統計分析方法について、実際のデータをもとに確認し、応用方法を習得することを目指す。大量のデータを集計し、項目どうしの関連や違い

を調べることで、データから何が見えてくるのか、データをどう読みとればいいのかを、共に学んでいこう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本授業は社会調査データの分析に関するものなので、「社会統計学」と「社会調査論」の2つについて、受講済みである、または受講済みと同等

の知識があることを前提として行う。

また、 低限必要なパソコン操作技能として、以下の3点を求める。

1. ローマ字入力でのタイピングができること。

2. ファイル管理（ファイルの新規保存、コピー、削除、移動、ファイル名の変更）ができること。

3. 複数のウィンドウを切り替えて操作できること。

単位数 /  Credit 2

社会調査情報処理 (SB)  §  情報処理 (SY)  §  社会調査情報処理 (SB)

担当者名 /  Instructor 湊 邦生

15884

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

SPSSを使って基本的な統計解析ができるようになる。具体的手法としては「重回帰分析」の習得までが目標となるが、受講生の興味関心や習熟

度に応じ、さらに高度なモデルも射程に置く。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：社会調査と統計学 社会調査、記述統計学、量的調査、全数調査（悉皆調

査）、標本調査、母集団と標本、非標本誤差と標本誤

差、無作為抽出法、量的データ、質的データ、時系列

データ、クロスセクション・データ、パネル・データ

１

統計学の基礎（復習・確認を兼ねて） 統計量、度数分布表、ヒストグラム、平均値、標準偏

差、分散、歪度、尖度、標準誤差、中央値、自由度、確

率密度関数、正規分布、中心極限定理、区間推定、信

頼区間

２

データを入手する／ウェブ上で分析する（既存の社会調

査データの入手・オンライン分析方法）

個票データ（マイクロデータ）、WVS、ISSP、SSJDA（東京

大学SSJデータアーカイブ）、SRDQ（質問紙法にもとづく

社会調査データベース）、オンライン・データ分析

３

データを変換する／グラフと図を作成する ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、ケースの

並び替え、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、箱ひげ

図、エラーバー、散布図

４

相関分析 相関分析、クロス表分析、連続変数、離散変数、（ピアソ

ンの積率）相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関

と因果関係の区別、疑似相関、偏相関分析

５

統計的検定 帰無仮説と対立仮説、背理法、第1種の誤り、第2種の

誤り、棄却域、有意水準（危険率）、両側検定、片側検

定、有意確率

６

クロス表分析と検定 クロス集計表、クラメールの連関係数、χ2分布、独立

性の検定、χ2検定

７

平均の差の検定・分散分析 t分布、対応のない2つの母平均の差の検定、分散分

析、ANOVA（一元配置分散分析）、多重比較

８

（単）回帰分析 従属変数（被説明変数）、独立変数（説明変数）、定数

項、回帰係数、残差（実測値－予測値）、 小2乗法、決

定係数、決定係数の検定（F検定）、偏回帰係数の検定

（t検定）、予測値

９

重回帰分析 多変量解析、ダミー変数、標準化、標準化（偏）回帰係

数、交互作用、多重共線性、VIF（分散拡大因子）、（自

由度調整済み）決定係数、決定係数の検定（F検定）、

（偏）回帰係数の検定（t検定）

10

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）因子分析・主成分分析

因子分析、主成分分析、因子抽出法、回転、因子得

点、因子寄与、因子負荷

11

（受講生の興味関心および習熟度に応じて変更の可能

性あり）ロジスティック回帰分析

2値データ、順序付け可能な離散変数、ロジット変換、

Wald統計量、尤度比統計量、尤度比検定、2項ロジス

ティック分析、多項ロジスティック分析、順序ロジスティッ

ク分析

12
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本授業では教科書は用いず、毎回の授業時にレジュメを配布する。

本授業で学んだ内容のうち、重回帰分析までを、さらに詳細に（数学的な背景も含め）知りたい学生は、下記の文献を読むことを薦める。

・ボーンシュテット＆ノーキ『社会統計学』ハーベスト社、1990年、ISBN4938551128。

また、本授業の内容に加え、さらに高度な分析手法を学びたい学生には、下記の文献を読むことを薦める。

・川端亮編著『データアーカイブSRDQで学ぶ社会調査の計量分析』ミネルヴァ書房、2010年、ISBN4623057305

・数理社会学会 (監修）、与謝野有紀・高田洋・安田雪・栗田宣義・間淵領吾 (編集）『社会の見方・測り方』勁草書房、2006年、

ISBN4326601868 

・太郎丸博『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』ナカニシヤ出版、2005年、ISBN4888489645

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回出席していることを前提として、授業を進める。

ただし、やむを得ない理由により欠席した場合には、次回までに、欠席した回のプリントを熟読し、内容について十分に理解しておくこと。

なお、本授業の受講に際しては、以下の3点を求める。

1. 学内パソコンの利用IDとパスワードを、事前に各自で確認しておくこと。

2. 「Webコースツール」のオンライン登録申請と任意登録を、事前に済ませておくこと。

3. 自分用のUSBフラッシュメモリ（1GB以上）を用意し、各回の授業で持参すること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

本授業では、以下のオンライン・データベースやオフライン・データアーカイブを使用することがある（使用法は授業で説明する）。

・WVS（World Values Survey：世界価値観調査）［無料登録すれば、データは即時ダウンロード可能］：http://www.worldvaluessurvey.org/

・ISSP（International Social Survey Programme：国際社会調査プログラム）［データは即時ダウンロード可能（無料登録が必要）］：　

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp　

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業で学ぶ統計分析は、ひとびとの意識や行動について知るための1つの方法である。なので、ひとびとの意識や行動について、何か知りた

いトピックを持つことが、本授業で紹介する統計分析手法を習得する上で、一番の助けとなる。

トピックは、自身で興味関心があるものなら何でも構わない。「幸せ」「恋愛」「結婚」「友人関係」「職業」「お金」「スポーツ」「外国」「環境」「健康」、

まずは何でもいいので考えてみてほしい。

本授業の実習課題では、 終的には、受講生一人一人が、自分の興味関心に沿って、好きなデータを選択し、「知りたいこと」を知るための統計

解析を行うことを目標とする。ただしそこに至るまでは、統計解析の基本に慣れてもらう必要があるため、多少の共通課題をこなしてもらうことに

なる。そこで必要な手法を身につけた上で、各自関心のあるトピックに取り組めば、新たな発見に出会えることだろう。もちろん、受講生全体の習

熟度に応じて、授業の進度は柔軟に調節するつもりである。

なお、授業中の私語は他の受講生の学習を妨げるので、原則として謹むこと（出席点の減点対象とする）。質問や意見がある場合は、遠慮なくそ

の場で挙手し、発言されたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

SPSSによる多変量解析 村瀬洋一・高田洋・広瀬毅士／オーム社／4274066266／SPSSを使った分析の具体的

方法について解説。ただしロジスティック分析については触れていない

文科系学生のための新統計学 小野寺孝義・菱村豊／ナカニシヤ出版／4888489858／本授業で学ぶ分析手法につい

て、豊富なイラストで解説、親しみやすい

マンガでわかる統計学 高橋信／オーム社／4274065707／数学というだけで拒絶反応を起こしそうな人におす

すめ

マンガでわかる統計学［回帰分析編］ 高橋信／オーム社／4274066142／上の続編。「（単）回帰分析」「重回帰分析」「ロジス

ティック回帰分析」について、こちらも数学恐怖症の方に

日本人の価値観・世界ランキング 高橋徹／中央公論新社／4121500814／調査研究の成果を分かりやすく紹介、データ

からどのようなことが分かるのか、具体的に知ることができる

分析方法の応用(1) 分析モデルの構築、ケースの選択、値の再割り当て、変

数の計算、差の検定、相関分析、クロス表分析、分散分

析

13

分析方法の応用(2) ケースの選択、値の再割り当て、変数の計算、差の検

定、多変量解析

14

分析結果の報告 重回帰分析、プレゼンテーション15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 原則として、毎回の授業で統計分析等に関する実習課題を課し、授業時間内にその成果を報

告してもらう（成果点30％）。また、 終回では各自の関心に基づく統計分析について報告を

行ってもらう（成果点50％）。これらに授業への出席の頻度（努力点20％、ただし備考にあるよう

に、授業態度によって減点の可能性あり）を加味し、総合的に成績を評価する。

100 ％
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・ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research：政治・社会調査のための大学協会）［本学学生はデータの即時ダウン

ロード可能、ただし無料登録とメール認証が必要］：https://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/newacct

データを授業で使用する場合、ダウンロードの具体的方法については授業内で説明する。

このほか必要なものに関しては、講義内で適宜説明する。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、テキストを使用して心理検査の基礎を学ぶ。心理検査の歴史と発展、その意義、数量的データの捉え方について具体的に学習す

る。その上で心理検査の実際について、主に教育・福祉分野において活用されるものを取り上げ、それぞれの検査の意味と手法について学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

心理学、臨床心理学、発達心理学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

前半は数量データの解釈の基本的事項について学ぶ。基礎的な事項であるが、初学者は自学自習が必要である。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

心理検査法 (S)

担当者名 /  Instructor 目黒 朋

13195

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・心理検査の歴史・基礎となる考え方について理解できる

・心理検査の数量的データの示す意味について考察できる

・心理検査の意義や特性をふまえ、社会における活用法について考察することができる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

レポート試験として実施する。日常点評価は小レポート及び毎回のコメントカードの提出状況及び記述内容。出席が規定回数に満たないものは

評価の対象としない。

データ処理の基礎について学習するので、ルート機能のついた電卓を用意すること。

いわゆる『心理ゲーム』的なものは扱わないのでそのつもりで受講してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

心理検査法入門ー正確な診断と評価のため

にー

渡部　洋／福村出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション・心理学の歴史 心理測定法　メンタルテスト第一回

心理検査における数量データのとらえ方 標準偏差　回帰分析　分布　相関係数第2～5回

心理検査の実際Ⅰー知能検査法① ビネー　キャッテル　第6回

心理検査の実際Ⅰー知能検査法② ウェクスラー　WAIS　WISC第7回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法① 新版K式発達検査法第8回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法② 発達診断　発達相談第9回

心理検査の実際Ⅱ－発達検査法③ 検査の実際　事例検討第１０回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法① 質問紙法　第１１回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法② 作業検査法第１２回

心理検査の実際Ⅲ－性格検査法③ 投影法第１３回

心理検査の実際Ⅳ－心理検査の活用の実際 事例　福祉　教育第１４回

まとめー心理検査者の倫理と検査の活用第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 55 ％

平常点評価 日常のコメントカードの提出、授業時間内に行う小レポート

参加型の授業であるため、出席を重視する。 低３回以上の出席を持って評価対象とする。

45 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

「こころ」の働きやｽﾄﾚｽ、精神疾患、精神保健、精神医療など『精神医学』の基礎論を学習します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

ﾃｷｽﾄは用いません。必要時に、ﾚｼﾞｭﾒなどを配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

①ﾃﾚﾋﾞや新聞の精神医療・精神保健など「精神医学」に関する報道などにも、ご関心が持てれば更に良いと思います。

②授業内では症例もご提示します。秘密の保持には十分、ご配慮ください。 

単位数 /  Credit 2

精神医学 (S)  §  精神医学I (S)

担当者名 /  Instructor 辻 正之

10298

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「精神医学の基礎となる知識を習得し、概念を理解して、それらを説明できる」水準への到達を目標に致しましょう。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

白紙の状態で受講して頂いて構いません。授業内で集中的に学習を致しましょう。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ストレスとうつ 徳永雄一郎／西日本新聞社／／第5,8,14回の授業内容の理解を深めたいときの参考

書的新書です。

事例で学ぶSST 高柴哲次郎／日総研出版／／第3,4,10回の授業内容の理解を深めたいときの参考書

です。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入（科目のｶﾞｲﾀﾞﾝｽ） ｼﾗﾊﾞｽ、「こころ」の働き、ｽﾄﾚｽ、精神疾患、診断分類、

ﾁｰﾑ医療

①4/11

精神科診断(1)　 初の診察・面接 主訴、精神的現在症、問診、聴くこと②4/18

精神科診断(2)　精神症状 知覚、思考、感情、意欲・行動、表情、自我③4/25

統合失調症 妄想、幻覚、解体した会話/行動、感情の平板化、4A症

状

④5/2

気分障害 躁うつ病、躁病、うつ病、内因性、心因性⑤5/9

神経症　ICD-10の疾病分類 葛藤、不安、ICD-10⑥5/16

ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害　思春期の精神障害 同一性、思春期心性、不登校、対人恐怖、摂食障害⑦5/23

老年期の精神障害 老化、対象喪失、認知症、老年期うつ病⑧5/30

特別講師「講義」：崔秀賢 岩倉病院長 精神医療・精神科病院の歴史、開放医療、「病院」と「地

域」

⑨6/6

精神保健ｽﾀｯﾌに求められる技能　ご意見の交換/ご質問

へのお答え

精神症状、効果的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、BPRS⑩6/13

特別講師「講義」：大谷和世 岩倉病院副看護部長 精神科看護、「こころ」と「身体」、医療現場の実際⑪6/20

精神療法 精神療法的態度、精神療法的技法、治療ﾒｶﾆｽﾞﾑ、治療

的変化、治療構造

⑫6/27

精神科薬物療法　「腕試しﾃｽﾄ」の事前説明 向精神薬、ﾌﾟﾗｾﾎﾞ、作用要因、「転移」と「逆転移」⑬7/4

「ｽﾄﾚｽｹｱ病棟」と職場のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ ｽﾄﾚｽｹｱ病棟、うつ病、ﾁｰﾑ医療⑭7/11

45分間の腕試しﾃｽﾄ+45分間の講義（事後説明・解説、科

目のまとめ）

ｼﾗﾊﾞｽのﾚﾋﾞｭｰ、「到達目標」と「自己評価」⑮7/18（海の日）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①授業時間内に書いて頂く簡単なﾚﾎﾟｰﾄに対する評価に加えて、受講状況による加点を行ない

ます→全評価中の65%に充当します。

②第15回授業（7/18 海の日）で45分間の「腕試しﾃｽﾄ」を行ないます→全評価中の35%に充当し

ます。

100 ％
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上記の3冊は気軽に読める書籍です。

授業のご理解にだけではなく、ご自身の健康維持にも役立つかもしれません。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

岩倉病院　http://www.toumonkai.net/

不知火病院　http://shiranui-byoin.or.jp

日本精神神経学会　http://www.jspn.or.jp

日本うつ病学会　http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/

日本統合失調症学会　http://square.umin.ac.jp/jssr05/index.html

日本不安障害学会　http://www.jpsad.jp/

日本精神分析的精神医学会　http://www.jaapp.jp

日本森田療法学会　http://www.jps-morita.jp/index.html

日本語臨床ﾌｫｰﾗﾑ　http://pfk.saloon.jp/

福岡BPRS評価ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ協会　http://www.dia-net.ne.jp/~bprs/home.htm 

京都市こころの健康増進ｾﾝﾀｰ　http://www.city.kyoto.jp/hokenfukushi/kokenzou/

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

禅的森田療法 宇佐晋一／三聖病院／／森田療法を原法に忠実に継承して来られている臨床医の貴

重な「ｴｯｾｲ」と「日記指導実例」です。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

精神医療は，患者（当事者，利用者），治療者（援助者），前二者を取り巻く環境を要素とする対人援助の営みである．患者の理解に努めつつ介

入を試みるこの営みの理論的背景である臨床精神医学は，複数の理論体系を包摂しながら，常に臨床実践の検証にさらされている．本講義で

は，精神障害や臨床実践の概要が理解できるよう臨床的視点から精神医学の基礎知識を概説するとともに，いくつかの現在的問題についても

取り扱う予定である．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

臨床精神医学 (S)  §  精神医学II (S)

担当者名 /  Instructor 国本 昌善

15896

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

(1) 臨床精神医学におけるいくつかの重要概念を理解し，これを説明することが出来る．

(2) 主要な精神障害の概略を理解する．

(3) 精神医学的援助の概略を理解する．

(4) 臨床精神医学におけるいくつかの現在的問題について理解し，一定の見解を述べることが出来る．

(5) 臨床精神医学の基本的な考え方を習得する．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入／総論(1)：精神医学の概念と歴史第1回

ミニテスト(1)＝10分程度／総論(2)：精神症候学および記

述精神医学の基礎，操作的診断システム

第2回

ミニテスト(2)＝10分程度／総論(3)：精神分析的精神医学

の基礎

第3回

ミニテスト(3)＝10分程度／総論(4)：神経系の解剖と生

理，精神薬理の基礎

第4回

ミニテスト(4)＝10分程度／総論(5)：治療概論第5回

ミニテスト(5)＝10分程度／各論(1)：統合失調症第6回

ミニテスト(6)＝10分程度／各論(2)：感情障害（気分障害，

躁うつ病）

第7回

ミニテスト(7)＝10分程度／各論(3)：神経症性障害第8回

ミニテスト(8)＝10分程度／各論(4)：抑うつとうつ病をめぐ

るトピックス

第9回

ミニテスト(9)＝10分程度／各論(5)：精神遅滞，自閉症ス

ペクトラム，注意欠陥・多動性障害など

第10回

ミニテスト(10)＝10分程度／各論(6)：パーソナリティ障害，

性関連障害

第11回

ミニテスト(11)＝10分程度／各論(7)：アルコール関連障

害，摂食障害

第12回

ミニテスト(12)＝10分程度／各論(8)：学校精神保健，産業

精神保健

第13回

ミニテスト(13)＝10分程度／各論(9)：地域精神保健第14回

ミニテスト(14)＝10分程度／各論(10)：精神医学と社会第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (1) ミニテスト＝70%

第2回以降 終第15回まで毎回の講義中に，前回講義内容の理解度を確認するためのミニテ

ストを実施します．

(2) ショートレポート＝30%

ショートレポートを作成，提出してもらいます．内容や形式等詳細については講義中に示しま

す．

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

KUNIMOTO.Masayoshi@gmail.com

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神医学エッセンス 濱田 秀伯／弘文堂／978-4335651175／非専門家向けの一般教養教科書

現代臨床精神医学 改訂第11版 大熊 輝雄／金原出版／978-4307150613／医学生・研修医向け教科書（コメディカル・

スタッフにも有用）

パーソナリティ障害の診断と治療 ナンシー・マックウィリアムズ／創元社／978-4422113302／精神分析的精神医学の良

き入門書

ケースの見方・考え方―精神分析的ケース

フォーミュレーション

ナンシー・マックウィリアムズ／創元社／978-4422113302／精神分析的精神医学の良

き入門書

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

「こころの時代」といわれて久しいが、現代社会は複雑な社会背景から、いじめ・虐待・自殺などさまざまな問題が発生している。特に自殺者は

1998年以後13年連続で3万人を越えている中、自殺者の多くがうつ病などの精神疾患が原因と言われている。

　多くの現代人は常に様々なストレスを感じており、こころの健康を害しやすくなっている。

現代社会での生活とストレスは常に近くに接しており、ストレス社会と言われる所以でもある。

　精神保健には、幼少期から老年期までの人生のライフサイクルにおいて、家庭、学校、地域、職場などの生活・環境の視点からの理解が必要

不可欠であり、ただ単に病気の予防、再発防止、自立的生活の維持だけでなく、広く国民全体の精神保健の保持、増進の必要性について知識

が必要となってくる。

　本教科では精神保健の基礎知識を通じて、ライフサイクルにおける精神保健の問題や課題についての取り組みについて学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

精神保健学 (S)  §  精神保健学I (S)

担当者名 /  Instructor 森井 俊次

10823

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本教科では精神保健の基礎知識を通じて、ライフサイクルを通じての精神保健の問題や課題についての取り組みを学び、精神保健福祉士とし

ての概要を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

☆欠席等で入手できなかった配布資料は自己責任で入手すること。

☆精神障害者に関する論議すべき事例が生じた時は講義計画を変更することがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・精神保健福祉養成講座第２巻「精神保健学」 日本精神保健福祉士養成校協会   ／中央法規／３１５２／定価2,835円（税込み） 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神保健の概要 ＷＨＯ憲章の定義、保健学の範囲1

精神保健の意義と課題 わが国の現状と課題 、保健・医療体制の特徴と課題2

ライフサイクルにおける精神保健① 胎児期・乳幼児期における精神保健 3

ライフサイクルにおける精神保健② 学童期・思春期における精神保健4

ライフサイクルにおける精神保健③ 青年期・成人期における精神保健5

ライフサイクルにおける精神保健④ 老年期における精神保健6

精神障害者対策 歴史と障害者自立支援法・課題7

アルコール関連問題対策  アルコール関連問題とは・健康日本２１  8

薬物乱用防止対策  薬物乱用の現状・特徴・対策   9

地域精神保健対策   危機介入・アウトリーチ10

家庭における精神保健   少子高齢化・児童虐待・ＤＶ11

学校における精神保健 不登校・いじめ・学校精神保健の課題  12

職場のメンタルヘルス  職場のメンタルヘルス・４つのケア13

諸外国における精神保健   イギリス・イタリア・オーストラリア・アメリカの精神保健施

策 

14

「検証テスト（確認テスト）」と「解説」 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況と受講態度（発言内容を含）および確認テスト・授業中に実施する数回のレポート問題

などを総合。  

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

精神保健学で学んだ内容をふまえて、精神保健活動の場としての地域、学校、職場の特性をふまえてそれぞれの場面における精神保健活動の

あり方を学習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

精神保健学の履修を終えていることを前提とする。

精神保健福祉士養成セミナー編集会編「精神保健福祉士養成セミナー第2巻精神保健学」（東京；へるす出版） 

石橋典子『呆けを「仕舞」として』中央法規

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

応用精神保健学 (S)  §  精神保健学II (S)

担当者名 /  Instructor 石橋 典子

20314

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

精神保健活動に関する諸理論をふまえて、具体的な精神保健活動のあり方を分析・討論・報告することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

人間にとっての精神とは1,2

精神保健とは3,4

精神を病むということ5,6

偏見のなかでつくられた病像7,8

精神障害者の充実した生活とは9,10

当事者と家族の社会参加11,12

障害と共に生きるということ13,14

まとめ 確認テスト15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

精神科ソーシャルワーカーの養成において重要な役割を果たすのが精神保健福祉援助演習である。精神保健福祉に関する他の科目で学んだ

理論を、教員と学生の共同作業により具象化し、精神科ソーシャルワーカーの専門性（価値・倫理、知識、技術）を培う。当事者の生活と権利を

護り、当事者のパートナーとして実践を展開するために必要な倫理や価値、さらに技術をディベート、グループワーク、ロールプレイ等々を活用し

獲得することを目指す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

精神保健福祉実習は本科目と同時に履修しなければならない。

他の精神保健福祉士課程専門科目をできるだけ事前に、もしくは本科目と同時に履修する必要がある。

精神保健福祉援助実習を参考にすること．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 4

精神保健福祉援助演習 (S)

担当者名 /  Instructor 山本 耕平

12312

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①揺れながら共に学び、共に育つ。

②討論できる精神科ソーシャルワーカーとして育つ。

③生きづらさを持つ個々の精神障害者と同様の課題を持つ仲間達が、社会に参加する力を獲得するプロセスを提示できる力を獲得する。

④専門性を獲得する為に自己に求められている課題と対峙する力を獲得する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション　 援助演習の約束，未熟な自己との出会い，自己開示 1

精神障害者の生活と支援① 当事者理解　KJ法2

精神障害者の生活と支援② リフレーミング，ストレングス3

自己覚知を見つめる 自身の長所・短所，ゲーム，他己紹介4

支援関係形成とコミュニケーション・スキル② バイスティック７原則　循環的関係 5

支援関係形成とコミュニケーション・スキル③ 言語的・非言語的コミュニケーション，ロールプレイ 6

課題の発見・分析と支援計画①　－統合失調症－ 当事者の語り，Strengths Perspective，ICF，QOL　7

課題の発見・分析と支援計画②　－アディクション－ マッピング技法，共依存，家族支援8

課題の発見・分析と支援計画③　－思春期・青年期－ 家族システム，多機関連携，発達支援 9

課題の発見・分析と支援計画④　－うつ病と自殺－ 抑うつ，うつ病，自殺念慮，自殺予防10

課題の発見・分析と支援計画⑤　－社交不安障害と社会

参加－

SAD，治療と社会参加，付随症状11

保健所におけるソーシャルワーク事例 危機対応，受療支援，退院促進 12

精神科病院におけるソーシャルワーク事例 権利擁護，家族調整，退院促進，住居設定 13

就労移行・就労継続とソーシャルワーク 柔らかな危機対応，自立支援，スティグマ 14

前期のまとめ 実習前課題 15

グループワーク 心理教育　統合失調症圏　思春期・青年期圏　アディク

ション圏 

16～17

スーパービジョン 実習報告，限界と課題，自己の可能性 18～28

統括的まとめ 視点，対処法，倫理，自己覚知29～30

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 演習活動への参加、事前学習レポート、実習計画、実習報告、実習記録などを総合的に評価

する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

精神障害者を対象とした直接援助技術（ケースワーク、グループワーク）について学び、援助技術を習得することを目的とする。講義では、直接

援助技術の実践に必要な理論を学び、演習によってこれを体験することで、社会福祉援助活動について総合的に理解する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

精神保健福祉援助技術各論 (S)  §  精神保健福祉援助技術各論I (S)

担当者名 /  Instructor 知名 純子

12631

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ 直接援助技術の理論、技法、展開について説明できる

・ 習得した知識を実践に応用できる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション  ケースワークとグループワークについて

ソーシャルワークの周辺理論①  交流分析

ソーシャルワークの周辺理論②  

  

防衛機制 

精神障害者を対象としたケースワーク①  

   

面接の意味と目的

精神障害者を対象としたケースワーク②   

  

面接技法 

 精神障害者を対象としたケースワーク③   

 

記録の内容 

 精神障害者を対象としたケースワークの展開①  

   

インテーク、アセスメント

精神障害者を対象としたケースワークの展開②   

   

プランニング、モニタリング、評価

精神障害者を対象としたグループワーク①   

  

歴史、目的 

精神障害者を対象としたグループワーク②   

  

メンバーの選択、グループワークの準備

精神障害者を対象としたグループワーク③   

  

グループワークの始め方、規範の形成 

グループへの介入、評価、終結   

   

個人・環境への介入、グループの葛藤

まとめ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 グループワークへの取り組み姿勢と各回終了時に提出してもらう小テストで評価します。

終講義日試験、試験に代わるレポート等はありません。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

e-mail: jct23071@ss.ritsumei.co.jp



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神障害者の生活支援を行うにあたって基本となる個別援助技術、集団援助技術を踏まえたうえで、コミュニティワークの実践の質をより深める

ために必要な間接援助技術やその他関連援助技術のあり方について学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉、精神保健福祉科目を履修しているか、その知識があることを前提とする。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

精神保健福祉コミュニティワーク (S)  §  精神保健福祉援助技術各論II (S)

担当者名 /  Instructor 知名 純子

15906

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ 間接援助技術の理論、技法、展開について説明できる

・ 習得した知識を実践に応用できる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

e-mail: jct23071@ss.ritsumei.co.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション コミュニティとは

コミュニティワークとは 時代に応じた概念の変化

精神障害者を対象とした地域援助技術 地域の身近な資源

間接援助技術の内容と機能 ソーシャル・プランニング

関連専門援助技術について１ 心理療法・面接技法 

関連専門援助技術について２ 家族療法・家族支援

地域福祉の枠組み 地域福祉をめぐる考え方の違い 

コミュニティワークの理論①コミュニティ・ディベロップメン

ト  

イネーブリング、セツルメントとパターナリズム、ラジカ

ル・ワーカー  

コミュニティワークの理論②ポリティカル・エンパワメント  多元的世界観、マイノリティの参加と社会の安定

コミュニティワークの理論③プランニング  新しいプランニング理論

コミュニティワークの理論④プログラム・ディベロップメント

  

インターグループワーク、多元主義と資源配分

コミュニティワークの理論⑤コミュニティ・リエゾン  ボランタリズム、当事者参加促進策 

まとめ 今後のコミュニティワークの展開

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中のワークへの取り組み姿勢、及び各回の内容を的確に理解し自分の言葉で説明できる

か、課題の事例に対して実際に活用できるか、についてコミュニケーション・ペーパー及び、授

業中のミニ課題によって確認する。 

終講義日試験やテストに代わるレポート等はありません。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神保健福祉援助実習は、通年の授業と180時間以上の現場実習で構成されている。現場実習は、精神科ソーシャルワーカー（精神保健福祉

士）として、精神障害者の伴走者となる初めての体験である。180時間という限定された時間であるが精神障害を持つ当事者や家族と直接関わ

るなかで、講義で学んだ理論や演習で間接的に体験した知識を活用することが求められる。その直接的な関わりのなかで、専門職としてのスキ

ルや価値、倫理を高め、支援者として自らの課せられている課題を知ることが必要である

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

精神保健福祉援助演習は本科目と同時に履修しなければならない。

他の精神保健福祉士課程専門科目をできるだけ事前に、もしくは本科目と同時に履修する必要がある。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 4

精神保健福祉援助実習 (S)

担当者名 /  Instructor 山本 耕平

12425

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①精神障害者の生活課題を理解し、地域生活支援のありかたにつき考察する力を獲得する。

②医療・生活の現場における専門職の実践課題と現状につき分析する力を獲得するする。

③支援者として自らが求められている課題を明確にできる。

④ 低限の倫理や義務につき理解し護ることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

この授業は，演習形式の授業であり，毎回の報告が指示される．また，国家試験との関わりがある為，授業への参加（出席）日数は厳しく評価の

対象とされる．

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 実習の意義　目的　一年間の課題1

事前学習の内容と方法 現場が求めている実習生，現場が求めない実習生，実

習に期待すること，KJ法 

2

事前学習①－実習計画立案にあたって①－ 実習先の情報収集，実習報告からの学び 3

事前学習②－精神障害者と家族に関する文献学習－ 精神科医療，精神保健福祉，家族間力動，偏見4

事前学習③－精神障害者の地域生活資源に関する文献

学習

精神保健福祉法，自立支援法5

実習計画の立て方 目的，意義，目標，課題，評価方法6

実習計画の発表 目的，意義，目標，課題7

実習計画の再発表 目的，意義，目標，課題 8

精神科ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）の視点と

実践①

パートナーシップ，バウンダリー 9

精神科ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）の視点と

実践②

抵抗，逆抵抗，共感，自己覚知10

精神科ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）の視点と

実践③

マイクロカウンセリング技法 11

精神科ソーシャルワーカー（精神保健福祉士）の視点と

実践④

バーンアウト要因12

実践と記録 客観的描写，自己評価，気づき（課題発見） 13

実習生の心得 倫理，課題，スーパービジョン 14

実習直前ガイダンス 手続き，様々な状況への対処 15

実習の振り返り 当事者，支援者，自己，地域 16～17

実習報告 実習概要，学び，成長，今後の課題 18～28

統括的まとめ 視点，対処法，倫理，自己覚知 29～30

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 演習活動への参加、事前学習レポート、実習計画、実習報告、実習記録などを総合的に評価

する。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考書は，適宜紹介する．本講義における事前学習時間は，平均120分となっている．ほぼ毎回，受講生からの報告（A4　2枚から3枚のレ

ジュメ）が義務付けれるため参考書は重要な位置を占める．

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神保健福祉白書〈2010年版〉流動化する障害

福祉施策

精神保健福祉白書編集員会／中央法規出版／978-4805832349／

西欧精神医学背景史 中井久夫／みすず書房／978-4622050469／

こんなとき私はどうしてきたか 中井久夫／医学書院／978-4260004572／

終講義―分裂病私見 中井久夫／みすず書房／978-4622039617／

自殺のサインを読みとる 高橋祥友／講談社／978-4062101158／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神保健福祉論は、精神保健福祉の原論として位置づけられる科目である。したがって、精神障害者のおかれてきた状況を社会的歴史的に正

しく理解し、その過程で練り上げられてきた援助専門職の思想、価値実践を学ぶことを目的とする。さらに、現状の精神保健福祉の課題について

考える視座を獲得するために、制度政策と現場実践と運動の関係性の理解を深めることを目的とする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

障害者福祉論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

精神保健福祉論 (S)  §  精神保健福祉論I (S)

担当者名 /  Instructor 塩満 卓

12673

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①精神障害者福祉の政策背景を歴史的に探る力を獲得する

②精神科ソーシャルワークの原則を理解する力を獲得する

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神保健福祉論 日本精神保健福祉士養成校協会編／中央法規／978-4-8058-3154-0／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神障害者福祉の歩み１　精神病者監護法の概要 相馬事件　精神病者監護法　私宅監置1

精神障害者福祉の歩み２　精神病院法の概要 呉秀三　精神病者一斉調査　精神病院法2

精神障害者福祉の歩み３　15年戦争と精神病者の生活

実態

社会防衛思想　優性思想　ロボトミー　入院患者餓死3

戦前の精神保健福祉政策に関するまとめの講義と到達

度テスト

4

精神障害者福祉の歩み４　精神衛生法の概要と精神病

院ブーム

医療金融公庫　精神科特例　経済的措置入院5

精神障害者福祉の歩み５　精神衛生法一部改正の概要 ライシャワー事件　保健所精神衛生業務　通報制度の

拡大

6

精神障害者福祉の歩み６　入院中心主義から地域中心

主義への萌芽

全家連設立　PSW協会発足　クラーク勧告　共同作業7

精神障害者福祉の歩み７　「Y問題」の概要と背景の考察 精神障害者とソーシャルワーク　札幌宣言　人権思想 

福祉見直し論

8

精神障害者福祉の歩み８　精神病院不祥事件の概要と

背景の考察

栗岡病院事件　安田病院事件　日本精神神経学会声

明文

9

精神障害者福祉の歩み９　精神保健法の概要 宇都宮病院事件　ICJとICHPの調査　入院患者の人権10

戦後精神保健法までの精神保健福祉政策に関するまと

めの講義と到達度テスト

11

精神障害者福祉の歩み10　精神保健福祉法及び精神保

健福祉士法の概要

精神保健法一部改正　手帳制度　福祉の専門職化　福

祉の計画化

12

精神障害者福祉の歩み11　障害者自立支援法の内包す

る問題と運動

政策形成過程　応益負担　違憲訴訟13

ゲストスピーカーによる講義　PSWの地域精神保健福祉

活動の実際

精神障害当事者との協働　権利擁護　市民との共同14

精神保健法から現在までの精神保健福祉政策に関する

まとめの講義と到達度テスト

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況　25％

リアクション・ペーパー　25％

到達度テスト　50％

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

心病める人たち 石川信義／岩波新書／400430122X ／

ルポ・精神病棟 大熊一夫／朝日文庫／4022602449 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神保健福祉士としての基礎的な知識といえる精神障害者の視点に立って人権とは何かとそれを権利擁護する精神保健福祉士の役割につい

て、その現状と課題を取り上げる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

精神障害者の人権とくらし (S)  §  精神保健福祉論II (S)

担当者名 /  Instructor 森井 俊次

13187

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

精神保健福祉士として、精神障害者の人権をどう保障するか。そのためには客観的な視点がどう必要かを理解し、精神保健福祉士としての共通

認識基盤の確立を目指す。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

☆欠席等で入手できなかった配布資料は自己責任で入手すること。

☆精神障害者に関する論議すべき事例が生じた時は講義計画を変更することがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・精神保健福祉養成講座第4巻「精神保健福

祉論」

日本精神保健福祉士養成校協会   ／中央法規／978-4-8058-3154   ／定価２，８３５

円（税込み） 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神保健福祉法にみる人権保障の歴史 任意入院、医療保護入院、措置入院、応急入院1

障害者の人権保障  世界人権宣言、国際障害者年、障害者感の変遷  2

精神障害者の人権保障  精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの

改善のための諸原則  

3

わが国における障害者の人権保障の枠組み  障害者基本法、障害者プラン  4

精神医療における権利擁護①  インフォームド・コンセント、病院内の審査体制  5

精神医療における権利擁護②  精神医療審査会、実地指導・実地審査  6

権利擁護と市民運動  精神医療オンブズマン  7

人権侵害の現状  宇都宮病院事件、大和川病院事件などを通して8

権利擁護の取り組み  欠格条項、成年後見制度、アドボカシー  9

偏見・差別・スティグマ  権利擁護の担い手としてのＰＳＷ 10

精神保健福祉援助活動①  精神科病院での相談援助  11

精神保健福祉援助活動②  地域（保健所等）での相談援助  

ＡＣＴ（包括的地域生活支援）について

12

精神保健福祉援助活動③  災害時の相談援助  13

精神保健福祉士の役割・課題  ＰＳＷのアイデンティテイ  14

「検証テスト（確認テスト）」と「解説」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況と受講態度（発言内容を含）および確認テスト・授業中に実施する数回のレポート問題

などを総合。  

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本教科では、精神保健福祉士に求められる精神障害者観について講義する。精神障害者の人権を保障する担い手となる精神保健福祉士に求

められる障害者観、実践観、さらに我が国の現状と課題について取り上げる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

精神保健福祉の現状と課題 (S)  §  精神保健福祉論III (S)

担当者名 /  Instructor 森井 俊次

15846

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

精神保健福祉士として精神障害者の人権をどう保障するのか。その為に必要な障害者観を理解し、政策や実践課題に関心を持つ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

☆欠席等で入手できなかった配布資料は自己責任で入手すること。

☆精神障害者に関する論議すべき事例が生じた時は講義計画を変更することがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神障害をもつ人が地域でくらしていくためにー

介護保険統合論と、求められる社会的支援

山本耕平／かもがわ出版／4-87699-840-x／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神障害者観 スティグマ・パターナリズム1

精神障害者の治療の流れ 隔離収容施策2

ＰＳＷと精神障害者の地域生活支援① 危機・連携3

ＰＳＷと精神障害者の地域生活支援② ＡＣＴ（包括的地域生活支援）の実際と課題4

パートナーとしてのＰＳＷ パートナー・フレンドシップライン5

精神障害者と精神科医療① 精神科救急の現状と課題6

精神障害者と精神科医療② 受診アクセス・法３４条7

精神障害者と精神科医療③ 社会的入院・当事者ニーズ8

精神障害者と暮らしの場① 家族・グループホーム・ケアホーム9

精神障害者と暮らしの場① 当事者研究10

精神障害者と暮らしの場② リカバリーとＷＲＡＰ11

精神障害者といこいの場 なかま・自治・自律12

精神障害者と就労 就労支援・ジョブコーチ・適応から参加13

触法精神障害者と回復支援 心神喪失者等医療観察法14

「検証テスト（確認テスト）」と「解説」 精神保健福祉の政策的課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況と受講態度（発言内容を含）および確認テスト・授業中に実施する数回のレポート問題

などを総合。  

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

精神障害の障害とはなにか．精神障害者がなぜリハビリテーションの対象であるのか．精神障害者を対象とするリハビリテーションにおける精神

保健福祉士の役割はどこにあるのかをにつき授業を進める．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

精神障害リハビリテーション論 (S)  §  精神リハビリテーション学I (S)

担当者名 /  Instructor 山本 耕平

13166

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①精神障害の基礎的な理解が可能となること

②リハビリテーションが占める位置を明確に理解すること

③精神保健福祉の実践意義の理解に努めること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

参考文献について学習することを求める．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

精神保健福祉白書〈2010年版〉流動化する障害

福祉施策 

精神保健福祉白書編集員会／中央法規出版／978-4805832349／

精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本 大熊一夫／岩波書店／978-4000236850／

トリエステ精神保健サービスガイド―精神病院

のない社会へ向かって

トリエステ精神保健局／現代企画室／978-4773806021／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

精神障害リハビリテーションとの出会い，取り組み 保健所，地域実践，施設づくり，退院促進1

精神障害リハビリテーションと麦の郷 生活共同体，協同組織，地域アイデンティティ2

精神科リハビリテーションの思想や理念① ＩＬ運動，ＡＤＬからＱＯＬへの転換，当事者参加、3

精神科リハビリテーションの思想と理念② エンパワメント，反スティグマ4

精神科病院は必要か 我が国の精神科病院，イタリアの精神科病院，5

1990年代以降の精神科リハビリテーション政策① 1987年法，1988年二施設設置運営要綱，在宅福祉法定

化，障害者基本法

6

1990年代以降の精神科リハビリテーション政策① 障害者地域生活支援事業，大和川暴行事件，精神保

健福祉法

7

障害者自立支援法の限界 地域生活制限，障害特性の軽視，ケアマネジメント8

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー①

EBP（Evidence-Based Practices），心理社会的介入プロ

グラム，ツールキット 

9

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー①

ACT10

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー②

FPE･家族心理教育11

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー③

援助付き雇用ツールキット12

精神科リハビリテーション技法論ーEvidence Based 

Practiceに関してー④

IMR･疾病管理とリカバリー13

グループ・ディスカッション① グループ・ディスカッション①14

グループ・ディスカッション②　試験 グループ・ディスカッションに基づくレポート作成15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価は，14回，15回に実施するグループ・ディスカッションに基づく各自作成のレポートと日常的

な授業取組状況の基づく．

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

自由こそ治療だ―イタリア精神病院解体のレ

ポート

ジル　シュミット／社会評論社／978-4784501816／

精神障害をもつ人が地域でくらしていくために―

介護保険統合論と、求められる社会的支援

山本耕平／かもがわ書店／978-4876998401／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 精神障害という病気になった人が、自身の病気と向き合いながら社会生活において人間らしく生活していくことを援助するかが精神科リハビリ

テーションです。

　精神科リハビリテーション学は精神保健医療福祉全般にかかわる領域であることから、病気の経過、機能回復の訓練、さらに、精神科リハビリ

テーションの経緯、多職種連携のなかで精神保健福祉士としてどう取り組むのかという視点を得ることを目的とします。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

精神科リハビリテーション学 (S)  §  精神リハビリテーション学II (S)

担当者名 /  Instructor 森井 俊次

11026

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

精神保健福祉士として障害者の視点に立って、精神科リハビリテーションにどう取り組むかの視座を育てる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

☆欠席等で入手できなかった配布資料は自己責任で入手すること。

☆精神障害者に関する論議すべき事例が生じた時は講義計画を変更することがある。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・精神保健福祉養成講座「精神科リハビリテー

ション学」

日本精神保健福祉士養成校協会   ／中央法規／978-4-8058-3153-3 ／2,700円（税

別） 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

障害者リハビリテーションの概念  リハビリテーションの概念、歴史  1

障害者リハビリテーションの理念と意義  ＷＨＯの理念、身体的リハビリテーションと精神的リハビ

リテーション

2

障害者リハビリテーションの基本原則  ＡＤＬからＱＯＬへ、ノーマライゼーション、国際機能分類3

障害者リハビリテーションの理念と意義  ＷＨＯの理念、基本原則と技法4

精神科リハビリテーションの構成①  精神科リハビリテーションの対象、専門職種との連携、5

精神科リハビリテーションの構成②  精神保健福祉士の役割、精神科リハビリテーションの施

設、関連領域 

6

精神科リハビリテーションのプロセス  リハビリテーション計画、アプローチの方法 7

医療機関におけるリハビリテーション①  作業療法、レクルエーション療法、集団精神療法、行動

療法、  

8

医療機関におけるリハビリテーション②  認知行動療法と社会生活技能訓練、家族教育プログラ

ム、 

9

医療機関におけるリハビリテーション③  デイケア、ナイトケア、精神科退院時指導、退院前訪

問、訪問看護・指導  

10

医療機関におけるリハビリテーション④  退院・地域移行支援  11

精神保健福祉士が行うリハビリテーション  医学的リハビリテーションと社会的リハビリテーション 12

精神科リハビリテーションの総合化  地域リハビリテーション、職業リハビリテーション  13

精神保健福祉施策の展開  わが国の現状と課題、諸外国の現状と課題  14

「検証テスト（確認テスト）」と「解説」 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席状況と受講態度（発言内容を含）および確認テスト・授業中に実施する数回のレポート問題

などを総合。  

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ハリウッドの100年の歴史を分析することで、映画誕生期から現在に至る映画イメージと映画産業の関係の推移と特徴を、同時代の政治的、社

会的、文化的背景のもとで捉える。さらには今後の映画産業のあり方、可能性、方向性についても考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし、毎回レジメ、資料を配布

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ハリウッド映画だけでなく、多くの、様々なジャンルの映画を観ること

毎回、映像資料や参考文献をあげるので、授業後に参照すること

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SB)  §  専門特殊講義 (SB)

担当者名 /  Instructor 神谷 雅子、松谷 容作

13204

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

映画のイメージと産業構造の関係性を理解し、批判的に思考する視座を養う。

映画産業と政治、文化、社会の関係について理解を深める。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・映画を観た際は、必ず何らかのメモをとること

・映画の制作年代と同時代の産業システムを常に意識すること

・疑問点、問題点があれば積極的に質問すること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『映画館と観客の文化史』 加藤幹郎／中公新書／／2006年

『ハリウッド100年史講義――夢の工場から夢の

王国へ』

北野圭介／平凡社新書／／2001年

『映画の政治学』 長谷正人、中村秀之／青弓社／／2003年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

映画産業論　導入１ 映画産業論とは第1回

映画産業論　導入２ 映画産業を考えるための見取り図第2回

映画の誕生とハリウッド シネマトグラフ、キネトスコープ、映画興行第3回

古典的ハリウッド 古典的ハリウッド映画、D・W・グリフィス第4回

サイレント全盛のハリウッド 垂直統合、スター、ジャンル第5回

黄金時代 トーキー、ミュージカル映画、プロダクション・コード第6回

自意識の映画 アルフレッド・ヒッチコック、オーソン・ウェルズ、第二次世

界大戦

第7回

40年代のハリウッド パラマウント訴訟、フィルム・ノワール第8回

アンビバレントな映画産業 パッケージ型制作、アトラクション、メロドラマ第9回

自由と映画 政治、スペクタクル、作家主義第10回

ハリウッド再生① スター作家、レイティング・システム第11回

ハリウッド再生② イベント化、水平統合、テレビ第12回

今日のハリウッド① 水平統合、新作家主義第13回

今日のハリウッド② メガコングロマリット化、多角化第14回

今日のハリウッド③ ニュー・ライン・シネマ、ミラマックス、物語、国際化第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問への解答内容で、授業への理解度をはかる。80 ％

平常点評価 毎回授業後、コミュニケーションペーパーを提出してもらう。その内容で、授業の理解を確認す

る。

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

メディアに露出しているニュースやドキュメンタリー番組などは、どんな取材と論議を経てつくられ、読者や視聴者に届けられるのか。事件、事

故、政治、経済、国際、芸能、スポーツ・・・。一つの記事や番組の中には、過去から現在に連なる歴史の「縦軸」と、グローバル化が進む地球的

な広がりを示す「横軸」とが交差する中で、各メディアがそれぞれの価値観で、選び取った読者へのメッセージが込められている。メディアの第一

線で活躍している朝日新聞記者や朝日放送報道局員・カメラマンなどの現場報告を受けて、「特ダネ」はどのようにして生まれるのか、その舞台

裏の生々しい議論、さらにメディアが日々発信しているニュースの背景や「意味」を、それぞれのメディアの中で交わされている「論議」も踏まえな

がら、同時進行的に紹介、解析していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SC)  §  専門特殊講義 (SC)

担当者名 /  Instructor 白石 憲二

13205

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

新聞やテレビなどメディアが日々発信しているメッセージについて、その狙いなどを客観的に理解し、バランスのとれた視点で、その記事や番組

などのすぐれた点や不十分な点を評価、指摘できるようになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

できるかぎり新聞を読みテレビのニュース・ドキュメント番組などに接するように心がける。とくに興味あるテーマについて継続的にウオッチし、各

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに～メディア、報道の役割とは～ 白石憲二 客員

教授

発掘力第１回（9/30）

社論～支持される主張とは～　前田史郎氏（朝日新聞論

説委員）

争論第２回（10/7）

バラエティ～ワイドショー～岩城正良氏（朝日放送制作局

制作部長）

笑い第３回（10/14）

地震と科学報道～打ち続けたメール～　桜井林太郎氏

（朝日新聞科学医療グループ記者）

衝撃音発生第４回（10/21）

どうなる原発政策　稲田清英氏（朝日新聞経済グループ

記者）

エネルギー第５回（10/28）

国際報道とは～イラン革命など～　安東建氏（朝日新聞

編集局長補佐）

特ダネ第６回（11/4）

ドキュメンタリー～テレメンタリー番組～　西村美智子氏

（朝日放送報道局ディレクター）

証言第７回（11/11）

生活報道と震災　山田佳奈氏（朝日新聞生活文化グルー

プ記者）

教訓第８回（11/18）

報道カメラマンの１日～ 新機材など～　高木伯之氏（朝

日放送映像編集部長）

空間第９回（11/25）

写真取材の現場から～シャッターチャンス～　久松弘樹

氏（朝日新聞写真グループデスク）

集中第１０回（12/2）

事件報道と人権～テレビニュースの現場から～　星信幸

氏（朝日放送報道局次長）

メディアスクラム第１１回（12/9）

スポーツ取材の 前線～トラ番記者～　福角元伸氏（朝

日新聞スポーツ部記者）

トラ番第１２回（12/16）

地域報道の現場から～密着～　臼倉恒介氏（朝日新聞

京都総局長）

目線第１３回（12/23）

開かれた新聞とは～市民ネットと投書～　筑瀬重喜氏

（朝日新聞声担当）

ブログ第１４回（1/6）

まとめ・質疑応答　白石憲二客員教授 質問力第１５回（1/13）

※講師の業務の予定により、テーマの変更や講師の変

更が発生する可能性があります。 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 「課題についての理解度、論旨の構成や説得力を重視する70 ％

平常点評価 毎回のコミュニケーションペーパー、数回おきのミニレポートで理解度をはかる30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　http://www.pressnet.or.jp/ 日本新聞協会プレスネット、週一回更新の「紙面展望」。

加盟新聞社の社説の論調をテーマ別に紹介している。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

メディアの論調を比べてみる。大きな事件の判決報道などで、自分ならどう本記（判決の中身を伝える記事）を書くか、判決要旨などを読んで試し

てみる。読解力と文章力がつく。テレビニュースなら、現場からどう伝えるか、リポーターの立場になって考えてみる。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

NHK講座　テレビ放送完全デジタル化元年の放送を展望する：大河ドラマ「江」、感動の瞬間を伝える伝道師・スポーツ実況アナウンサー、通信

端末スマートフォンと放送はどのような接点を持てるか、放送が視聴者の私たちにどのような変化をもたらすかなど、日本の放送界をリードする

プロフェッショナルが、直接、講義し、質問にも答えます。また受講生が番組企画し、一人ひとりコメントももらえるなど、アクティブ感のある講義が

シリーズで繰り広げられる講座です。本講座を受講すれば、日本の公共放送が現在どのような状況におかれているのかを理解することができま

す。放送経営、ニュース・ドラマ制作、技術の現場、激動する今日の経済や国際関係報道の一線を経験してきたジャーナリスト、カメラマンが何を

感じ、何を伝えてきたかについて、放送メディア・ジャーナリズムにおける 新の動きを学びとることを目的にしています。15回のシリーズで行うこ

の講義には、メディアと舞台、国際報道、未来の 先端メディアテクノロジーについてなど、日本を代表する講師陣が講義を展開します。 　

※2011年度の本講座は、2010年度に続き、キャンパスプラザ京都ではなく立命館大学衣笠キャンパスで開講されますので、注意してください。ま

た、授業は毎週金曜日16:20～17:50実施を基本としますが、4月29日と5月6日は休講とします。代わりに、6月25日と7月16日の土曜日、13:00～

14:30に正規講義として行います。 　

※講師とテーマは都合により変更になることがあります。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SD)  §  専門特殊講義 (SD)  §  特殊講義（総合） (VA)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13218

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

放送に興味を持っている学生から、将来、放送の現場を担いたいと希望する学生まで、国内・国際の放送ジャーナリズム、ドラマやスポーツ中継

の映像番組制作、デジタル化された放送メディアの環境変化と未来に至るまで興味関心を幅広く満たせる内容となっています。この講義を通じ

て、放送のあり方、放送の将来展望について考える力をつけてもらうことを目標にします。講義では、毎年恒例で、受講生からも評価が高い「受

講生自身の手による放送番組企画の提案」という実践的課題にも取り組んでもらいます。各受講生から提出された番組企画案には、制作のプロ

フェッショナルが一人ひとり丁寧にコメントを書いて、個別にフィードバックします。これを通じて、受講生が、放送番組制作者の立場をより身近な

ものとして理解・批評する力をつけることができます。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スタートアップ企画：(対談講義)デジタル元年～映像を通

じて伝えること

※小林千洋／京都放送局長、辰巳琢郎／俳優(特別ゲス

ト)

4月8日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱① ドラマ

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」の制作舞台裏

※屋敷陽太郎／制作局チーフプロデューサー

4月15日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱② ス

ポーツ

感動の瞬間を伝える伝道師～スポーツ実況の世界～ア

テネ五輪体操男子団体～「栄光への架け橋」誕生秘話

※刈屋富士雄／ＮＨＫアナウンサー

4月22日

視聴者の心をつかめ！ NHK番組編成の三本柱③ 編成

視聴者ニーズと編成

※白石信子／編成局編成センター担当部長

5月13日

NHKを支える仕事① 営業

完全デジタル元年　受信料と公共放送について考えてみ

ませんか？ 

※長村中／営業局計画管理部長

5月20日

NHKを支える仕事② ニュース報道

災害報道の現場から～阪神淡路大震災と東日本大震災

～

※住田功一／大阪放送局チーフアナウンサー

5月27日

NHKを支える仕事③ 技術

完全デジタル元年 未来をめざして　驚きの 先端メディ

アテクノロジー

※久保田啓一／NHK技術研究所長

6月3日

番組企画に求められるもの 双方向授業①

番組制作の基本・提案課題設定

※東條充敏／京都局チーフディレクター

6月10日

番組企画関連講座

3つのたまごの生みの親が伝授 

※中谷日出／解説委員室解説主幹

6月17日



2011 年度シラバス立命館大学

特に指定しない。

特に指定しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔①

カメラマンの仕事～映像で表現するということ～

※林克明／京都局技術部カメラマン

6月24日

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔②

経済取材の醍醐味 

※飯田香織／報道局記者(「Bizスポ」経済キャスター)

※土曜講義。教室変更の場合があるので掲示に注意。6月25日（土曜講

義）

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔③

ＮＨＫの常識をぶち壊せ！～ＮＨＫエンターテインメント戦

略～

※吉田照幸／制作局専任ディレクター(ｻﾗﾘｰﾏﾝNEO)

7月1日

もっと身近にＮＨＫ フロントランナーの素顔④

新米ディレクター奮闘記

※磯田美菜／京都放送局ディレクター(中継「ニュース

610 京いちにち」)

7月8日

番組企画に求められるもの 双方向授業②

提案の秘訣・提案課題プレゼンテーション

※田島徹／京都放送局放送部長

7月15日

いつでも、どこでも、もっと身近にＮＨＫ

※塚田祐之／NHK理事

※土曜講義。教室変更の場合があるので掲示に注意。7月16日（土曜講

義）

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 【平常点評価】75 %

各回で、フィードバックコメントを書いてもらう。各講義で自分が受け止めた内容のサマリー、こ

れに加えて個人的にどのような感想を持ったかを記述して、講義の 後に提出してもらう。各５

ポイント満点で評価する。5ポイント×15回講義＝７５ポイントとなる。

【レポート】25 %

学期中に課題として出される個人の番組提案を評価の対象とする。この課題は、番組企画に対

する専門的な技量を評価するものではなく、講義を通じて受講生が獲得した視点や発想の面白

さを、いかに番組提案にうまく反映させているかが評価の主ポイントとなる。このため各講義に

おいて受講生が放送番組について個人的に考えを書き留めるなどして、アイデアを積み上げる

作業さえしていれば平均以上のポイントは獲得できる。

100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、一般社団法人日本音楽出版社協会、社団法人全国コンサートツアー事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家

著作隣接権センターなど３つの団体他の寄附から成り立つ講座である。音楽評論家で日本レコード大賞常任実行委員でもある反畑誠一先生

（産業社会学部客員教授）が担当。講義内容は、コンテンツ産業界の 前線で活躍されている方々をゲスト講師として招聘し、リレー形式の講義

で構成される。 

　デジタル技術の進化やインターネットの地球規模の普及は、エンタテインメント産業界に大きな構造的変革をもたらしており、深刻な問題を伴っ

ている。この状況を受け、2010年1月1日には、著作権者の了解を得ずにインターネットで配信された音楽や映像をダウンロード（受信）することも

違法とする改正著作権法が施行されるなど、インターネット全盛時代の知的所有権の保護と活用は限りなく日常に近い問題として、これまでにな

く社会的関心事となっている。 

　一方で、このデジタル化やインターネットの普及などによる情報テクノロジーの進化と国際化により、誰もが表現者となり得る時代をむかえ、市

民一人ひとりが創作者として権利ビジネスに参画していくことも可能になった。つまりこれは、著作権などの知的所有権の実態をビジネスの観点

からも学ぶことが、芸術文化・エンタテインメント産業の新たなビジョンづくりの上で大切であるというメッセージであると言える。 

　このような現状を踏まえ、この科目では、デジタル化とインターネットがもたらした文化・産業の構造変化を多角的に現状分析・認識し、次世代

の方向性を研究することを課題とする。 

　音楽産業をはじめ、映像・放送などのコンテンツ・ビジネスやエンタテインメント・ビジネスに関心を持つ学生、将来これらの業界で働くことを志望

している学生には、特に受講を勧めたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特には指定しないが、後期の専門特殊講義Ⅰ（SF）「デジタル/ネット文化・産業論Ⅱ」　

を通年で受講することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SE)  §  専門特殊講義 (SE)  §  特殊講義（総合） (VB)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、反畑 誠一

13217

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

□国際的視野をもって、現実を直視し、一流を知る中で、現在のコンテンツ・ビジネスの実態を語ることができる。 

□過去を知り、蓄積した知識をもとに、叡智と感性と創造力をもって、コンテンツ・ビジネスの明日を考察することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「オリエンテーション」  

 反畑誠一（音楽評論家・立命館大客員教授）

「学習目的と学習内容」1（4/13）

「デジタル時代におけるクラシック音楽の課題」

武藤英明先生（プラハ放送交響楽団客演常任指揮者）

「人材不足」2（4/20）

調整中

中西健夫先生（株式会社ディスクガレージ代表取締役社

長、A.C.P.C.副会長）

「エネルギー」（仮）3（4/27）

「音楽クリエーターの課題」

亀田誠治先生（音楽プロデューサー）

「メリット・デメリット」4（5/11）

「音楽出版ビジネスの課題」

谷口元先生（一般社団法人日本音楽出版社協会会長）

「国際化・契約」（仮）5（5/14）

「ニコニコ動画の進化」

杉本誠司先生（株式会社ニワンゴ　代表取締役社長）（予

定）

「NHK」（仮）6（5/18）

「お笑い文化」

中井秀範先生（吉本興業株式会社執行役員　吉本お笑

い総合研究所副所長）

「興業」7（5/25）

「中間総括」

反畑誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「音楽著作権」8（6/1）

「ライブ映像と進化」

御領博先生（株式会社ミュージックエンタテインメント　メ

ディアビジネスグループ代表）

「MTV」9（6/8）

「ネット時代における著作権管理」

甲斐顕一先生（株式会社ドワンゴ・ミュージックエンタテイ

ンメント代表取締役社長）

「初音ミク」10（6/15）

「デジタル放送と音楽番組」

山本たかお先生（テレビ朝日放送編成・制作局次長・音

楽番組チーフプロデューサー）

「ミュージックステーション」11（6/22）

「電子出版2011」

宮田和樹先生（株式会社実業之日本社　マーケティング・

コミュケーション推進室長）

「多機能端末」(仮)12（6/29）
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特に指定しない

その都度、指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「マネージング・ディレクターというお仕事」

石井由里先生（ユニバーサル合同株式会社ストラテジッ

クマーケテイングジャパン　マネージング・デイレクター）

（予定）

「マネーシング」(仮)13（7/6）

｢音楽配信ビジネス2011｣

加藤裕一先生（株式会社レコチョク代表執行役代表）（予

定）

「クラウド・コンピューティング」14（7/13）

「前期総括」

反畑誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「レコード産業の現況」15（7/20）

※エンタテインメント業界の 前線で活躍されている方々

をゲストとしてお迎えする関係上、業務のご都合上、講

師・テーマラインアップや順番等については変更される可

能性があります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　毎回のコミュニケーション・ペーパーと期中2回のレポートにより総合的に評価する。

なお、本講座ではエンタテイメント産業の第一線で活躍をされているゲスト講師との双方向の授

業展開を行っている。各講師への質問を事前・事後に受け付け、可能な限りのご回答もお願い

をする予定であるので、意欲的に参加をすること。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、一般社団法人日本音楽出版社協会、社団法人全国コンサートツアー事業者協会、社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家

著作隣接権センターなど３つの団体他の寄附から成り立つ講座である。音楽評論家で日本レコード大賞常任実行委員でもある反畑誠一先生

（産業社会学部客員教授）が担当。講義内容は、コンテンツ産業界の 前線で活躍されている方々をゲスト講師として招聘し、リレー形式の講義

で構成される。 

　デジタル技術の進化やインターネットの地球規模の普及は、エンタテインメント産業界に大きな構造的変革をもたらしており、深刻な問題を伴っ

ている。この状況を受け、2010年1月1日には、著作権者の了解を得ずにインターネットで配信された音楽や映像をダウンロード（受信）することも

違法とする改正著作権法が施行されるなど、インターネット全盛時代の知的所有権の保護と活用は限りなく日常に近い問題として、これまでにな

く社会的関心事となっている。 

　一方で、このデジタル化やインターネットの普及などによる情報テクノロジーの進化と国際化により、誰もが表現者となり得る時代をむかえ、市

民一人ひとりが創作者として権利ビジネスに参画していくことも可能になった。つまりこれは、著作権などの知的所有権の実態をビジネスの観点

からも学ぶことが、芸術文化・エンタテインメント産業の新たなビジョンづくりの上で大切であるというメッセージであると言える。 

　このような現状を踏まえ、この科目では、デジタル化とインターネットがもたらした文化・産業の構造変化を多角的に現状分析・認識し、次世代

の方向性を研究することを課題とする。 

　音楽産業をはじめ、映像・放送などのコンテンツ・ビジネスやエンタテインメント・ビジネスに関心を持つ学生、将来これらの業界で働くことを志望

している学生には、特に受講を勧めたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特には指定しないが、前期の専門特殊講義Ⅰ（SE）「デジタル/ネット文化・産業論Ⅰ」を通年で受講することが望ましい。

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義I (SF)  §  専門特殊講義 (SF)  §  特殊講義（総合） (VC)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司、反畑 誠一

15925

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

□国際的視野をもって、現実を直視し、一流を知る中で、現在のコンテンツ・ビジネスの実態を語ることができる。 

□過去を知り、蓄積した知識をもとに、叡智と感性と創造力をもって、コンテンツ・ビジネスの明日を考察することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「オリエンテーション」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「AKB48」第１回

「違法ダウンロードの実態」(仮)

畑 陽一郎先生（一般社団法人　日本レコード協会理事）

｢Ｌマーク｣第２回

「私的録音録画補償金制度をめぐる訴訟事件のその後」

（仮）

椎名 和夫先生（実演家著作隣接権センター(CPRA)運営

委員・音楽家）

「実演家と権利」第３回

「感性の磨き方」（仮）

杉山 恒太郎先生（株式会社電通　常務執行役員）

「コピーライター」第４回

「蹴球事始」(仮)

奥寺 康彦先生（株式会社横浜フリエスポーツクラブ

（YOKOHAMA FC）代表取締役会長

「海外挑戦」第５回

「ネットで英国ロックバンドをスカウト！日本先行デ

ビュー」（仮）

森川 欣信先生（株式会社オフィスオーガスタ代表取締

役）

「グローバル化」第６回

「テクノミュージック進化論」（仮）

松武 秀樹先生（演奏家権利処理機構　ミュージックピー

プルネスト副代表幹事・音楽プログラマー）

「テクノポップ」第７回

「中間総括」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「アジア」第８回

「日本のアニメーション文化」（仮）

夏目 公一朗先生（株式会社アニプレックス代表取締役執

行役員社長）

第９回

「デジタル/ネットワーク時代の宣伝プロモーション」(仮)

稲垣 博司先生（エイベックス・マーケティング株式会社代

表取締役会長・同エンタテインメント取締役）

「マーケティング」第１０回

「FMラジオ局の現況と展望」(仮)

栗花落 光先生（FM802代表取締役専務）

「野外フエス」(仮)第１１回

「ネット時代の読書術」（仮）

橋本 大也先生（データセクション株式会社　取締役会長

CIO）

「1日Ⅰ冊」第１２回
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特に指定しない

その都度、指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

「池井戸潤作『下町ロケット』直木賞受賞の構図」

白井 勝也先生（株式会社小学館副社長）

「ベストセラー」第１３回

｢著作権の世紀｣（仮）

福井 健策先生（弁護士・骨董通り法律事務所）

第１４回

「期末総括」

反畑 誠一先生（音楽評論家・立命館大客員教授）

「著作権」第１５回

※エンタテインメント業界の 前線で活躍されている方々

をゲストとしてお迎えする関係上、業務のご都合上、講

師・テーマラインアップや順番等については変更される可

能性があります。 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回のコミニュケーション・ペーパーの提出（代行は厳禁）と期間中２回の提出（厳守）により総

合的に評価する 

なお、本講座ではエンタテイメント産業の第一線で活躍をされているゲスト講師との双方向の授

業展開を行っている。各講師への質問を事前・事後に受け付け、可能な限りのご回答もお願い

をする予定であるので、意欲的に参加をすること。

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　20世紀を支えてきた巨大メディアの新聞とテレビをめぐる環境は、多メディア、デジタル化時代を迎えて大きく変化している。新聞では、紙媒体

に加え、ネット記事が浸透し、一時無料化の流れが強まったが、欧米紙の間では有料化の動きも見られる。テレビでは、広告収入を基本とする

経営が主流であったが、オンデマンド形式の放送では、番組単位で販売されるなど、新たなビジネスモデルも生まれている。これらの変化は、経

営面はもちろんのこと、コンテンツにも多大な影響を与えている。

　また、若者の新聞離れは以前から指摘されてきたが、 近の調査では、テレビは、若者が必要とするメディアにおいて、携帯電話、パソコンに

次いで3位に甘んじるなど、テレビ離れもみられ、若者とメディアの向き合い方も変化している。

　本講座は讀賣テレビ放送株式会社および読売新聞大阪本社から、記者、ディレクター、プロデューサー、アナウンサー、編成マン、事業セクショ

ン等多様なプロフェッショナルを毎回ゲストスピーカーに迎え、リレー講義形式で授業を進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SG)  §  専門特殊講義 (SG)

担当者名 /  Instructor 粟谷 佳司

13144

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

変貌するメディア環境をめぐる問題意識を視野に入れながら、21世紀のメディアの課題と可能性を具体的に探る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

21世紀の新聞とテレビを取り囲む環境 粟谷佳司 准教授1

【新聞】多メディア化の中の新聞 読売新聞大阪本社編成局総務　中村 弘氏2

【新聞】事件・事故報道のいま 読売新聞大阪本社社会部次長　吉村 慎吾氏3

【新聞】政治報道～国と地方の現場から～ 読売新聞大阪本社社会部次長　指尾 喜伸氏4

【新聞】世界を伝える 読売新聞大阪本社編集委員　中津 幸久氏5

【新聞】スポーツジャーナリズム 読売新聞大阪本社運動部長　佐々川 修二氏6

【新聞】新聞事業の現状と未来 読売新聞大阪本社事業本部長　窪田 邦倫氏7

【テレビ】ライフラインとしてのテレビ 讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室長　藪田 正弘

氏（他、現場記者１名予定）

8

【テレビ】テレビは今どこにいるのか 讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏

9

【テレビ】デジタル化とは何か 讀賣テレビ放送コンテンツ事業推進部　山下 雄司氏10

【テレビ】アナウンサーの現場から 讀賣テレビ放送アナウンス部　脇浜 紀子氏11

【テレビ・新聞合同】テレビ、新聞の現在と未来（仮称） 読売新聞大阪本社論説委員　本多 宏氏、社会部長　田

口 晃也氏

讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏、労政部長　松山 浩士氏

12

【テレビ・新聞合同】テレビ、新聞の現在と未来（仮称） 読売新聞大阪本社論説委員　本多 宏氏、社会部長　田

口 晃也氏

讀賣テレビ放送コンプライアンス推進室室次長　新谷 

弘氏、労政部長　松山 浩士氏

13

【テレビ】テレビ報道の現場から 讀賣テレビ放送解説委員　春川 正明氏14

授業内レポートと全体まとめ 粟谷 佳司 准教授15

※講師の業務の予定により、テーマの変更や講師の変

更の可能性があります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①毎回の講義でミニレポートを書いてもらう（配点５０点）。なおこれは出席点も兼ねるので、QR

コードを毎回持参すること。

② 終授業日に６０分程度、論述中心の「授業内レポート試験」を実施（配点５０点）。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

専門特殊講義―APU国際学生との異文化交流

本専門特殊講義では、産業社会学部の学部生が、APUの「日本語･日本文化」クラスの国際学生との間で、日英２言語によるインターネットを利

用した遠隔交流授業を実施し、異文化理解と異文化間コミュニケーション能力を高め、英語による発信型コミュニケーション能力を育成することを

目指す。また日英２言語による国際的対話力を強化し、国際交流に求められる企画力、交渉力、リーダーシップ、異文化対応力などの実践的国

際対応力を伸ばすことを目的とする。

具体的な活動内容は、異文化理解と異文化間コミュニケーションに関する講義で、交流授業の意義・目的を導入した後、遠隔交流や対面交流に

よるコミュニケーション活動と協働学習（collaborative learning）を行ない、以下の２つテーマを決めて課題、調査、ディスカッション、プレゼンテー

ション、ディベートなどを行なう。

テーマ（１）学生が選ぶディベートの論題

テーマ（２）「グローバル化にともなう日本と各国の社会問題」

遠隔交流では、メール交換、テレビ会議システムによる自己紹介や大学紹介、小グループによるスカイプを利用した情報交換や意見交換、テレ

ビ会議でのプレゼンテーションやディスカッションを実施し、相互のキャンパスを訪問して実施する対面交流における混合チームによるディスカッ

ションやディベートなどの協働学習をとおして、日英２言語による実践的異文化間コミュニケーション能力を高める。授業は講義を含めてすべて

英語で行ない、協働学習は時間を決めて、使用言語を英語と日本語に分けて実施する。

配当回生は、産業社会学部2回生以上、受講生数上限は25名

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SH)  §  専門特殊講義 (SH)

担当者名 /  Instructor 坂本 利子

20181

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）国際的対応力：多文化･多言語環境で日本語と日本文化について学ぶＡＰＵの国際学生と、日本社会と各国の社会の制度や文化について

日英2言語で情報交換や意見交流、協働作業などのさまざまな形態の交流と対話を経験することによって、企画力、交渉力、リーダーシップ、異

文化対応力などの国際的対応力を実践的に伸ばす。

（２）発信型コミュニケーション能力：国際学生とのさまざまなコミュニケーション活動と相互評価を組み合わせた活動を通して，日英2言語による

発信型コミュニケーション能力の向上を図る。

（３）グローバル化への対応力：　多様な文化的背景や社会的経験を持つ国際学生と、日本社会と各国の社会でグローバル化にともなって生起

している諸問題について協働学習で調査と報告をすることによって、グローバル化にともなう問題の解決に向けて主体的・実践的に対応できる思

考力や判断力、行動力を育成する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明と導入 異文化理解、異文化間コミュニケーションとは何か？1回

・異文化理解・異文化間コミュニケーションについて導入

・産社とAPUの混合チーム編成①

・TV会議システムによるグループごとの自己紹介と大学

紹介について導入

2回

メールとTV会議システムによるグループごとの自己紹介

と大学紹介

3回

・ディベート導入と産社のクラスディベートチーム編成② ・対面交流について導入4回

・「学生が選ぶディベートの論題」決定

・クラスディベート準備

・対面交流準備5回

・クラスディベート準備

・対面交流準備―混合チームごとに意見交換（メールとス

カイプ）

6回

クラスディベート7回

対面交流におけるディベート8回

･対面交流について振り返り（アンケートと意見交換）

・混合チーム編成③

・テーマ（２）「グローバル化にともなう日本と各国の社会

問題」について導入

9回

・テーマ（2）について比較調査の方法と発表について ･レポート報告10回

・混合チームごとにレポートの報告（スカイプ） ・テーマ（2）について比較調査11回

・課題：学期末レポートについて ・テーマ（2）について調査計画報告、比較調査･意見交

換（TV会議）

12回

・テーマ（2）について比較調査･意見交換（スカイプ）13回

テーマ（2）について発表・意見交換（TV会議）14回

・対面交流と交流授業全体について意見交換

・異文化間コミュニケーションと異文化交流について振り

返り

（課題：学期末レポート）15回
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中でアドバイスをします。

email

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 出席および授業への積極的参加　            20%

課題（コミュニケーションペーパーと小論文）20%

   プレゼンテーション     20%

   ディベート     20%

学期末レポート（異文化交流授業について）  20%

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　本科目は、立命館大学の本拠地である京都市についての見識を深めるために、京都の運営母体である京都市役所において日々第一線で活

躍する職員のオムニバス形式による講義を通じて、京都市政の概要をよりリアルなかたちで理解することを目的としている。2011年度において

は、こうした講義を踏まえつつ、京都市政の全般的な習得とともに、受講生自らが市政に対して積極的な関心を持ち、かつ主体的な学びへと発

展させるために、受講生による市政の創造と提言を行っていくことを通じて、本科目に関係する市行政担当者にフィードバックするとともに、大学

と地域との双方向の取り組みをめざす。

　千年の都としての伝統と格式を持ち、現在もなお、国内のみならず国外からもその歴史的・文化的なグレードが評価される京都のまちは、それ

が単に過去の遺物や形骸化した景観なのではなく、そこで暮らす人々の多年にわたる日常の営みが息づいているからに他ならない。こうした

人々の営みが、移り変わる時代の文化や産業をその時々において支え、伝統と革新が絶えず葛藤と再生を繰り返しながら共存するハイブリッド

な京都という空間を創り出してきた。本科目では、現在の京都の人々の暮らしにおいて不可欠でありかつ身近な自治体としてある京都市政につ

いて、その現状を知り、学び、考察し、関わっていくことの重要性を認識し、また、それを通じて、京都に暮らす（あるいは学ぶ）一市民としての自

覚と役割を身につけ、京都の未来像を構想し、持続的発展に貢献できるような人材の育成をはかる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　地域社会、地域政策、地域経済などに関連する基礎的な科目を履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SI)  §  専門特殊講義 (SI)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊、中西 典子

15813

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　本講義では、京都市との連携のもと、生きた学問として、京都市政を実践的かつ総合的に学んでいく。具体的には、まず、京都市行財政の全

体像を把握した上で、ハードとソフト両面にわたる政策の現況について、①都市計画と景観政策、②まちづくり、③環境政策、④産業政策、⑤食

文化、⑥保健福祉政策、⑦教育政策、⑧国際化、という８つの分野から習得し、それらの分野を横断していく市民力・市民参加の方向性を展望し

ていく。

　また、京都市政の現状と取り組み、課題をよく理解した上で、京都市の一構成員として市政を担っていることへの責任と自覚を育むために、受

講生自身が、関心のある分野において京都市政のオリジナルなプランを企画し、提言するというかたちで成果を報告することによって、市政への

主体的な関与を試みる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明1

京都市政のしくみ① 京都市の組織と人事行政のあらまし/京都市の産業構

造と産業振興策

2

京都市政のしくみ② 京都市の市政改革/京都市の総合計画3

京都（行政区）の基本計画 みんなで考えよう！！はつらつ北区のまちづくり4

京都の景観政策 時を超え光り輝く京都の景観づくり5

京都のまちづくり 京都市の都市計画/地震に強いまちづくり6

京都の環境政策 京都市の地球温暖化対策～地球環境にくらしが豊かに

調和するまちを目指して～/地域ぐるみで農と環境を守

ろう！

7

京都の産業政策 京都市の財政／京都商業の現状と課題～おいでやす

京の商い～

8

京都の食文化 京の台所をささえる～中央卸売市場第一市場～／京の

旬野菜推奨事業～栄養たっぷり、京の旬野菜を食べる

～

9

京都の保健福祉政策 データで見る京都市の保健福祉／地域福祉の推進10

京都の教育政策① 市民とともに進める京都市の教育改革11

京都の教育政策② 少年非行（問題行動）の防止と立ち直り支援12

国際化と京都 京都市の国際化に向けて～多文化が息づくまちを目指

して～

13

京都を担う市民参加と協働 参加と協働による、豊かで活力のある地域社会の実現14

まとめ 京都市政プランの企画と提言～学生によるポスターセッ

ション～

15

※なお、現職の京都市の職員の方々にお越しいただく関

係上、担当者の都合がどうしてもつかなくなった場合に

は、スケジュールや講師、テーマの変更等が発生する可

能性があります。 



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

京都市情報館　http://www.city.kyoto.lg.jp/

国際京都学協会　http://www.kyotogaku.org/index.html

京都創生推進フォーラム　http://www.kyoto-sousei.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　受講生は、京都市政に関する広報や新聞記事、ホームページなどに日頃から目を通しておくこと、また、京都市内を歩いて見聞することによっ

て、京都市政を実感として得るようにしてもらいたい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドキュメント京都市政―次代を生きるあなたに伝

えたい 

梶 宏／白川書院／478670038X／2002年

京都学校物語 京都市教育委員会、 京都市学校歴史博物館／京都通信社／4903473201／2006年

京都市政 公共経営と政策研究 村上 弘、田尾 雅夫、佐藤 満／法律文化社／4589029944／2007年

かくて教育は甦った―市民ぐるみの京都市教育

改革の実践

門川 大作／致知出版社／4884748131／2008年

都市のにぎわいと生活の安全―京都市とその

周辺地域を対象とした事例研究

井口 富夫／日本評論社／4535556032／2009年

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 毎回の講義に課すコミュニケーションペーパー、および、市政プランの企画と提言に関するプレ

ゼンテーション内容とポスターセッション（ 終成果物）により判断する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「ポピュラー音楽」は、聴いて楽しむだけなら特に学ぶ必要はないかもしれません。しかしダーウィンは「人類の起源」の中で、中国の書物に「音楽

は天地を覆す力を有す」という格言を紹介しています。また同著の中でシューマン博士の観察として、「何ページもの書物よりも、ただ１曲の音楽

の中に、はるかに大きな感動の高まりを凝縮させるものがある」と「音楽の力」を指摘しています。音楽は人間の感性と理性によって創作された

不可欠のコミュニケーション手段です。世界にはいろいろな音楽があります。この講座では、デジタル技術の発達とインターネットの普及によっ

て、環境が激しく変貌するなかで、私たちにとって音楽の存在と音楽文化の本質と変遷について、身近な「ポピュラー音楽」を通じて、ジャンルを

問わず多角的に考察、研究し、新たな「音楽の系譜づくり」と21世紀の「音楽の聴き方」の追求で成果を残したいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

オリジナルの「レジュメ」ＣＤ、ＤＶＤ等を活用します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SK)  §  専門特殊講義 (SK)

担当者名 /  Instructor 反畑 誠一

15933

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①ウィーン古典派音楽からアフリカのバンバータまで、聴き方を知る。

②日本の「流行歌」の変遷と特性を知る。

③音楽文化・産業の拡張と拡散を考察する。

④21世紀の「ポピュラー音楽文化」の創出を担う。

⑤音楽著作権・著作隣接権を学び、知識を蓄える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ＣＤ、ＤＶＤ、ライブなどを積極的に聴いたり、観賞するよう心がけてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「音楽の聴き方」 岡田曉生著／中央公論新書／／

「デシタル時代の著作権」 野口祐子著／集英社刊／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「音楽の存在と聴き方」 「音楽力」1

「日本人と音楽」 「沖縄音楽」2

「ポピュラー音楽の巨匠たち」（西欧編） 「マイケル・ジャクソン」3

「ポピュラー音楽の巨匠たち」（日本編） 「武満徹」4

「ポピュラー音楽の独創性と普遍性」 「スタンダード」5

「ポピュラー音楽の多様性」 「ロック」6

「非西欧音楽の存在」 「音楽地図」7

「メディアと大衆音楽」 「音楽配信」8

「広告と音楽」 「コマーシャル」9

「日本のレコード産業史」 「著作隣接権」10

「アジアの音楽市場」 「Ｋ－ＰＯＰ」11

「ポピュラー音楽の系譜」 「ジャンル」12

「映像文化と音楽」 「映画音楽」13

「ポピュラー音楽と著作権」 「シンガー・ソングライター」14

「ポピュラー音楽の未来」 「デジタル時代」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 80 ％

平常点評価 20 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「専門特殊講義II―衣笠国際学生との異文化交流」

産業社会学部の学部生が、衣笠の国際学生の短期留学プログラムSKP（Studying in Kyoto Program）科目、「異文化間テーマ演習」のクラスとの

異文化交流授業を通して、目標言語である英語と、国際学生の学習言語である日本語の2言語による異文化間コミュニケーション能力と発信型

コミュニケーション能力を高めるとともに、日本社会と国際学生の出身国を含めた国際社会の諸問題や異文化理解力を高めるテーマについて、

国際学生と協働学習（collaborative learning）による比較調査や意見交換を行い、その結果を目標言語である英語で発信し、また国際学生の日

本語での発信をサポートし、日本社会と国際社会についてグローバルな視点から理解を深め、他文化へ開かれた姿勢とさまざまな異文化対応

力や民主的な異文化間コミュニケーションの方法を実践的に学ぶ。

具体的活動内容は、異文化理解、異文化間コミュニケーションに関する講義、異文化間コミュニケーションを意識化するためのテーマ活動、国際

学生との混合チームによる以下の（１）から（３）のテーマについての協働学習（自己紹介、ロールプレイ、ディスカッション、比較調査、発表、意見

交換と相互評価、小論文作成など）、そして協働学習についての振り返りである。授業は講義を含めてすべて英語で行ない、協働学習は時間を

決めて、使用言語を英語と日本語に分けて実施する。

テーマ(1) 日本と各国の大学制度と問題、日本の大学への提案

テーマ(2) 日本と各国のマイノリティ

テーマ(3) グループごとに自由に選ぶ日本と他国についての比較テーマ

配当回生は、産業社会学部生2回生以上、受講生数上限20名

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SM)  §  専門特殊講義 (SM)

担当者名 /  Instructor 坂本 利子

15920

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）自文化理解と国際理解力：　多様な文化的背景や社会的経験を持つ国際学生と、日本社会と各国の社会の制度や諸問題について情報交

換や意見交流を行い、協働作業による調査と報告をすることによって、自国と各国の社会と文化について理解を深めるとともに、文化的多様性

を重視し、異なった文化に属する人々の文化的特徴と自己の文化との違いを認識し、それを受容できる姿勢を習得する。

（２）発信型コミュニケーション能力：　国際学生との実践的なコミュニケーション活動と相互評価を組み合わせたインターラクティヴな場を提供し，

日英2言語による発信型コミュニケーション能力の向上を図る。

（３）異文化間コミュニケーション能力：　英語でのコミュニケーション能力を伸ばすだけでなく，協働学習で異文化理解力を高めるテーマに取り組

み、異なった文化を持つ国際学生との日英2言語によるコミュニケーション活動をとおして、異文化に属する受け手を理解し、その受け手に理解さ

れる異文化間コミュニケーション能力を高める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明、異文化理解、異文化間コミュニケー

ションとは何か？

1回

自己紹介と自己開示、および協働学習による調査・発表

について

グループ編成2回

自己紹介と自己開示 テーマ（１）「日本と各国の大学制度と問題について」（講

義）

３回

異文化対応のコミュニケーションについて「その１」 テーマ（１）についてグループで意見交換４回

異文化対応のコミュニケーションについて「その２」 テーマ（１）「日本の大学への提案」発表５回

異文化対応のコミュニケーションについて「その３」 テーマ（２）「日本と各国のマイノリティについて」６回

テーマ（２）についてグループで意見交換 各国のマイノリティ比較レポート作成７回

テーマ（２）各国のマイノリティ比較についてグループ発表

と意見交換

８回

テーマ（３）グループごとに自由に選ぶ日本と他国につい

ての比較テーマ、調査方法、インタビューと発表について

９回

テーマ（３）について調査と話し合い１０回

テーマ（３）の発表について テーマ（３）について調査と話し合い、発表の準備１１回

テーマ（３）について発表と意見交換１2回

テーマ（３）について発表と意見交換１３回

テーマ（３）について発表と意見交換１４回

まとめ　多文化共生社会と異文化間コミュニケーション能

力について再考

１５回
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授業の中で伝えます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の中でアドバイスをします。

email

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価   出席および授業への積極的参加　20%

 課題 （作文やコミュニケーションペーパー）20%

   協働学習による調査・発表20%

 協働学習による調査・発表に基づく小論文20%

 学期末レポート（異文化交流授業について）20%

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

主に1960年代のテレビ番組を中心に検証しながら当時のテレビが持っていた可能性について考えてみたい。

その思考から生まれる、では今、果たしてテレビというメディアに何が可能なのか？という困難な問いについても、みなで議論してみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義III (SO)  §  専門特殊講義 (SO)

担当者名 /  Instructor 是枝 裕和

15832

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・本講義は、読売新聞社の援助により、各府県の知事や政令指定都市の市長などを本学にお迎えし、それぞれ現在取り組んでいる政策につい

て講演をしていただく、リレー講義である。このため、講義全体として、統一的、体系的にものの考え方が示されるというものではない。

　しかし、今日、グローバル化が進み、地球環境の保全が必要となり、情報化が進展し、少子、高齢化となりながら人口が減少する中で、地方公

共団体は、的確な政策を策定し、地域の課題を解決していかなければならない。また、現在は、補完性の原理や近接性の原理が重要視されて、

地方分権の意義が大きくなっている時代であるので、府県や市が、具体的にどのような政策を取るかは、住民にとっても、社会にとっても、国の

政策との関係においても、重要である。

　そのため、各地域でどのような政策が取られているのかを知ることは、それが適切な政策なのかどうかという検討を含めて、大切なことである。

　さらに、地方分権に関連しては、国と地方のあり方がどのようであるべきか、知事や市長の講演を通して、具体的に考えることができる。

　以上のように、本講義は、知事や市長から、それぞれの政策や考え方を講演していただき、 近の地域を取り巻く状況を踏まえた具体的な政

策を知り、それらを検討し、同時に、地方分権のあり方を考えていくものである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・政治学、行政学、経済学および財政学に関する科目。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

政策科学特殊講義 (PA)  §  法政特殊講義 (JI)  §  人文科学総合講座特殊講義I (LQ)  §  特殊

講義（各部門共通）I (RD)  §  専門特殊講義 (SP)  §  特殊講義 (WA)  §  専門特殊講義II (SP)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

11089

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現在における地方公共団体の重要政策は何か、その内容を知り、その課題と解決方策を理解し、また、地方分権の必要性、そのあり方を理解

する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講師は、講演のためにお招きした各府県の知事、政令指定都市の市長などであるので、遅刻・早退はしないこと。また、私語・飲食は厳禁であ

る。

　知事・市長の講演は、それぞれ独立したものであることから、受講生は、政策の内容についてよく考え、積極的に質疑応答の中で質問もし、地

方公共団体の政策のあり方について、自分の意見を形成していってもらいたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

担当教員より、本講義について、その趣旨、目的、期待

する効果に関し、説明する。

地方自治の制度について説明する。第1回

元芦屋市長　北村春江氏第2回

大阪市　平松邦夫市長第3回

全国市町村国際文化研修所 　市橋保彦学長 第4回

神戸市　矢田立郎市長第5回

京都府　山田啓二知事第6回

兵庫県理事　清原桂子氏第7回

和歌山市　大橋建一市長第8回

京都市　門川大作市長第9回

千葉市　熊谷俊人市長第10回

松阪市　山中光茂市長第11回

横浜市　林文子市長第12回

相模原市　加山俊夫市長第13回

さいたま市　清水勇人市長第14回

担当教員の授業第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体をとおしての理解度を評価する。60 ％

平常点評価 出席状況と小レポート（２回）により、それぞれの講義における理解度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

・本講義の内容から、教科書は特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義にお招きする知事・市長の府県・政令指定都市のホームページ

　その中では、特に、当初予算に関する知事・市長の説明

 その他 /  Others

講演者の都合により講義スケジュールが変更する場合があります。

変更については、2011年度「全国知事・市長リレー講義」HP

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/chiji/2011/index.htm

にてお知らせしますので随時確認するようにしてください。

参考書 /  Reference Books

・担当教員のメールへ連絡があれば、必要な連絡を取ります。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・本講義は、読売新聞社の援助により、各府県の知事や政令指定都市の市長などを本学にお迎えし、それぞれ現在取り組んでいる政策につい

て講演をしていただく、リレー講義である。このため、講義全体として、統一的、体系的にものの考え方が示されるというものではない。

　しかし、今日、グローバル化が進み、地球環境の保全が必要となり、情報化が進展し、少子、高齢化となりながら人口が減少する中で、地方公

共団体は、的確な政策を策定し、地域の課題を解決していかなければならない。また、現在は、補完性の原理や近接性の原理が重要視されて、

地方分権の意義が大きくなっている時代であるので、府県や市が、具体的にどのような政策を取るかは、住民にとっても、社会にとっても、国の

政策との関係においても、重要である。

　そのため、各地域でどのような政策が取られているのかを知ることは、それが適切な政策なのかどうかという検討を含めて、大切なことである。

　さらに、地方分権に関連しては、国と地方のあり方がどのようであるべきか、知事や市長の講演を通して、具体的に考えることができる。

　以上のように、本講義は、知事や市長から、それぞれの政策や考え方を講演していただき、 近の地域を取り巻く状況を踏まえた具体的な政

策を知り、それらを検討し、同時に、地方分権のあり方を考えていくものである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・政治学、行政学、経済学および財政学に関する科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

政策科学特殊講義 (PB)  §  法政特殊講義 (JK)  §  人文科学総合講座特殊講義I (LR)  §  特殊

講義（各部門共通）I (RJ)  §  専門特殊講義 (SQ)  §  特殊講義 (WB)  §  専門特殊講義II (SQ)

担当者名 /  Instructor 今仲 康之

11128

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現在における地方公共団体の重要政策は何か、その内容を知り、その課題と解決方策のあり方を理解し、また、地方分権の必要性、そのあり

方を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・講師は、講演のためにお招きした各府県の知事、政令指定都市の市長などであるので、遅刻・早退はしないこと。また、私語・飲食は厳禁であ

る。

　知事・市長の講演は、それぞれ独立したものであることから、受講生は、政策の内容についてよく考え、積極的に質疑応答の中で質問もし、地

方公共団体の政策のあり方について、自分の意見を形成していってもらいたい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

担当教員により、本講義について、その趣旨、目的、期

待する効果に関し、説明する。  

  

地方自治の制度について説明する。 第1回

総務省　自治行政局長　久元喜造　氏第2回

新潟市　篠田昭　市長第3回

栃木県　福田富一　知事第4回

宮城県　村井嘉浩　知事第5回

奈良県　荒井正吾　知事第6回

前尼崎市長　白井文　氏第7回

埼玉県　上田清司　知事第8回

福岡市　髙島宗一郎　市長第9回

石川県　谷本正憲　知事第10回

三重県　鈴木英敬　知事第11回

川崎市　阿部孝夫　市長第12回

香川県　天雲俊夫　副知事第13回

（調整中）第14回

長野県　阿部守一　知事第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体をとおしての理解度を評価する。 60 ％

平常点評価 出席状況と小レポート（２回）により、それぞれの講義における理解度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

・本講義の内容から、教科書は特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義にお招きする知事・市長の府県・政令指定都市のホームページ

　その中では、特に、当初予算に関する知事・市長の説明

 その他 /  Others

講演者の都合により講義スケジュールが変更する場合があります。

変更については、2011年度「全国知事・市長リレー講義」HP

http://www.ritsumei.ac.jp/liberal/chiji/2011/index.htm

にてお知らせしますので随時確認するようにしてください。

参考書 /  Reference Books

・担当教員のメールへ連絡があれば、必要な連絡を取ります。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 ／／／



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、ドキュメンタリー作品の歴史を、映像・音響による表現技法や社会背景に注目しつつ振り返る。さらに主要な作家・作品を数点取り

上げ、視聴とディスカッションを通じた解読を行うことによって、フィクションとノンフィクションの狭間にあるドキュメンタリーという表現の理解に努め

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

１、３０分以上の遅刻は認めない。３０分以上遅れた学生は、必ず教室の後ろのドアから入ること。遅れた学生のコミュニケーションペーパー

の提出は認めない。

２、私語は厳禁とし、退出および減点の対象とする。

３、試験の内容については、講義内でコメントを行う。

講義中に適宜指示する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (ST)  §  専門特殊講義 (ST)

担当者名 /  Instructor 尾鼻 崇、神谷 雅子

13294

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「ドキュメンタリーとはなにか」を考え、理解する力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

可能な限り視聴覚資料を用いて講義を進行する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ドキュメンタリィ映画 ポール・ローサ／未来社／4-624-71073-8／

ノンフィクション映像史 リチャード・M・バーサム／創樹社／／

世界ドキュメンタリー史 エリック・バーナウ／日本映像記録センター／／

日本ドキュメンタリー映画全史 野田真吉／現代教養文庫／4-390-11095-0／

ドキュメンタリー映画の修辞学 佐藤真／ みすず書房／9784622072515／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ドキュメンタリー論　導入１ ドキュメンタリー論とは第1回

ドキュメンタリー論　導入２ ドキュメンタリーを考えるための見取り図第2回

ドキュメンタリーとはなにかを考える イントロダクション、ドキュメンタリーとはなにか第3回

ドキュメンタリーの誕生 ロバート・フラハティ、ジョン・グリアスン第4回

ドキュメンタリー作品の系譜 レニ・リーフェンシュタール、ポール・ローサ第5回

ドキュメンタリーと戦争 プロパガンダ、戦記映画第6回

主要作品の視聴① 『オリンピア』（Olympia）第7回

主要作品の解説とディスカッション① 同上第8回

日本のドキュメンタリー 文化映画、佐藤真、土本典昭第9回

主要作品の視聴② 『水俣－患者さんとその世界－』、『阿賀に生きる』第10回

主要作品の解説とディスカッション② 同上第11回

ドキュメンタリー映画と物語映画 フィクションとノンフィクション第12回

ドキュメンタリーとはなにかを再度考える ドキュメンタリーとはなにか第13回

主要作品の視聴③ 映画作品以外から受講者の関心にあわせて選択する第14回

主要作品の解説とディスカッション③ 同上第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験の設問に対する解答で理解度をはかる。80 ％

平常点評価 講義中に提示する小レポートおよびコミュニケーションペーパーの内容で判断する。20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ドキュメンタリーは嘘をつく 森達也／草思社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

グローバル時代にあって「情報」と「メディア」は一段と重要性を増すと同時に、多様化と量的拡大が加速度的に進行して、混沌とした状況を呈し

ている。個人まで発信能力を持つようになった新しい情報環境の下で、メディアの「信頼性」が問われる一方、市民は「正しい」情報の選択に戸惑

い、社会の分断化も懸念されている。講義では、放送メディアの課題と、「グローバル社会」に生きる市民としての情報力を高める手法を考察し演

習する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

教材として各種論文や記事の事前配布をすることがある（印刷物またはデジタルファイルの形で）

その都度示す

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

専門特殊講義II (SU)  §  専門特殊講義 (SU)

担当者名 /  Instructor 今井 義典

15983

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

放送を軸にメディアの歴史と実際、さらに発展を続けるメディアの課題を考察することによって、グローバル時代に生きるため不可欠の手段として

メディアを活用する技法を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

政治経済社会の動き、国際情勢への関心・感度を持つこと

講義の予習としてテレビ番組の事前視聴の指示が出ることがある

課題についての発表や自由な討論に積極的にかかわること

授業中に受講生による放送型の実技あり

英語の資料を使用することあり

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

自己紹介・講義の進め方・総論 「メディア・ジャーナリズム」1

放送の生い立ちと発達 「無線通信・ラジオ・テレビ」2

情報とは何か、誰のものか？ 「情報―インフォメーション」3

テレビ報道のプロセス＜情報からニュースへ＞ 「取材・編集・放送」4

体験：放送ジャーナリスト（実技体験１） 「原稿からリポートへ」5

放送ジャーナリストの実際（取材と） 「個人・チームワーク」6

国際ジャーナリストの実際 「一騎当千・好奇心・愛」7

情報を操作するもの、捻じ曲げるもの（１） 「戦争報道・イラク戦争」8

情報を操作するもの、捻じ曲げるもの（２） 「劇場化」9

実験・放送ジャーナリスト（実技体験２） 「トーク・インタビュー・キャスター」10

問われるメディアの公共性 「放送法・公共放送」11

世界に開かれた窓、放送の国際化 「国際放送」12

「融合」とメディアの「信頼性」 「ネット・双方向性・ソーシャルメディア」13

IT革命のグローバルな意味と課題 「ガバナンス・デジタル・ディバイド」14

グローバル時代とメディア 「競争と共生」15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業をベースにした広いテーマをもとに、A4で1～2枚のレポートを提出50 ％

平常点評価 １．授業のテーマ、キーワードをもとに毎回短いコミュニケーションペーパーを提出

２．授業における発表や討論への積極的参加も、プラス評価の対象に含める

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others

新の放送事情や関連映像を取り入れる可能性があり、内容や進行に一部変更がある可能性があります。

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GA)  §  特殊講義（自由選択）１ (V1)  §  特殊講義（自由選択） (V1)  

§  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CA)  §  専門特殊講義 (SR)  §  地域活性化ボ

ランティア (JA)  §  地域活性化ボランティア (PA)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60148

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～7

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

9～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

　

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与定する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GB)  §  専門特殊講義 (SX)  §  地域活性化ボランティア (JB)  §  地域

活性化ボランティア (PB)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TB)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V2)  §  特殊講義（自由選択） (V2)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CB)

担当者名 /  Instructor 角谷 嘉則

60156

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GC)  §  専門特殊講義 (SY)  §  地域活性化ボランティア (JC)  §  地域

活性化ボランティア (PC)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TC)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V3)  §  特殊講義（自由選択） (V3)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CC)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60164

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

4

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8



2011 年度シラバス立命館大学

評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

〈

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GD)  §  専門特殊講義 (S1)  §  地域活性化ボランティア (JD)  §  地域

活性化ボランティア (PD)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TD)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V4)  §  特殊講義（自由選択） (V4)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CD)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60172

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参する。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与定される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に

参加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題題解決の一助となり

得たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと

言えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたの

か）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GE)  §  専門特殊講義 (S2)  §  地域活性化ボランティア (JE)  §  地域

活性化ボランティア (PE)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TE)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V5)  §  特殊講義（自由選択） (V5)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CE)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60180

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GF)  §  専門特殊講義 (S3)  §  地域活性化ボランティア (JF)  §  地域

活性化ボランティア (PF)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TF)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V6)  §  特殊講義（自由選択） (V6)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CF)

担当者名 /  Instructor 山口 洋典

60188

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11 

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GH)  §  専門特殊講義 (S5)  §  地域活性化ボランティア (JH)  §  地域

活性化ボランティア (PH)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TH)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V8)  §  特殊講義（自由選択） (V8)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CH)

担当者名 /  Instructor 角谷 嘉則

60204

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8



2011 年度シラバス立命館大学

評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GI)  §  専門特殊講義 (S6)  §  地域活性化ボランティア (JI)  §  地域活

性化ボランティア (PI)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TI)  §  特殊講義（自由選択）１

 (V9)  §  特殊講義（自由選択） (V9)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CI)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60212

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） ①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。 

1～2

オリエンテーション ①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。 

３

事前学習Ⅱ（授業１回分） ①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。 

４

ボランティア活動（前半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

5～７

中間振り返り（授業１回分） ①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。 

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

ボランティア活動（後半） ①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。 

９～11 

事後学習（授業２回分） ①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。 

12～13 

活動報告会（授業２回分） プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

14～15 

授業スケジュールについての留意事項 ※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を

中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定され

ます。また別途経費がかかります。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。 

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円/実費）に加入していただきます。

※このクラスは、海外「ベトナム」でのボランティア活動を中心とします。

全体の授業スケジュールは他のクラスと別に設定されます。また別途経費がかかります。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）では京都府・滋賀県内の地域組織やNPOなどと連携して「地域活性化ボランティアプログラ

ム」を実施している。この授業は、受講生がボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育み、専門知識

の応用的な理解を深めることを目指している。受講生は地域社会の一員としてボランティア活動に参加し、地域のお祭りやまちづくりの支援活

動、里山保全活動、障害のある子どもの余暇活動支援など、さまざまな地域のさまざまな課題に対して取り組む。この「地域活性化ボランティア

プログラム」に所定の時間以上参加、事前学習・事後学習などの講義に出席し、なおかつレポートなどの評価対象物を提出した者について、単

位を授与する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

衣笠キャンパスの学部生「地域参加活動入門」（前期2単位）

BKCの学部生「近江・草津論」（前期2単位）

単位数 /  Credit 2

地域活性化ボランティア (GJ)  §  専門特殊講義 (S7)  §  地域活性化ボランティア (JJ)  §  地域

活性化ボランティア (PJ)  §  特殊講義（自由選択）I（地域活性化ＶＴ） (TJ)  §  特殊講義（自由選

択）１ (V0)  §  特殊講義（自由選択） (V0)  §  特殊講義（基礎）１（地域活性化ボランティア） (CJ)

担当者名 /  Instructor 中根 智子

60221

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

ボランティア活動を通じて地域に貢献しつつ、地域社会の一員としての自覚と能力を育成し、自身の学問的専門領域への関心を高めること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

事前学習Ⅰ（授業２回分） 【キーワード】

①ボランティア活動について理解を深める。

②ボランティア教育について理解を深める。

③ボランティア教育（地域活性化ボランティア）における

「学び方」を理解する。

④地域に入って活動するための心構えを整える。

⑤受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

1～2

オリエンテーション 【キーワード】

①ボランティア活動先の地域について理解を深め、ボラ

ンティア活動の意義を考える。

②地域に入って活動するための心構えを整える。

③受講生同士が交流し、これから共に活動し、学ぶ仲

間としてのチームワークを育む。

課題：オリエンテーション終了後、各自ジャーナルを作成

し、事前学習Ⅱに持参してもらう。

3

事前学習Ⅱ（授業１回分） 【キーワード】

①プロジェクト毎に受講生全員が共有する「活動の目

標」と受講生個別の「学びの目標」を設定し、活動と学び

の準備を整える。

②大学での学びと地域課題を結びつける視点を持つ。

4

ボランティア活動（前半） 【キーワード】

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半をあわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

5～7

中間振り返り（授業１回分） 【キーワード】

①目前の活動や個別の課題にのみ集中してしまいがち

な活動を一旦休止し、前半の活動を振り返ることで目標

を持って活動に臨んでいることを再確認する。

②受講生が活動中に直面した問題や悩みを共有する

機会を持つことで、「学び」を深める。

8
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評価対象物は、目標設定＆達成度評価シート、ジャーナル（活動日ごとに作成）、活動時間管理シート、レポートを予定しています。またそれ

らの評価基準には、「何を学び、どのように成長したのか」を受講生自身が検証するプロセスが含まれます。「ボランティア活動に参加したら

単位が授与される」のではなく、「活動の中から何をどのように学んだか」を評価し、単位を授与します。よって、問題意識をもって積極的に参

加する姿勢を何よりも重視します。

とは言え、難しく考える必要はありません。「私は○○を学びたい」「僕は○○をやってみたい」といったシンプルだけれど情熱的な動機があれ

ば十分です。

この授業は、教室の外（キャンパス近隣の地域）で行うボランティア活動と教室の中で行う講義とを組み合わせた「サービスラーニング」という

教育・学習手法を用いて展開されるユニークな科目です。普段の講義だけでは味わえない、「リアル」で「生」な体験こそが醍醐味です。

また、「ボランティア」経験者も未経験者も歓迎します。「ボランティア」と言っても、あなたの「ボランティアイメージ」を覆すプロジェクトが多数用

意されています。自分の興味･関心にあうプロジェクトをぜひ見つけて応募してください。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

①この科目の受講は本登録に先立って「予備登録」が必要です。予備登録には「志望理由」が求められます。

　学部によって受講条件・単位認定が異なります。

ボランティア活動（後半） 【キーワード】

①（地域への貢献）地域において問題解決の一助とな

り、地域（地域住民）に貢献する。

②（学習効果）社会の一員としての自覚と能力を育み、

かつ受講生が日々大学で学ぶ専門知識の応用的理解

を深める。

※ボランティア活動時間は、前半と後半あわせて42時

間以上必要です。活動時間には、活動先での「オリエン

テーション」や「反省会」なども含まれます。

※毎回の活動時間ごとに「ジャーナル」に活動内容と学

んだことを記入すること。

9～11

事後学習（授業２回分） 【キーワード】

①活動中の問題や悩み、感動や喜びを「学び」と「感情」

の両面で整理する。

②自らの活動を評価する（事前学習Ⅱで設定した２つの

目標を達成できたか、地域が抱える問題解決の一助と

なり得たか等）

③プログラムを通じて学んだことを今後にどうつなげて

いくのかを検討する。

④「活動報告会」に備えて発表準備を行う。

12～13

活動報告会（授業２回分） 【キーワード】

プロジェクトごとに15～20分のプレゼンテーションを行

う。発表内容は、おもに以下の4点です。

①ボランティア活動は、地域の問題解決の一助となり得

たか（ボランティア活動によって地域は活性化したと言

えるのか、活動は地域にどのような影響を与えたのか）

②事前学習Ⅱで設定した「プログラムの目標（プロジェク

ト毎に受講生全員で共有）」と「自身の目標（受講生各人

が自らの専門と関連させて個別に設定）」を活動により

どのように達成したか

③プログラムを通して、受講生自身はなにを「学び」、ど

のように「成長」したのか

④受講の経験やそこから得た「学び」を今後どのように

活かすのか

※日時が決定しています。衣笠・BKCとも１２月１８日

14～15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 評価はP/F評価です。

評価は下記の要件を必要とします。

①「事前学習Ⅰ」「事前学習Ⅱ」「中間振り返り」「事後学習」「活動報告会」すべてに出席してい

ること。

②「地域活性化ボランティア」プログラムのボランティア活動（オリエンテーション含む）を合計４２

時間以上行っていること。

③定められた期限までに評価対象物（レポートなど）を提出すること。

※事前学習Ⅰ、事前学習Ⅱ、中間振り返り、事後学習、活動報告会に正当な理由なく欠席した

場合や提出物を定められた期間内に提出しない場合は、F評価となり、以後の受講継続ができ

ません。（正当な理由は、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

※また。２０分以上の遅刻は、欠席とみなします。

※ボランティア活動日の出欠取り扱いについては、事前学習Ⅰで配布される資料に拠ります。

100 ％
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読んでおくべき参考文献は、プロジェクトごとに事前学習Ⅰで紹介します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

立命館大学サービスラーニングセンター

http://www.ritsumei.jp/vc/vc01_01_01_j.html

 その他 /  Others

ボランティア保険（300円実費）に加入していただきます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

　予備登録方法、受講条件等は、各学部「履修要項」および「受講登録要項」で確認のこと。

　また、サービスラーニングセンター（ボランティアセンター）HPを参照のこと。　　

　http://www.ritsumei.jp/vc/index_j.html

②そのほか重要なお知らせ

　何事においても積極的に取り組んでください。

　ボランティア活動に責任を持ち、途中で投げ出さず、常にあなたのやる気を発揮してください。

　ボランティア活動全体を通じて、仲間とのコミュニケーションを心がけ、すべての仲間への配慮を忘れないでください。

　キャンパスを離れ、地域で活動し学んでいることに留意し、常に地域社会の一員として自覚ある行動を心がけてください。

「web－コースツール」をはじめ「インタラクティブシート」等を活用しつつ、「学生との直接対話」を重視し、メーリングリストなども利用して、受講

生間のコミュニケーションを豊かに重ねていく。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、胎生期から児童期までの人間発達について概説するとともに、子どもを取り巻く社会の問題、保育や教育における課題についても

論じる。また、障害のある子どもの発達的特徴および保育・療育の課題についても考察する

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

乳幼児心理学 (S)

担当者名 /  Instructor 目黒 朋

15825

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①子どもへの関心を高め、乳幼児期の発達を捉える視点を明確にする。

② 保育園や幼稚園における子どもたちの生活について学ぶ。

③ 障害のある子どもたちの生活や発達について学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子ども観の変遷、「発達」の捉え方、生涯発達における乳

幼児期のもつ意味  

発達段階、人権としての発達、生涯発達心理学 

胎生期の発達 受精、卵体期、胎芽期、胎児期、胎児の知覚世界、胎

生期の発達保障 

第２回

乳児期前半の発達と保育  

 

赤ちゃんの不思議、新生児微笑、生活リズム第３回

乳児期後半の発達と保育  ８か月不安、定位行動、はいはい、喃語第４回

１歳児の発達と保育  

 

自我の誕生、直立二足歩行、道具の操作、音声言語、

しつけ

第５回

２歳児の発達と保育 対概念、象徴機能、みたて・つもり遊び  第６回

 ３歳児の発達と保育  イッチョマエの３歳、ごっこ遊び、３歳児の心の揺れ 第７回

 ４歳児の発達と保育 ～シナガラ～スル、心の理論、４歳児のプライド 第８回

 ５歳児の発達と保育 自我から自己へ、中間世界の成立、自己信頼感、集団

あそび

第９回

   

障害のある子どもの発達と保育（１）

自閉症、ダウン症、発達遅滞、乳幼児健診 第１０回

 第１１回  

障害のある子どもの発達と保育（２） 

 

第１１回

障害のある子どもの発達と保育（３）  発達障害、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥･多動性障害（ＡＤ

ＨＤ）、アスペルガー症候群 

第１２回

障害のある子どもの発達と保育（４）第１３回

児童期の発達と教育 小学校、ギャングエイジ、学童保育、接続問題 第１４回

まとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験により講義内容の理解度を問う80 ％

平常点評価 講義時間内に実施するミニレポート およびコミュニケーションペーパーの提出と記述内容20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、政策過程論やガバナンス論の観点も踏まえ、福祉政策を解説する。講義全体は次の問題意識に基づいている。福祉政策の供給

は公的機関が担うべきなのか、それとも民間組織が担うべきなのか。福祉政策の政策決定のあり方や当事者の参加の可能性など、ガバナンス

のあり方。中央政府と地方自治体の権限のあり方。現代、福祉政策がどのように変化しており、どのような方向性にむかっているのか、という問

題である。講義の冒頭、1980年代以降日本や欧米諸国の福祉政策を特色づけている、福祉政策の「市場化」や福祉多元主義を解説。次に戦後

から1990年代までの日本の福祉政策のあり方を概観。中央政府と地方自治体の権限のあり方にも触れる。その上で、1990年代以降、現代にお

いて、生活保護、保育サービス、地域福祉など幾つかの領域を取り上げ、福祉供給における公民関係のあり方や、ガバナンスについて論じる。

本講義の「福祉政策」とは狭義の社会福祉ではなく、広い意味で社会保障全体を指す。また欧米各国での知見を踏まえて、講義を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代と福祉、社会保障論

なお上記授業計画は、具体的な授業の進み具合に応じて、変更されることもあります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会福祉制度の各種の問題点・課題に関する文献学習。

単位数 /  Credit 2

福祉政策論 (S)  §  福祉政策論 (SG)

担当者名 /  Instructor 大村 和正

15822

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

福祉政策の「準市場」や福祉多元主義、ガバナンス論、社会的排除などの概念を踏まえて、福祉政策のあり方を考察する見方を身につけること

を目指したい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義は単に福祉政策に関する具体的な知識を取得すること主たる目的とするものではありません。むしろ様々な論点を通じて、福祉政策の現

状及び今後に対して自分なりの見方で考察する、そのようなセンスを磨くことを目的とするものです。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義のガイダンス―福祉政策を見る視点1

現代福祉政策の新しい動向１．―福祉の「準市場」や福

祉多元主義

2

現代福祉政策の新しい動向２．―新しい貧困、社会的排

除と社会的包摂

3

現代福祉政策の新しい動向３．―ガバナンス論、政策決

定のあり方と当事者の参加（？）

4

戦後日本の福祉政策の動向―戦後から1990年代5

福祉政策における政府と地方自治体との関係6

福祉政策―イギリスの場合7

福祉政策ースウェーデンの場合8

福祉政策―アメリカ合衆国の場合9

日本における生活保護政策の動向10

日本における介護保険制度の動向11

日本における保育政策の動向12

日本における地域福祉政策の動向13

福祉政策における公民パートナーシップ―イギリスと日

本

14

福祉政策におけるローカル・ガバナンス15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 総合的な理解力、文章表現などで評価する。授業中に提示した論点に対して（肯定的であれ、

批判的であれ）積極的に自分の考えを述べること。ただし基本的な事柄を踏まえた上で。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国立社会保障・人口問題研究所・http://www.ipss.go.jp/。社会保障・福祉に関する 新データなどを得ることができる。

社会政策研究ネットワーク関西(SPSN関西) ・http://www.eonet.ne.jp/~aksugino/spsn/。社会保障・福祉に関する 新のトピックスを知る上で好

適。

 その他 /  Others

授業中の私語は厳禁です。私語を止めない場合は、退出を求めることもあります。携帯も電源オフかマナーモードにしておきましょう。

授業の際、あるいはその前後に学生さんからの質問を受け付けます。担当教員は内気な性格ですので、進んで声をかけて下さい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

１９９０年代以降の正規雇用から非正規雇用への転換によって、従来の正規雇用を前提とした社会福祉・社会保障が、今日、綻びを呈してきて

います。

　本講義では、貧困救済から始まったイギリスの社会福祉を出発点として、世界と日本の社会福祉の発達を概観します。その過程において、歴

史を動かす原動力となったものは何か、人々の状況はどうであったかなどを考え、社会福祉の変遷が現在及び未来に伝えていくことは何なのか

を学びます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・検証テストは、授業の進度によって実施時期を変更する場合があります。

・受講者数によっては、可能な限り個別のプレゼンテーションやグループ討論等も取り入れ、その積極的姿勢もあわせて評価します。

テキストは使用せず、随時、レジュメ・資料等を配布します。

授業において適宜提示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省：http:/www.mhlw.go.jp

単位数 /  Credit 2

福祉発達史 (S)

担当者名 /  Instructor 密田 逸郎

15823

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

今日、私たちにとって社会保障・社会福祉制度は、必要不可欠な生活の条件となっています。この講義では、社会保障・社会福祉制度の生成・

発展の歴史的展開をたどるなかで、社会保障・社会福祉の理念、本質、機能について学びます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

世の中の動きに関心を持ってください。新聞を読むことをお勧めします。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会福祉発達史を学ぶ意義1

ヨーロッパにおける前近代（古代～中世）の貧困の救済2

絶対王政下での救貧政策（イギリス救貧法の形成過程）3

市民革命期の貧困救済のあり方 ４

産業革命期の貧困救済のあり方（新救貧法の形成過程・

目的・評価）

５

第１回検証テスト 検証テストの時期は、あくまで予定なので変更の可能性

があります。

６

社会事業の組織的展開７

大恐慌期から１９４０年代の「福祉国家」と社会福祉８

第二次世界大戦後における社会福祉の展開過程９

スウェーデンにおける「福祉国家」の建設と発展１０

日本における社会福祉の発展過程―戦前①１１

日本における社会福祉の発展過程―戦前②１２

日本における社会福祉の発展過程―戦後①１３

日本における社会福祉の発展過程―戦後②１４

第２回検証テスト 検証テストの時期は、あくまで予定なので変更の可能性

があります。

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を評価します。70 ％

平常点評価 前半、後半に１回ずつ計２回の検証テストを行います。配点は１回を１５点とします。また、毎回

コミュニュケーションペーパーの提出を求めます。

30 ％
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 その他 /  Others

講義中の私語、飲食、携帯電話の使用は厳禁です。受講生としての 低限のマナーを守ってください。

itsuro@mbox.kyoto-inet.or.jp

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

げんだいにはいろんな労働分野がありますが、福祉分野の労働のもつ特質はどこにあるのか解明していきます。それは、現代の労働全般の持

つ問題性にも光をあてることになるでしょう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉概論

頭を使い、事実に基づいて、理論的に考える訓練をします。できるだけ欠席はしないように心がけてください。そうすれば、講義の終わりに多

面的に考える力がついている自分に気づくことになるでしょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回講義で小さな考えるテーマを出します。また、テーマに関連するビデオを多く見ることにします。それについて友人や家族と議論をしてくださ

い。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉労働論 (S)

担当者名 /  Instructor 石倉 康次

11981

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

福祉分野の労働の奥深さを理解し、また他の分野の労働の性格や特質について比較して考える視点の獲得をめざします。それは受講生の今後

の進路を考える手がかりを得ることにもなるでしょう。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現場がつくる新しい社会福祉 総合社会福祉研究所／かもがわ出版／／石倉も執筆しています

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会福祉労働論へのオリエンテーション、方向音痴に陥

るのはなぜ

蟻の目と鳥の目１

共同社会の中での福祉的営みの普遍性から人間労働の

特質を考える

ボノボ、共同 ２

共同社会の基本条件：モノの生産と生命の維持再生産 モノの生産、生命の維持再生産、協働、コミュニケーショ

ン 

３

福祉労働の三つの合理性 科学的・技術的合理性、規範的合理性、コミュニケー

ション的合理性 

４

生活問題と発達課題をとらえる科学的・技術的合理性 生活問題、発達課題 ５、６

福祉労働の規範的合理性 身体拘束と安全、生存権、発達権、手続き的権利、アク

セス権 

７、８

福祉労働におけるコミュニケーション的合理性 理解、社会学における社会的行為論、少女少年院９、１０

ビデオ教材を使って社会的行為の類型分析を試みる ウェーバーの社会的行為論、ハーバーマスのコミュニ

ケーション的行為論

１１、１２

制度に制約された労働条件と労働環境 措置制度、介護保険制度、常勤換算、福祉職俸給表 、

特殊業務手当

13

福祉事業の経営体に働く四つの力と福祉労働（者）の位

置

社会福祉法人、NPO法人、当事者組織１４

まとめと質問の受付、応答１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義全体の理解を問う試験問題を出し、理解度により採点します。 70 ％

平常点評価 毎回の講義で出す小テーマに対する取り組み姿勢から判断します。 30 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

講義の場やメールで連絡をとってくだささい。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　「情報化」とはそもそも何なのでしょうか？　この言葉が盛んに使われるようになったのは、電子ネットワークが登場する時期になってからです。

しかし、インターネットが登場するはるか以前から、情報化は徐々に進展し、人々の生活と社会の全体的な構造を大きく変えてきたのです。印刷

技術、マスメディア、インターネットは、それぞれ根底的に社会の構造を変える働きを持ってきました。

　このような時代時代のメディアのかたちを、一貫した視点からしっかりとみつめるために、まずはメディアの社会理論を学びます。社会学と社会

心理学、そして経済学は、メディアについての洞察力を身につけるための様々な道具を用意してくれています。その枠組みを利用して、様々なメ

ディアと社会との関係を「読み解いて」いくのが授業の目標です。

　また、授業は、毎回一つの「疑問」を 初にテーマとして提示し、それに答えるかたちで進めていきます。こうすることで、みなさんがどこに問題

意識を持ってほしいのかをはっきりさせることができると考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業外での補足学習（追加参照文献の紹介）、フィードバック、質問、連絡などを、ブログを利用して行います。受講生は定期的にブログにアクセ

スすることを勧めます。

単位数 /  Credit 2

メディア社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

15853

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアと情報化に関する様々な現象を考える際に使える、一貫した視点を身につけることができます。

・マス・メディア（新聞や放送）について考える際の基本的な思考枠組みを身につけることができます。

・インターネットの特性についての基本的な知識を身につけることができます。

・インターネットが社会をどのように変えていくのか、についての見方を学ぶことができます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ふだんから社会問題、経済問題に関心を持つようにしましょう。新聞でもよいし、Wikipediaでもよいし、時事問題を解説したブログでもいいです。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアの社会理論：「コミュニケーションが成立する」た

めに何が必要か？

社会理論、相互行為1

メディアと社会理論(1)：メディアについて学ぶ前に、「社会

の仕組み」について短く学ぶ

社会理論、経済理論2

メディアと社会理論(2)：産業化にはメディアが必要だった

---社会の中のメディアの働き

取引コスト、情報管理3

メディアと経済(1)：通信メディアが私たちを豊かにする 株式市場、システム構築4

メディアと経済(2)：通信メディアが私たちの仕事を変える システム構築、インターネット5

メディアと政治(1)：そもそも政治の働きって？ 意思決定、民主制6

メディアと政治(2)：マスメディアの功罪 マスメディアの失敗、親密性の専制7

メディアと政治(3)：インターネットは政治をどう変えるか？ 報道メディアと論評メディア8

メディアと政治経済：中間総括および質疑応答 社会学、経済学9

メディアと人間関係(1) CMC、SNS(Mixi,Facebook)10

メディアと人間関係(2) 社会的ネットワーク、信頼11

インターネット再入門 WWW、ハッカー倫理12

旧メディアと新メディア(1)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

マスメディア、インターネット13

旧メディアと新メディア(2)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

報道、一次ソース、専門性14

メディアについて学ぶために何が必要か、および質疑応

答

メディアの社会理論、メディアの経済理論15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 主に論述に明確に答えているかどうか（授業内容の理解度）を評価します。80 ％

平常点評価 日常点評価は基本的に行いませんが、全体の授業運営の妨害になるような行動、私語等は、

他の学生の学習を妨げますから、減点の対象とします。

一度だけレポートを課します。テーマは講義中に指示します。（２０％）

20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業用のブログを開設する。URLは授業で知らせる。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

電子メールで行う。

    mail: tsutsui@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

Democracy is a key concept for understanding the modern world, but it is a concept that means different things to different people. What 

exactly is democracy and how can it be achieved? What relationship is there, if any, between the classical democracy of ancient Athens and 

modern day democracies like Japan and the UK? What is the relationship between democracy and individual rights? Can modern 

communications technology improve the quality of democracy, and what is the future for democracy in an era of globalisation? These are just 

some of the questions students will consider on this course.

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

This course is only open to students enrolled on the Sansha English Fukunsenko Programme. 

Preferably, students will already have completed Academic English I, II & III before taking this course.

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

This is a demanding course. Of course, as with other B-gun courses on the sansha English Fukusenko Programme, all classes are conducted in 

English. Students will need to prepare for these by reading selected articles written in English, completing short-answer worksheets and by 

learning key vocabulary. Regular attendance and active participation in class are essential.

単位数 /  Credit 2

Issues  of  Democracy (SA)

担当者名 /  Instructor HOSACK IAN

10089

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

In addition to introducing students to some of the key issues concerning democracy, the course will also develop students' academic English 

skills in areas such as reading, listening to lectures, note-taking and discussion.

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

Defining democracy: key concepts and questions 

Reading from Robert Dahl, 'On Democracy'

1

Athenian democracy Reading from Robert Dahl, 

'Democracy & Its Critics'

2

How democratic was Athenian democracy? Reading 

from Ian Budge, 'The Challenge of Direct Democracy'

3

The Second Transformation: Democracy as 

Representative Government　　Reading from David 

Beetham, 'Democracy: A Beginner’s Guide'

4

Virtual Democracy? The democratizing potential of the 

Internet#1 Reading: 'Virtual Democracy?' tapescript

5

Digital democracy: The democratizing potential of the 

Internet#2 Reading from David Beetham, 'Democracy: A 

Beginner’s Guide'

6

Electoral Systems: How can elections be 'free and 

fair'?　Written assignment: Should voting be compulsory?

7

Should voting be compulsory? 　Readings Chris Puplick, 

'The case for compulsory voting'; Padraic McGuiness, 

'The case against compulsory voting'

8

Measuring democracy: Basic criteria Reading from 

Robert Dahl, 'On Democracy'

9

Measuring democracy: The Freedom House index 

Reading from Freedom House, 'Freedom In The World'

10

The Third Wave of Democracy Reading Renske 

Doorenspleet, 'Reassessing the Three Waves of 

Democratization'

11

Challenges of Democratization: The Case of 

Afghanistan#1 Reading & Research activity - Afghan 

democracy

12

Challenges of Democratization: The Case of 

Afghanistan#2 Reading from James Fishkin, 'The Voice 

of the People'

13

Deliberative Polls - a new initiative for democracy14

Final Examination and Course Summary15



2011 年度シラバス立命館大学

1. The above schedule of classes may change. More details will be given in class.

2. Students must complete all coursework in order to pass.

No textbook. Teacher will provide materials.

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Freedom House http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1

International IDEA http://www.idea.int/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

1. The readings provided on this course are authentic English texts - that is, they are the kinds of texts used by students at English-speaking 

universities. It's important that you complete the readings each week, but don't worry if you don't understand every word. Focus on the main 

ideas. Use the worksheet provided by the instructor to help you (the questions / tasks on the worksheet will help you to identify the main 

points in the reading).

2. Make a list of key words that come up in the readings. Certain key words / phrases will come up again and again in the lectures / readings 

(e.g. legitimacy; accountability)

3. If you don't already do so, get into the habit of reading a newspaper regularly - either in print or online. In class discussions, we will often talk 

about current political events in the world.

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『On Democracy』 Robert Dahl ／Yale University Press ／0300084552 ／A useful general introduction 

to the topic.

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

Democracy is a key concept for understanding the modern world, but it is a concept that means different things to different people. What 

exactly is democracy and how can it be achieved? What relationship is there, if any, between the classical democracy of ancient Athens and 

modern day democracies like Japan and the UK? What is the relationship between democracy and individual rights? Can modern 

communications technology improve the quality of democracy, and what is the future for democracy in an era of globalisation? These are just 

some of the questions students will consider on this course.

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

This course is only open to students enrolled on the Sansha English Fukunsenko Programme. 

Preferably, students will already have completed Academic English I, II & III before taking this course.

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

This is a demanding course. Of course, as with other B-gun courses on the sansha English Fukusenko Programme, all classes are conducted in 

English. Students will need to prepare for these by reading selected articles written in English, completing short-answer worksheets and by 

learning key vocabulary. Regular attendance and active participation in class are essential.

単位数 /  Credit 2

Issues  of  Democracy (SB)

担当者名 /  Instructor HOSACK IAN

11614

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

In addition to introducing students to some of the key issues concerning democracy, the course will also develop students' academic English 

skills in areas such as reading, listening to lectures, note-taking and discussion.

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

Defining democracy: key concepts and questions 

Reading from Robert Dahl, 'On Democracy'

1

Athenian democracy Reading from Robert Dahl, 

'Democracy & Its Critics'

2

How democratic was Athenian democracy? Reading 

from Ian Budge, 'The Challenge of Direct Democracy'

3

The Second Transformation: Democracy as 

Representative Government　　Reading from David 

Beetham, 'Democracy: A Beginner’s Guide'

4

Virtual Democracy? The democratizing potential of the 

Internet#1 Reading: 'Virtual Democracy?' tapescript

5

Digital democracy: The democratizing potential of the 

Internet#2 Reading from David Beetham, 'Democracy: A 

Beginner’s Guide'

6

Electoral Systems: How can elections be 'free and 

fair'?　Written assignment: Should voting be compulsory?

7

hould voting be compulsory? 　Readings Chris Puplick, 

'The case for compulsory voting'; Padraic McGuiness, 

'The case against compulsory voting'

8

Measuring democracy: Basic criteria Reading from 

Robert Dahl, 'On Democracy'

9

Measuring democracy: The Freedom House index 

Reading from Freedom House, 'Freedom In The World'

10

The Third Wave of Democracy Reading Renske 

Doorenspleet, 'Reassessing the Three Waves of 

Democratization'

11

Challenges of Democratization: The Case of 

Afghanistan#1 Reading & Research activity - Afghan 

democracy

12

Challenges of Democratization: The Case of 

Afghanistan#2 Reading from James Fishkin, 'The Voice 

of the People'

13

Deliberative Polls - a new initiative for democracy14

Final Examination and Course Summary15
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1. The above schedule of classes may change. More details will be given in class.

2. Students must complete all coursework in order to pass.

No textbook. Teacher will provide materials.

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Freedom House http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=1

International IDEA http://www.idea.int/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

1. The readings provided on this course are authentic English texts - that is, they are the kinds of texts used by students at English-speaking 

universities. It's important that you complete the readings each week, but don't worry if you don't understand every word. Focus on the main 

ideas. Use the worksheet provided by the instructor to help you (the questions / tasks on the worksheet will help you to identify the main 

points in the reading).

2. Make a list of key words that come up in the readings. Certain key words / phrases will come up again and again in the lectures / readings 

(e.g. legitimacy; accountability)

3. If you don't already do so, get into the habit of reading a newspaper regularly - either in print or online. In class discussions, we will often talk 

about current political events in the world.

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『On Democracy』 Robert Dahl ／Yale University Press ／0300084552 ／A useful general introduction 

to the topic.

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

　社会的に重要な役割を持ち始めたNPO・NGOについて学んでいきたい。福祉、環境、人権、まちづくり、IT等様々な分野の組織を中心に取りあ

げる。また、企業および行政組織と比較して、NPOのサービスの特徴を考察していく(例えば、NPOのリーダーの多くが①いわゆる「専門家ではな

い」地域の市民 ②既存の制度から「はみ出した」専門家、である)。さらに、 近はより事業性の高い｢社会的企業｣｢社会起業家｣にも注目が集

まっている。

　上記のテーマを学んでいくため、講義においてはビデオ等の視覚教材を毎回使用し、ゲスト・スピーカーを2回程度招くなどして 新の話題を取

り上げていく。また受講者の意見を求める等、なるべく双方向のコミュニケーションに努める。

　なお国際協力分野のNPO・NGOについては、本講義では取り扱わず、(秋葉が後期に担当する)「国際NPO・NGO論」で取り扱うこととなるので、

留意されたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

｢国際NPO・NGO論｣(後期：担当教員：秋葉武)

ガイダンスに出席して、｢面白そうだな｣と思ったら受講登録してみましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が講義中に随時紹介するNPOのホームページなどは閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

ＮＰＯ・ＮＧＯ論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15809

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

下記のことを理解し、社会の動向を自ら考察することを目標とする

・サードセクターとしてのＮＰＯ――政府および企業だけでは、なぜ社会がうまく機能しなくなっているのか

・NPOは閉塞感を深める日本社会のなかで、具体的にどのような役割を果たせるのか

・NPOという組織における働き方は、新しい働き方を社会に提起しているといわれる。職員、ボランティアを含めたＮＰＯの人材をみる

・NPOは呼称、活動分野が多様であることから、一見理解し辛いイメージがあるが、その点についても整理する

・世界景気の悪化がＮＰＯセクターにいかなる影響を及ぼしているかを理解する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NPO・NGOの概論①――阪神大震災時のボランティア活

動を事例として――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、行

政の限界

2

NPO・NGOの概論②――NGOでの職員の働き方を事例と

して――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、サー

ビスの特質

3

無給ボランティアから有給スタッフへ――阪神大震災時

のボランティア活動を事例として――

NPO・NGOの学術的概念、呼称の固有性、有償化のプ

ロセス

4

政府とNPOの関係――｢NPO大国｣アメリカのボランティア

活動を事例として――

アメリカのNPOの歴史、寄付行為、公共への市民参加5

政府とNPOの関係――アメリカのNPOの企業、政府との

パートナーシップを事例として――

｢大きな政府｣の世界的な退潮、市民の公共への参加を

促す社会制度

6

地球環境問題とNGO――地球温暖化防止に取り組む

NGOの役割から――

国益追求の限界、市民組織の役割7～8

市民の公共への参加を促す社会制度――1998年のNPO

法成立の背景から――

｢認証｣と｢認可｣の違い、法人格の意味9

NPOの制度化――NPOの介護保険制度への参入を事例

として――

在宅福祉NPOと介護保険、経営管理の重要性10

企業とNPOの比較――Linuxの成功から―― 情報化、IT化とNPO11

事業型NPOおよび社会指向型企業の誕生 ソーシャル・ベンチャー、社会企業家12～13

NPOの資源開発――パブリックリソースセンターの取り組

みから――

寄付マーケットの開拓、SRI(社会的責任投資)14

NPOの将来と展望 日本のNPOの果たす役割と今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述と穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主に、コミュニケーションペーパーの提出となります。授業内容に関して記入してください。30 ％
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他の受講生の受講権の侵害は辞めましょう。授業中の私語、大幅な遅刻、頻繁な途中入退室など

新聞でNPOの記事をチェックしてみましょう

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

NPOを取り巻く外部環境は急速に変化していますので、下記のHPなどをぜひチェックしてみて下さい。

日本NPOセンターHP　　　　　　　http://www.jnpoc.ne.jp/

パブリックリソースセンターHP　　http://www.public.or.jp/

内閣府ＮＰＯHP                 http://www.npo-homepage.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

せっかく受講されるので、ぜひ授業以外で勉強すると、新しい視野が開かれると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ＮＰＯ基礎講座〔新版〕 (2005) 山岡義典／ぎょうせい／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

私たちは、「学校」「企業」「市民社会」など、多様な集団および組織に属しているが、自分にとって も身近な集団が「家族」である。家族をめぐる

諸問題は、非常に身近な問題であるだけに、社会的・個人的関心の高い学問領域である。本講義では、「家族」というフィルターを通して、戦後日

本社会の生活構造の歴史的形成過程および今日的課題について検討する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

事件、映画、小説といった家族に関するトピックスを意識的にチェックすること。講義の理解を深めるために、講義で関連する参考文献を適宜提

示する。

単位数 /  Credit 2

家族社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

13336

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、家族社会学に関する理論的知識を習得すると同時に、こうした分析ツールを用いて、自分の家族関係を含む現代の家族変動の趨

勢を客観化し、批判的に読み解くことを目標とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

レジュメは、WebCTにおいて公開する。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

迷走する家族 山田昌弘／有斐閣／4641173125 ／

ジェンダーとライフコースで読む家族 岩上真珠／有斐閣／9784641173378／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

家族研究の課題 家族の定義　主観的家族論  第1回

家族社会学史①  ライフサイクル、ライフコース、エルダー、ライフスタイル 

 

第2回

家族社会学史② パーソンズ、バージェス・ロック、近代家族　社会システ

ム  

第3回

「近代家族」以前の家族 伝統家族　直系家族　親族  第4回

「近代家族」の成立 アリエス、子ども、性別役割分業、専業主婦、母性愛  第5回

日本における「近代家族」の成立 戸籍制度、専業主婦、企業戦士、性別役割分業、婚外

子 

第6回

「近代家族」と結婚①  宮廷恋愛、恋愛結婚、ロマンティックラブ・イデオロ

ギー、純粋な関係性 

第7回

「近代家族」と結婚②  未婚化、晩婚化、新・専業主婦願望  第8回

「近代家族」の病理①  デートＤＶ、恋愛依存症、共依存  第9回

「近代家族」の病理②  閉鎖的育児、三歳児神話、児童虐待第10回

「近代家族」のゆらぎ①　結婚をめぐる変化 離婚、積極的破綻主義、ステップファミリー、事実婚、同

性婚、ドメスティック・パートナー法　

第11回

「近代家族」のゆらぎ②　子育ての「社会化」  育児休業制度　主夫　パパ・クォータ制第12回

「近代家族」のゆらぎ③　介護の「社会化」 家族介護者、男性介護者、介護者支援第13回

「近代家族」のゆらぎ④　生殖技術 生殖技術、不妊第14回

私たちがつくるこれからの家族第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 講義の際にミニレポートを提出してもらう場合がある。30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

いま人類は、地球温暖化・気候変動に代表される地球環境破壊という自らの存在基盤を喪失する重大問題に直面している。この問題を克服し、

持続可能な社会を構築することが21世紀の 重要課題であろう。そのためには、CO2などの温室効果ガスの大幅削減が不可欠である。CO2の

大幅削減を実現するには、エネルギー利用のあり方を見直し、持続可能なエネルギーシステムへ転換しなければならない。

本講では、まずこれまでのエネルギー利用の中心をなす化石資源や原子力の問題点について概説する。次いで、 近の世界のエネルギー動向

と特徴、とくに21世紀のエネルギーの中核を担うであろう再生可能エネルギーの普及を目指す世界各国（ドイツ、デンマーク、アメリカ、インド、中

国、東南アジア諸国等）の動向と特徴に焦点を当てて、日本と比較しながら紹介し、持続可能なエネルギー利用について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代環境論」は、本講の背景にある環境問題の理解に役立つ。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

受講生諸君が力をつけるには、予習、復習と同時に、積極的に関心あるテーマについての自主的な研究・学習を行うことが重要である。多くの諸

単位数 /  Credit 2

資源エネルギー論 (S)  §  環境技術論 (S)

担当者名 /  Instructor 和田 武

13220

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

20世紀のエネルギー利用の問題点について理解を深める。

21世紀の中核となる再生可能エネルギー（太陽エネルギー、風力、バイオマス、地熱など）の基礎知識を獲得する。

現代世界の再生可能エネルギー普及動向とその特徴についての認識を深める。

持続可能なエネルギー利用のあり方を知り、日本でのその実現を目指す市民としての力を習得する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「資源エネルギー論」講義の概要

エネルギーとは？　人類の資源・エネルギー利用の歴

史、エネルギーの基礎知識

資源、エネルギー、歴史、電気、熱、動力、１

従来のエネルギー利用の問題点（1）エネルギー資源の

枯渇

地下資源、再生不能資源、化石資源、石炭、石油、天

然ガス、原子力資源、ウラン、埋蔵量、可採年数

２

従来のエネルギー利用の問題点（2）化石資源利用によ

る環境汚染；大気汚染と酸性雨

化石資源、石炭、石油、天然ガス、大気汚染、NOX、

SOX、酸性雨、酸性降下物

３

従来のエネルギー利用の問題点（3）化石資源利用によ

る地球温暖化・気候変動

化石資源、石炭、石油、天然ガス、CO2、温室効果ガ

ス、地球温暖化、気候変動

４

従来のエネルギー利用の問題点（4）原子力発電の苛酷

事故とその影響

ウラン、核分裂生成物、高レベル放射性物質、放射能、

放射線、原子力発電所事故、

５

従来のエネルギー利用の問題点（5）原子力発電におけ

る核燃料サイクルの問題点

沸騰水型原子力発電所、加圧水型原子力発電所、使

用済み核燃料の再処理、プルトニウム、高速増殖炉、

６

持続可能な資源・エネルギー利用とは？ 省資源、リユース、リデュース、リサイクル、省エネル

ギー、エネルギー効率改善、再生可能エネルギー、再

生不能エネルギー

７

世界のエネルギー利用動向（1）世界のエネルギー利用

の現状と特徴

エネルギー、石炭、石油、天然ガス、原子力、再生可能

エネルギー国際エネルギー機関（IEA)、

８

世界のエネルギー利用動向（2）デンマークの再生可能エ

ネルギー

再生可能エネルギー、風力発電、バイオマス、地域暖

房、エネルギー21計画、市民参加

９

世界のエネルギー利用動向（3）ドイツの再生可能エネル

ギー

再生可能エネルギー法、再生可能エネルギー熱法、電

力買取補償制度、再生可能エネルギー普及による産業

発展・雇用創出・農村地域活性化、風力発電、太陽光

発電、バイオマス

１０

世界のエネルギー利用動向（4）アメリカの再生可能エネ

ルギー

連邦と州のエネルギー政策、オバマ大統領、グリーン

ニューディール、風力発電、バイオ燃料、太陽光発電、

スマートグリッド

１１

世界のエネルギー利用動向（5）インドの再生可能エネル

ギー

発展途上国、新・再生可能エネルギー省、統合農村エ

ネルギー計画、未電化村の電化、風力発電、太陽光発

電、バイオマス、

１２

世界のエネルギー利用動向（6）中国、アジア諸国の再生

可能エネルギー

中国、東南アジア、フィリピン、タイ、エネルギー政策、熱

帯地域、風力発電、太陽光発電、バイオマス、

１３

日本のエネルギー利用の現状と課題 京都議定書、CO2削減目標、エネルギー政策、電力買

取制度、原子力、再生可能エネルギー、

１４

まとめ・持続可能なエネルギー社会を目指して ２１世紀、省エネルギー、エネルギー効率改善、再生可

能エネルギー、原子力

１５
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上記のように，優れた自主レポートについては、上記評価に加点（ただし 大10％以内）する。

教科書による予習、復習に努めることを望む。

上記のほかに、必要に応じて講義中にも紹介する予定である。

君が取り組むことを望む。その成果は「自主レポート」として提出することができる。なお、自主レポートのテーマや書き方は自由で、授業期間内

に1回に限らず何度でも提出できるものである。優れたレポートについては、成績評価にプラスする。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国際機関：国連エネルギー機関（IEA)；http://www.iea.org/、IPCC；http://www.ipcc.ch/、国際再生可能エネルギー機関；http://www.irena.org/、

国際原子力機関（IAEA)；

国内機関：経済産業省；http://www.env.go.jp/、環境省；http://www.env.go.jp/、資源エネルギー庁；http://www.enecho.meti.go.jp/、NEDO（新エ

ネルギー産業技術開発機構）；http://www.nedo.go.jp/、自然エネルギー市民の会；http://www.bnet.jp./pare/、など。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講用ノートをとる習慣を身につけることを勧める。受講での学びを自主的に補充や発展的学習し、ノートに記録することで、力がつくはずであ

る。

下記参考書のうち，『環境事典』や『環境資料集成』以外の参考書を少なくとも，１冊以上，読むことが望ましい。また、新聞等を通じて環境問題

や環境政策に関する記事に日常的に目を通しておくことも重要である。

質問等は授業終了後に直接聞くこと。やりとりで理解が深まる。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

拡大する世界の再生可能エネルギー 和田　武／世界思想社／／2011年４〜5月出版予定

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境辞典 日本科学者会議／旬報社／978-4-8451-1072-8 ／環境用語の調査に 適。

環境資料集成（全９巻） 日本科学者会議／旬報社／／環境関連資料調査に 適。

飛躍するドイツの再生可能エネルギー 和田　武／世界思想社／978-4-7907-1346-3 ／ドイツのエネルギー動向、政策、市民

の取り組み

増補版：デンマークという国 自然エネルギー先

進国

ケンジ・ステファン・スズキ／合同出版／978-4-7726-0361-4／デンマークの先進的再

生可能エネルギー普及

クリーン＆グリーンエネルギー革命　―　サステ

イナブルな低炭素社会の実現に

東京大学サステイナビリティ学連携研究機構／ダイヤモンド社 ／978-4478012581／

21世紀のエネルギー改革の方向

再生可能エネルギー先進国インド 和田幸子／日報出版／978-4-89086-249-8／インドの再生可能エネルギーの先進性

よくわかる自然エネルギー 自然エネルギー推進市民フォーラム／合同出版／9784772602969／再生可能エネル

ギーの基礎知識

地球温暖化を防止するエネルギー戦略 林・矢野・青山・和田  ／実教出版／4-407-02971-4 ／温暖化防止のエネルギー利用

のあり方

ソーラー地球経済 ハーマン・シェーア／岩波書店／9784000056076／今後の再生可能エネルギー経済

環境展望　1〜5巻 日本科学者会議 ／実教出版／978-4-407-31352-9／各巻に温暖化・エネルギー関連

の論文を掲載

エネルギーと環境の話をしよう 西尾 漠／七つ森書館／978-4822808754／原子力問題について理解を深める

データから読み解くエネルギー問題 松井賢一／エネルギーフォーラム ／978-4885553585／エネルギーデータの理解の仕

方

新・地球環境論 和田　武／創元社／4-422-40017-7／地球環境問題の全容の理解に役立つ　　　　　　

グリーンニューディール 末吉竹二郎 ／読売新聞社／9784860181703／オバマのグリーンニューディール政策

の解説

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 80 ％

レポート試験 提出義務のあるレポートは課さないが、自主レポートの提出は何回でも可能である。そのなか

で優れたレポートの場合、成績評価に 大10％まで加点することがある。

0 ％

平常点評価 授業の感想、意見、質問等を記述する小レポートの提出を数回，求める予定である。それらを

平常点評価の対象とする。必ず，提出すること。

20 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

地球環境問題の克服のために資源エネルギー利用のあり方が問われている。市民生活を営む上でも、行政、企業などで働く立場からも、エネル

ギーについての見方、考え方を身につけなければならない時代になっている。自主的、積極的に学んでほしい。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

第二次世界大戦以降の世界経済は、急速な成長を遂げると同時に、深刻な環境問題が発生した。そして、今日では環境問題の範囲は先進国だ

けではなく世界的な規模で展開されている。

本講義では、主に第二次世界大戦以降から現代における世界経済の変化と環境問題に焦点を当てながら、環境問題の発生メカニズムについて

考えていく。なお、講義内容は進捗状況と受講者の要望等に応じて内容を変更する場合がある。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

環境論 (S)  §  環境問題論 (S)

担当者名 /  Instructor 中村 真悟

15864

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

第二次世界大戦以降から現代に至る環境問題の事例について学ぶ。環境問題の発生と世界経済の変化について学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『科学・技術と社会を考える』 兵藤友博編／ムイスリ出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第二次世界大戦以降の世界経済と環境問題 世界経済／環境問題1

高度経済成長と環境問題（１） 水俣病2

高度経済成長と環境問題（２） イタイイタイ病3

大気汚染公害問題 四日市公害／西淀川・尼崎大気汚染公害4

企業の多国籍展開と環境問題の「国際化」（１） 途上国／環境問題の「国際化」5

企業の多国籍展開と環境問題の「国際化」（２） 産業空洞化／都市再開発／市街地土壌汚染6

途上国の経済成長と環境問題（１） 船舶解体7

途上国の経済成長と環境問題（２） 中国の環境ビジネス8

資源枯渇問題とリサイクル（１） 資源枯渇／リサイクル／普及の条件9

資源枯渇問題とリサイクル（２） 日本のリサイクル法の現状と課題10

地球温暖化問題と新エネルギー（１） 地球温暖化問題とは11

地球温暖化問題と新エネルギー（２） 日米欧の地球温暖化対策比較12

地球温暖化問題と新エネルギー（３） オイルショック／エネルギー需給構造13

地球温暖化問題と新エネルギー（４） 日欧のエネルギー戦略比較14

現代社会と環境問題 環境問題／発生メカニズム15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、一人ひとりにとって居心地のいい居住環境とはどのようなものなのかを明らかにするとともに、そのような環境を創出するための考

え方や知恵や技を伝えたい。

多くの具体的事例を通して、「空間・場（都市・まち）」の質が「ひと」の在り方（社会関係や文化等）を規定し「できごと（生活のドラマ）」を誘発すると

同時に、「ひと」の「思い」や「できごと」が「場」に意味を与えるという、「場」と「人」の「創り・創られる」相互浸透的で重層的な関係として「居住環

境」を読み解く視点を学んでいく。

講義では、スライド映像等を活用しつつ、多くの事例をもとに「見える都市」から「見えない都市」を読み解いていく。知識提供型ではなく、事例を

物語りその意味を考えてもらう問題提起型の講義。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義のみで完結する内容です。ただし、より理解を深めるため、後期におこなう「参加のデザイン論」をあわせて受講することを期待します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

画像を多用し事例から考える。　

身近な場所である「京都」を題材に講義をスタートし、論を拡げ、 後にもう一度「京都」を題材にする。

可能な限り応答型講義を心がける（講義中の応答＋コミュニケーションペーパーで感想や質問を受け、次回に質問や意見をもとに講義を行う、な

ど）。

単位数 /  Credit 2

居住環境デザイン論 (S)  §  都市構造論 (G)

担当者名 /  Instructor 乾 亨

13179

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講生が、「わたし」あるいは「わたしたち」が、より「豊かに」暮らすためにはどうしたらいいかを考えるようになることが、本講義の 終的な狙い

である。

そのために、人々が心地よく暮らしうる「場＝居住環境」とはなにかについて、事例とその解説を通じて自ら考え、そのような環境を創出するため

の方法や技を、事例からまなびとる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

知識提供型ではなく、事例を物語りその意味を自ら考えてもらう問題提起型の講義なので、きちんと出席して継続して受講することを望みます

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「居住環境デザイン論」ってなに？「居住環境」ってなに？

 

本授業の視点の提供：「ひと」と「場所＝都市（まち・地

域）」の関係論 

1

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

１

京都歴史散歩…京都は千年の都、万古不易って本

当？ 

2

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

２ 

続・京都歴史散歩…「都市」の魅力は多層性・多義性に

ある

3

だから都市はおもしろい〜場所を読み解くまなざし　その

３ 

都市はうつろいゆくもの。網目としての都市・自己創出

系としての都市＝「まちづくり」の視座 

4

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その１ 都市計画とはなにか 5

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その2 ｢理想の都市｣は創りうるか＝近代都市計画の光と影

(1) 

6

「都市をつくる企て」としての近代都市計画　その3 ｢理想の都市｣は創りうるか＝近代都市計画の光と影

(2) 

7

中間まとめ これまでの流れを整理して後半につなぐ 8

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その1 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(1） 9

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その2 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(2） 10

｢都市｣の構造を継承するこころみ　その3 ここちよい場所をつくる「まちづくり」事例(3） 11

「まち」に住み続けるために　その1 京都の現状…京都は住み続けられるまちか？(1) 12

「まち」に住み続けるために　その2 京都の現状…京都は住み続けられるまちか？(2) 13

「まち」に住み続けるために　その3 新しい京都の動き 14

まとめ 再度、居住環境をデザインする意味を考える 15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 成績は基本的には試験レポートの点数で評価します。ただし、それなりに厳しく採点します。

評価基準はレポート課題発表時に示します。 

100 ％

平常点評価 適宜、出席確認を兼ねて感想や質問を提出してもらい、出席率がいい人は「レポート試験」の評

価に加点します。 

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

教科書は用いず、そのつどレジュメを配布します。レジュメは教室でのみ配布（講義に出ずレジュメだけみても内容は伝わりません）。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

mail:inui@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代日本経済分析をテーマとし、はじめに方法として「市民社会と企業社会」について考えたうえで、1990年以降のバブル崩壊不況と近年におけ

る若干の景気回復状況など、文字通りの「現局面」分析を行なう。

本科目は、もちろん独立した科目であるが、私のもう1つの担当科目「日本経済論」と連結しておりその前半部分にあたる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

松葉正文『現代日本経済論：市民社会と企業社会の間』晃洋書房。

授業中に適時紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

現代経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

13183

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに－問題の所在1

日本経済の概況2

「高度成長」と企業社会の成立3

企業社会と市民社会4

市民社会の概念規定5

大企業体制の２類型6

貿易関係と資本の対外的展開7

同上（２）8

不良債権問題の経過と問題点9

同上（２）10

六大企業集団と法人資本主義11

同上（２）12

日本的経営について13

まとめ１－現代経済論の課題14

まとめ２－現代経済論の課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

いま社会の中で「人々の絆」が弱くなってきています。「あなたは、見知らぬ他人を信じることができるか」というアンケートに信じることができない

と答えた人の割合が以前と比べて増えてきています。それとともに社会的犯罪や病理現象も増えてきているといいます。なぜでしょうか？いろい

ろな答えがあるかもしれません。しかし、人々が利己的になりつつあること、社会のことを考えなくなってきたことが大きな原因の一つであることは

確かです。こうしたなかで市民社会についての議論が近年大きくクローズアップされています。人々はどのようにこれまで他人と絆を結びつつ社

会を形成してきたのか。またなぜ絆が弱くなりつつあるのか、それを克服することができるのか。本講義は、近代社会が市民社会として形成され

てきた歴史をたどりながら、人々が市民社会のなかで個人と社会（他人）との関係をどう捉えてきたのかを思想家の議論をたどりながら見ていくも

のであり、そのなかで上記の問いを考えていくものである

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テキストは使用しない。れじゅめに基づいて講義。参考文献は適時、知らせることとする 

単位数 /  Credit 2

現代市民社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 篠田 武司

15831

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）近代（市民）社会形成の原理が何であったのかを、ルソー、スミスをとおして理解すること

２）現代(市民）社会の構成原理をハーバマス、パットナム、ハーストをとおして理解すること

３）現代社会において自明とされている社会・人間観を懐疑し、再考すること 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに  

 

市民社会とはなにか？１

近代市民社会の成立－フランス革命   

絶対王制、ブルジョアジー、プロレタリアート、市民革命

２

市民社会の原理－フランス人権宣言を読む   

  

自由、平等、博愛、所有   1789年、封建制度、産業化 ３

 古典に見る社会像１－ルソーの描いた社会   自然状態、文明社会、不平等、自愛心と慈愛心４

古典に見る社会像２－スミスの描いた社会   

  

商業社会、利己心、同感の原理、正義, ホッブス  ５

古典に見る社会像３－ヘーゲル、マルクスの描いた社会 

  

人倫国家、公民のモラル、個人と私人、資本の文明化

作用、貨幣物神

６

小括・まとめ   

  

補足講義、また理解確認のためのアンケート、質問など

 

７

ハーバマスと市民社会１－ハーバマスの課題 東欧革命、システム世界、生活世界、植民地化  ８

 ハーバマスと市民社会２－市民的公共性   批判的公共性、熟議民主主義、公共圏   ９

パットナムと市民社会１－ボーリング・アローン   市民社会の衰退、政治参加、市民参加、友人、家族  １０

 パットナムと市民社会２－社会関係資本と格差   

  

社会関係資本、信頼、互酬性  １１

小括・まとめ  補足講義、理解確認のためのアンケート、質問等 １２

ハーストと市民社会   

 

ガバナンス、市民諸組織、社会への参加、市民社会の

公共

１３

ギデンズと市民社会  

  

アクティブ市民社会、社会包含、政府と市民社会との

パートナーシップ   

１４

市民社会と日本  市民社会論のまとめ、日本で、それはどう論じられてき

たのか？

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問によって、講義の理解度を考課する 80 ％



2011 年度シラバス立命館大学

評価は、定期試験80点。出席点（５～７点）20点＝100点とする。

テキストは、使わない。レジュメに沿って講義を行う

参考文献追加：『第三の道』ギデンス（佐和訳）日本経済新聞社

順次、講義中に参考文献を指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義はできるだけ続けて聴講してほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『市民社会論』             山口定  ／有斐閣／／

『市民の政治学』   篠原一   ／岩波新書  ／／

『相対化の時代』   坂本義和   ／岩波新書  ／／

『公共性』   斎藤純一   ／岩波書店  ／／

『孤独なボーリング』 パットナム（鹿内訳） ／柏書房  ／／

平常点評価 出席を3～4回とり、点数化する。20 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

発展途上国には不就学児や非識字者が未だに大勢おり，その支援が国際的に急がれている。本授業では，国際教育援助の現状と課題につい

て概説し，国際社会の潮流や歴史的展開にも言及しながら，教育援助における基本的な原理と実践手法を概観し，その論点整理と展望の探究

を行う。また，本授業は一方的な講義形式ではなく，受講者小集団によるプレゼンテーションや議論形式を取り入れた参加型学習を進める。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

事前履修が必要な科目は特にありません。日頃から，様々な報道機関，諸外国のメディア等にも目を通して情報を比べることで，物事を多角的

に考える習慣をつけて下さい。 

特別な事情がない限り，開講回数の２／３以上を出席することを単位認定の基本条件とします。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

本授業は一方的な伝達形式ではなく，受講者の関心や問題意識に基づいた議論を中心に進めていきます。教員の指示をただ待つのではなく，

教育援助に関する課題を様々な一次資料から探究していくことが大切です。 

単位数 /  Credit 2

国際教育援助論 (S)  §  国際教育援助論 (I)

担当者名 /  Instructor 小原 豊

13185

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１　国際教育援助の基本原理を理解し，発展途上国支援の諸課題を探究する力量を形成すること。

２　国際教育援助の歴史的展開を踏まえ，発展途上国支援の実践的手法について理解すること。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

我々は国際社会を生きる上で，自国の文化に根ざしながらも，多様な価値観をもって異なる文化の在り方を尊重し，受け入れねばなりません。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

国際教育援助とは何か？：国境を越えて人が人の学びを

支援する 

国際社会の潮流，世界識字実験計画(EWLP)，援助理

念と政策 

第01回

国際教育援助の仕組み  ＯＤＡ，円借款，無償／有償資金協力，技術協力 第02回

国際教育援助の概略史 ジョムティエン会議，ダカール行動枠組み，成長のため

の基礎教育イニシアチブ 

第03回

世界の基礎教育の現状と課題 量的拡大と質的向上，識字率・就学率，世界銀行，女子

教育， 

第04回 

日本による教育援助①その比較優位性：Jugyou-Kenkyu

とは何か

授業研究，カスケード方式とクラスター方式，住民参加 第05回 

日本による教育援助②ＪＩＣＡの活動と青年海外協力隊の

展開

JICA，JOCV，選考・訓練・実情，自助努力，協力隊５か

条 

第06回 

日本による教育援助③文部科学省による国際教育協力

イニシアチブ

拠点システム，日本の教育経験集約，協力知見の体系

化・共有化 

第07回

途上国理解・支援の原理①文化的アイデンティティ 民族性，多言語・他文化社会，僻地複式モデル第08回 

途上国理解・支援の原理②持続可能性（Sustainability） 技術移転，プロジェクト評価，参加型ガバナンス第09回 

途上国理解・支援の手法①教育開発モデル 社会構造，モデル分析（ハービンソン&マイヤーズ，カミ

ングス） 

第10回 

途上国理解・支援の手法②教育セクター分析 包括性と選択，優先課題，ファストトラックイニシエティブ

(FTI) 

第11回 

国際教育協力フィールドワーク①NGOの活躍：アフガニス

タンを事例に 

実際に国際教育協力に勤しむＮＧＯの方を招聘し，議

論・懇談する 

第12回

国際教育協力フィールドワーク②草の根交流：インドネシ

アを事例に

実際に国際教育協力に勤しむ活動家を招聘し，議論・

懇談する 

第13回 

国際教育協力フィールドワーク③専門家派遣：ラオスを事

例に

実際に国際教育協力に勤しむ専門家を招聘し，議論・

懇談する

第14回 

国際教育援助の論点整理と展望：支援から共生へ 世界人権宣言の理念，Education for All (EFA)，ヨハネ

スブルグ宣言

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 小集団による課題発表に対する自己評価，受講者同士による相互評価，教員評価を参照す

る。 

40 ％

平常点評価 出席を重視する。また日常点（学習態度，質問内容，討論参加等）も加算する。60 ％
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教科書は指定しません。必要に応じて授業時に参考資料を適宜配布します。 

その他，参考図書の内容は随時紹介し，必要に応じて抜粋を配布します。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

国際協力機構(JICA)や国際教育イニシアティブの活動関連のweb site 等を随時紹介していきます。 

 その他 /  Others

授業において不明な点，疑問に感じた点を大切にして，まずは自らその解消に努めて下さい。またＰＣを利用した授業を行う場合もあります。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

国際教育援助については，ドナー国と被援助国が対等な立場で相互理解を深め，国際社会での共生を目指す立場で学ぶ必要があります。とか

く視野が狭窄しがちな教育分野ですが，国際的な視野で教育問題を捉える経験が，受講者各位にとって大きな財産になることを願います。 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

国際教育協力論   内海成治／世界思想社／ 4-7907-0910-8  ／教育協力分野の学際的な知識が得ら

れる。 

国際教育開発論   黒田一雄，横関祐見子  ／有斐閣 ／4-641-07697-9 ／多様な領域の教養が体系的

に得られる。

国際教育協力を志す人のために 千葉杲弘，寺尾明人，永田佳之／学文社 ／4-7620-1359-5 ／専門的知識が包括的

に得られる。 

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

 社会政策には労働政策、社会保障・社会福祉政策、ジェンダー政策など多様な政策が含まれるが、いずれの領域においても国際的な政策の立

案・実施がますます求められるようになっている。その大きな要因は、20世紀末に新たな段階への発展を見せた経済グローバル化にあると考え

られる。グローバル化が一国単位の社会政策の有効性に対する歯止めとして作用し、「福祉国家の時代が終焉した」という見方をする論者もい

る。

　本講義では、第一次大戦終結後に創設されたＩＬＯの役割と国際社会政策の発展を概観した上で、上述したような近年のグローバル経済・社会

の文脈において、国際社会政策の形成や実施にどのような変化が生じているのかを、中心的なテーマとして取り上げていきたい。さらに、国際的

な基準に照らした場合、日本の社会政策にはどのような特徴と課題があるのかについても、社会福祉政策と労働政策の例で検討していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用せず、レジュメを配布して講義を行う。参考書は以下に掲げるもののほか、随時授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業の前週に参考文献の予習を指示する場合があるので、準備して出席してほしい。

単位数 /  Credit 2

国際社会政策論 (S)  §  国際社会政策論 (I)

担当者名 /  Instructor 櫻井 純理

15852

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．国際社会政策の基本的概念や関わる機関、近年の変化や課題を理解できるようになること

２．いくつかの国（日本、イギリス、北欧諸国等）の国家レベルの社会政策について、その特徴を理解した上で、グローバルおよびリージョナルレ

ベルの社会政策との連続性について考察できるようになること

３．とりわけ日本の社会政策の特徴や特異性、国際基準との乖離について、自分の意見を述べられるようになること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション、社会政策とは何か 社会政策論、「労働力」と社会政策１

国際社会政策の内容と性格 労働基準政策、雇用政策、労使関係政策、社会保障政

策

２

国際社会政策の成立とＩＬＯの創設 国際労働者保護立法協会、ヴェルサイユ条約、国際連

盟

３

ＩＬＯの機能と日本の関わり フィラデルフィア宣言、条例と勧告４

グローバル化の進展と社会政策への影響 グローバル化、福祉国家、社会民主主義、保守主義、

（新）自由主義

５

いくつかの国際レジームが果たす役割 Ｇ７、ＷＴＯと「社会条項」、ＩＭＦと開発援助６

ＮＧＯの役割と課題 国際ＮＧＯ、アンチ・スウェットショップ７

国際労働基準を巡る攻防 ＩＬＯの中核的労働基準、労働ＣＳＲ、ＩＳＯ、国連グロー

バルコンパクト

８

ジェンダーと国際社会政策 女性差別撤廃条約、ＩＬＯ156号条約、ポジティブ・アク

ション

９

地域の取り組み（ＥＵの社会政策） ローマ条約、構造基金と結束基金10

日本の社会政策：障害者福祉政策（スウェーデンとの比

較

障害者自立支援法、障害者雇用促進法、障害者手帳、

発達障害

11

日本の社会政策：高齢者介護政策（イギリスとの比較） 介護保険制度、地域支援事業、コミッショニング12

日本の社会政策：男女平等・共生政策（オランダとの比

較）

労働時間、同一価値同一賃金、育児・介護休業制度13

日本の社会政策：社会的企業と就労支援政策（イギリス、

イタリア等との比較）

社会的企業、労働者協同組合、ワークフェア政策14

日本の社会政策と国際労働基準、定期試験に関する情

報提供

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容に関連した試験を実施する。80 ％

平常点評価 授業時間中のコミュニケーションペーパーや感想文の提出（数回）をもって、平常点として加点

する。

20 ％
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その他の参考文献はレジュメで随時紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

ＩＬＯ（http:www.ilo.org）　　ＯＥＣＤ（http://www.oecd.org）　　ＥＵ（http://europa.eu/）

  その他はレジュメで適宜紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールでの連絡も可。junri@pa2.so-net.ne.jpまで。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

三訂　社会政策を学ぶ人のために 玉井金五、大森真紀／世界思想社／／

ＩＬＯの創設と日本の労働行政 吉岡吉典／大月書店／／

福祉国家再編の政治 宮本太郎／ミネルヴァ書房／／

社会的企業の主流化「新しい公共」の担い手とし

て

ＯＥＣＤ／明石出版／／

労働ＣＳＲ入門 吾郷眞一／講談社現代新書／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では，世界の諸国の関係性を，特に経済（学）の視点から学んでいきます。具体的には，第2次世界大戦頃から現在までの時期を対象に

置き，（1）昨今のグローバル化する世界経済の現状と諸問題（第1回～第5回），（2）欧米先進諸国の社会経済システムの歴史的な成長と相違

（第6回～第9回），（3）開発途上国の経済発展と欧米先進諸国との関係性（第10回～第15回），という3つのトピックを設け，国際貿易と，1国の経

済運営・成長という2つの主題に焦点を当てて議論を進めます。同時に，これらの3つのトピックそれぞれについて，経済と政治，あるいは文化，

宗教等の諸要因が重なりあっていることを，制度理論（主に欧米先進諸国の関係）や開発経済論（主に途上国と先進国の関係）のアプローチを

利用しつつ考えていきます。以上の様な形で，講義を進めることで，世界の諸国間での経済的な結びつきとその意味を，理論と現実の両方の視

点から理解します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

（1）各項目の詳細は，初回講義で説明・確認。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

各回講義終了後に，内容の要約・学習の手引きをほぼ各回配布していく（配布方法は，初回講義で確認）。これと，各自の講義板書ノート，パ

ワーポイント資料の3つを併せて，講義のポイントや用語の意味などを特に復習すること。

単位数 /  Credit 2

国際社会論 (S)  §  国際社会論 (I)

担当者名 /  Instructor 江口 友朗

13339

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　（1）授業の概要に挙げた3つのトピックの中で 低1つについては，それを理解する上での基本的な現状や論点を，明確に説明出来ること。

　（2）欧米先進諸国もしくは，開発途上国の歴史や現状を，講義で用いるアプローチに即しつつ理論的にも説明出来ること。

　（3）世界の経済を理解する上で，新聞やニュース等にも出てくる基本的な用語の意味を説明出来ること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

受講上の諸ルールの確認／イントロダクション：国際関係

を巡る様々なアプローチと講義の視点

「経済学」「政治学」「文化人類学」「社会学」「宗教学」

「制度」

1

世界経済を巡る現状，諸問題，そしてグローバリゼーショ

ンの意味

「自由貿易体制」「GATT」「WTO」「為替相場」「地域統

合」

2

世界経済とリーマンショック①：アメリカでの意図的な政策

とサブプライム問題の発生

「政策」「住宅減税」「サブプライム」3

世界経済とリーマンショック②：金融市場の発展と金融商

品の複雑化を中心に

「心理的要因」「確率論」「債務の証券化」4

世界経済とリーマンショック③：日本及び諸外国への影響 「不況」「雇用」「消費」「国債」5

欧米先進諸国の第2次世界大戦後の経済成長の特徴：

1970年代まで

「フォーディズム」「大量生産」「大量消費」「耐久消費財」

「労働者の生活」「福祉国家」

6

欧米先進諸国間での社会経済システムの相違と多様性 「CMEｓ」「LMEs」「制度比較優位」「経済成長の国民的

軌道」「資本主義の多様性」

7

現在のEU諸国に見る諸問題と政策課題 「環境」「移民」「社会的排除」「文化」8

経済学的に世界経済を理解する上での諸論点の整理 「貿易」「為替」「労働」「資源」9

アジアでの宗主国からの独立を巡る植民地の歴史的経

緯

「インド独立」「ベトナム戦争」「朝鮮戦争」10

開発途上国の独立時の諸問題：経済学的な意味 「社会経済システムの移行と移植」「社会的慣習」「国

家」「市場」

11

開発途上国の経済成長と先進国や国際機関の役割 「交易条件」「一次産品」「単線型成長」「複線型成長」

「流血的テーラー主義」「周辺部フォーディズム」

12

NIESからASEAN地域へと伝播した経済成長：東アジアの

奇跡

「直接投資」「プラザ合意以後の円高」「構造転換連鎖

論」「市場拡張的見解」

13

アジア通貨危機とその後：タイの事例を中心にして 「投機マネー」「IMF」「コーポレート・ガバナンス」14

世界はどこへ向かうのか：講義内容の総括 「経済格差の拡大」「環境・資源問題」「利害関係」「経済

コスト」

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 3つの到達目標に対する主に相対的な到達度によって判断。60 ％

平常点評価 ①講義内容に関連した各自の興味や関心に関する小レポート（20％）。

②ランダムな出席確認や講義に関する質問票への回答（20％）。

③講義中に，一度警告したにも関わらず，再度騒いでいた場合には，氏名等を確認し減点対象

とする（1回につき－5％）。

40 ％
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（2）上記「％」は「点」に換算し100点満点で成績算定。

●特定の教科書は，使用しない。

●講義内容への各自の理解を深めるために

＜欧米先進国の経済成長と類型＞

　①福島清彦（2002）『ヨーロッパ型資本主義：アメリカ市場原理主義との決別』講談社現代新書no. 1628，ISBN：4-06-149628-X。

　②山田鋭夫（1993）『レギュラシオン理論：経済学の再生』講談社現代新書no. 1146，ISBN：4-06-149146-6。

　③遠山弘徳他訳（2007）『資本主義の多様性：比較優位の制度的基礎』ナカニシア出版，ISBN：4-77-9501680-7。

　　（中・上級者向け）

＜途上国の開発問題と経済成長＞

①渡辺利夫（2010）『開発経済学入門：第3版』東洋経済新報社，ISBN：978-4-492-44364-4。

②末廣昭（2000）『キャッチアップ型工業化論：アジア経済の軌跡と展望』名古屋大学出版会，ISBN：4-81-580394-3。（中・上級者向け）

※その他，必要に応じて適時，紹介・指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

●講義で用いる代表的なデータの所在

http://data.worldbank.org/（世界銀行：英語）

http://www.adb.org/Economics/（アジア開発銀行：英語）

http://www.oecdtokyo.org/pub/statistics.html（OECD：一部英語）

http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.htm（世界の統計／総務省統計局：日本語）

 その他 /  Others

・メール連絡の場合には，必ず，自分の学年・組・学籍番号・氏名をメールの「Title」に書くこと。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（1）経済学の知識・テクニックの有無は問いません。但し，講義への出席を前提に授業は展開します。

（2）講義は，板書とパワーポイントの併用形式です。パワーポイントを使用する場合は，適時，資料を配布します（方法は，初回講義で確認）。ま

た，話していることもメモする習慣・技術を身につける様に。

（3）日常の学習は，「授業外学習の指示」を参照し実践すると共に，各自の興味や関心ある各種社会問題を講義の視点や内容に基づいて説明

出来ないかどうかを考えてみると，講義への理解も深まります。

●メールでのやり取り，または，事前に予約の上でオフィス・アワー時の対面。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

発展途上国における多くの社会問題に取り組む、国際協力活動を行うNGOを中心に取り組んで取り上げる。その関連で、国際機関(国連、世界

銀行等)、政府のODAについても一部で取り扱う。途上国における貧困や、民族紛争、テロ、環境破壊は、世界全体を不安定な状態に陥れてい

る。そうしたなか市民によって結成されたNGO(非政府組織)の役割に注目が集まっている。本講義では「NGOの時代」といわれる21世紀のなかで

組織の活動、課題を検証していく。講義は毎回ビデオを使用し、また2回ほどゲストスピーカーを招聘する。それによって、アップデイトな事象につ

いてより具体的な理解を深めてもらう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

ＮＰＯ・ＮＧＯ論(担当：秋葉武) 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が授業内で紹介するNPOのHPなどは随時、閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

国際NPO・NGO論 (S)  §  国際ボランティア論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15931

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・国際協力において、なぜ政府だけでは役割を果たせないのか

・ＮＧＯが具体的にどのような役割を果たしているのか

・国際協力ＮＧＯにおいてなぜマネジメントが重要になり「ビジネス化」が言われるようになったか

・国際協力においてどのような人材が求められ、その特徴は何か

上記のことについて、理解することを目標とする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ガイダンスに出た上で、納得した上で受講登録をして下さい。せっかく受講するのですから、受講するだけでなく、自主的に勉強してテーマを深め

ていくと面白いと思います。

なお、下記の行為をする受講生は「F」評価となる可能性があるので、留意してください。①他の受講生の受講権の侵害‥授業中の私語、大幅な

遅刻、頻繁な途中入退室など　②マナーの欠如(携帯電話の時計以外の目的での使用など)

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NGOの台頭とその社会的背景 NGOの機動性、国境なき医師団、地雷廃絶キャンペー

ン、アフリカ

2～3

日本のNGOの活動分野と協力形態 適正技術、児童支援NGO、シャンティ国際ボランティア

会、東南アジア

4～5

NGOの活動分野と協力形態 持続可能な発展、環境NGO、アマゾン6～7

NGOと国内の国際化 コミュニティにおける他組織との連携、多文化共生、多

文化共生センター

8

NGOの新たな戦略　――マイクロクレジット―― ビジネスモデル、エンパワーメント、貧困と女性、グラミ

ン銀行

９～10

NGOの新たな戦略　――フェアトレード―― 世界貿易の不均衡、ピープルツリー、フェアトレードラベ

ル

11

NGOを取り巻く環境①―政府とのパートナーシップをめ

ぐって―

創造的緊張、協働、下請け化の危機12

NGOを取り巻く環境②―国連とのパートナーシップをめ

ぐって――

国連の危機、アメリカとの相克、協働の進展13

NGOを取り巻く環境③――グローバリゼーションによる社

会構造の変化――

グローバル化、社会的排除、絶対的貧困14

国際協力NGOの今後 NGOの課題と今後の展望について15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述および穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主にコミュニケーションペーパーを通してです。講義内容に関して、コメントを求めます。30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.janic.org/  国際協力ＮＧＯセンター　

http://www.mofa.go.jp/mofaj/　外務省

http://unic.or.jp/index.php　国連広報センター

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ハンドブックNGO――市民の地球的規模の問題

への取り組み――(1998)

馬橋憲男、斎藤千宏編／明石書店／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

＜本講義を受講しようとするあなたへの問いかけ＞

・参加と聞くと、政治参加（情報公開やパブリックコメントや住民投票など）を想像して、

　「私には関係のない」ことと思うらしい（「政治参加は私には関係ない」というのも問題だが）。

・でもこの講義で語る「参加」は、政治参加も含みつつ、もっと広い概念。

　単純に言うと「私と社会の＜関わり方＞」＝私とあなたの関わり方・私とコミュニティとの関わり方・

　私と京都市との関わり方、等々に関して、主体的に関わる在り方を「参加」と考える。

・例えば…

　・「私」のことを決めるのは誰なのか　　…私が決める？ほんまに決めてる？

　・「私たち」のことを決めるのは誰なのか　…みんな？科学的な正しさ？

　・「客観的・科学的にこれが正しい」とされることに抵抗できる？抵抗していい？（例：河川改修）

　・みんなが望ましいと思っていることに抵抗できる？抵抗していい？（例：道を通す）

　・「みんな」って誰？「私たち」って…誰？範囲は？…世界市民〜国民〜市民〜コミュニティ〜私

　・（わたしやあなたが集まって）みんなで「決める」「合意する」って、ほんまにできるの？

　　どうやって？話し合えるの？話し合って答えはでるの？

　…等々…これらが参加のデザイン論で考えるテーマとなる（誰にも関係のある大切なテーマのはず）。

＜本講義でいう「参加」をもうちょっと難しく説明すると（講義中は言わないから安心して）＞　

一般的には「参加」とは政治参加の形態を言うことが多かったが、これは政治学や法学の分野であり、かつもう古い（大切だけど、これだけでは

不十分）。

参加（政治参加）を単に制度や仕組みの中だけで考えれば、結局、AかBかの対立と多数決であり、「勝った・負けた」「誰かが幸せになるために

誰かが犠牲になる」という構造は残る。

いま求められていることは、AかBかの対立を超えて双方の重なり合うところを探り、できればCという価値を共に創りだす（価値づくり）、あるい

は、そのようことが可能になる状況を（主体的に）創り出す（プロセス・デザイン）と言う意味での「参加＝共に関わる」の状況づくり。

これは「多文化共生＝違いを認めあいながら、重なる部分を探り出す、創り出す」「win win game＝みんながよくなる道を探る」にも通底する「態

度」。

でも、「ヒトはみんな違う」とすれば、こんなことができるのだろうか？！

…本講義では、事例を通じて経験則的に、人と人とが違いを認め合いながら重なり合うことができる、という可能性と、そのために私たちに求めら

れる「態度」や「方法」を学ぶ。

そのため、本講義ででは実質的な「参加」が見えやすい「小さなコミュニティ」における「暮らしづくり・まちづくり」活動に注目する（ 近はやりのグ

ローバルな論点はでてこない＝生活レベルの事例が中心…でも、結局「小さな単位」を大切にしながらひろげていくしかないのではないかとも

思っている→グローカルな視点）

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義のみで完結する内容ですが、前期におこなう「居住環境デザイン論」をあわせて受講すれば、より理解の幅が深まるはずです。

単位数 /  Credit 2

参加のデザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 乾 亨

15897

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義は、私たち一人ひとりが大切にされ、よりよく暮らしていくための在り方や、そのような状況を達成するための考え方や取り組み方を示すこ

とを目的としている。

具体的事例を通して｢参加｣を概念化するとともに、参加の状況を創りだす（デザインする・マネージメントする）態度と技を学ぶ。　　

理論を学習する講義ではなく、事例を参照しながら、何が問題で、そのためにはどのような参加形態が必要で、それを生み出すためにはどのよ

うなプロセスが求められているのか、を自ら考えるための課題提供型の講義。

知識を覚えることより、それぞれが社会を読み解き、社会に働きかける応用力を身につけることをめざす。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「参加のデザイン」ってなに？ 講義の目的と位置づけ1

参加を考えるワークショップ なんで「参加」なんやろぉ…みんなで考える「参加」の発

見たいむ 

2

ワークショップの振り返り 「参加」をめぐる課題の発見と整理 3

参加の事例をみて考えよう…幻灯会（その１） コーポラティブハウジング（住み手参加の住まい・まちづ

くり）ユーコートの事例を見て考える 

4

ユーコートを通してまなぶ参加のヒミツ（その１：入門編） 幻灯会をみた皆さんの感想を参照しながら、ユーコート

の「参加」のヒミツを解き明かし

さらなる課題を提起します

5

「参加」の事例を見て考えよう…幻灯会（その2） 40年にわたり住民主体のまちづくりに取り組む真野地

区の事例を見て考える

6

真野まちづくりのヒミツ（その１：入門編） 幻灯会をみた皆さんの感想を参照しながら、真野まちづ

くりのヒミツを解き明かし

さらなる課題を提起します

7
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教科書は用いず、適宜レジュメを配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

画像データを多用して事例を追体験し、そこから考えてもらう

毎回感想や質疑をもらい、それに答えながら講義をすすめる

講義規模と時間が許せば、ワークショップによる参加応答型講義を行いたい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

事例を物語りその意味を考えてもらう問題提起型の講義なので、継続的出席を望みます。とりわけ第2週のワークショップ、および第4週・第6週

の幻灯会（週変更の可能性あり）は問題提起編なので、必ず、絶対、万難を排して、出席のこと（本来講義は出席するものですからこの指示はヘ

ンですが…笑）。

mail:inui@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ユーコートを通してまなぶ参加のヒミツ（その２：理論編） ユーコートと真野まちづくりの事例で提起された課題に

たいして、ユーコート事例が示す

参加の在り方や考え方を読み解いていきます

8

インターメッツォ（なかやすみ）：コーポラティブ・ハウジン

グとはなにか

日本〜海外の、コーポラティブ住宅によるさまざまな住

まいづくり・まちづくりの事例を

画像で紹介

9

真野を通してまなぶ住民参加と地域まちづくり〜理論編

（その１）

真野まちづくりの流れを追いながら、地域コミュニティに

おける「参加」の意味と成立要件を

明らかにする

10

真野を通してまなぶ住民参加と地域まちづくり〜理論編

（その2）

全員が同じ方向を向く「参加」や「全員合意」はあり得な

い…とすればユーコートや真野の

「参加」をどう解釈し、そこからどのような智恵を導き出

せばいいのか

11

パートナーシップ型まちづくり〜京都の事例をもとに考え

る

なぜ市民参加・住民参加が求められるのか、市民参加

の時代の市民・住民と行政の関係は

はいかにあるべきか

12

参加の手法をまなぶ（その１） イキイキとした参加の状況を創る手法である「ワーク

ショップ」の事例を紹介する

13

参加の手法をまなぶ（その２） ワークショップの基盤となる「参加」の歴史や考え方14

参加の哲学・参加の政治学 まとめの意味をこめて、参加の考え方や作法を整理す

る

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 基本的には、成績は、提出された「試験レポート」の質で評価。それなりに厳しく採点する。

評価基準はレポート課題時に発表。 

100 ％

平常点評価 適宜、出席確認を兼ねて感想や質問を提出してもらい、出席率がいい人は「レポート試験」の評

価に加点する。 

20 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　産業社会学を「産業社会としてとらえられる現代社会の社会学」としつつ、主としてそこに生きる人々の生活スタイル（労働や生活をめぐる生き

方）に焦点をしぼり、生活スタイルの今まで、今日、そしてこれから、を見ていく。主として日本社会をあつかうが、企業社会／新自由主義社会が

いかなる変容をするのかを問題意識としつつ、働くこと、女性、若もの／子どもなどをめぐる環境変化のなかで、日本人の生活スタイルおよび日

本社会の今後の像を考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学、コア科目（現代と社会）

コメントの扱いについては下記のように行うが、具体的評価（１５点）については授業中に説明する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レジュメ・資料にもとづいて講義する。時々コメント（コミュニケーション・ペーパー）を出してもらい、講義へのあなたたちの思索を把握したり、講義

の往復に使ったりする。このコメントは、評価に加味する場合もある。決まったテキストはない。講義のなかでレジュメ・資料を配布する。参考文献

は、講義のなかでで紹介する。

単位数 /  Credit 2

産業社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 木田 融男

15875

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１　生活スタイルにかかわる社会学理論を理解する。

２　日本人の生活スタイルの今まで、今日、これからを理解する。

３　生活スタイルを通して日本社会の今まで、今日、これからを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

時々、授業の理解についてコメントを書いてもらう。授業の 後に書いたり、ペーパーを持って返り授業外で書いてもらい、翌週の授業で提出す

ることもある。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

０本講義の産業社会学について 産業社会、産業社会論、産業社会学 第１回 

１現代社会と生活スタイル：１−１生活スタイルとは 生活スタイル、社会的生活諸過程、生活空間／生活

史、 生きること、価値志向

第２回 

：１ー２生活スタイルの社会学理論＝ウエーバー／マルク

スから

エートス、合理性、カリスマの日常化、疎外、私有財産 第３回 

：１−３生活スタイルの社会学理論＝リースマン、ゴールド

ソープから 

他者志向、本来的志向、手段的志向 第４回 

２日本社会と生活スタイル：２ー１日本的なるもの 日本的集団主義、間人主義、日本人のルーツ 第５回 

：２ー２私生活志向と企業志向：両方志向 閉ざされた／開かれた私生活志向、本来的仕事志向、

企業社会志向、 古い／新しい両方志向

第６回 

：２−３日本人の生活スタイルの病理と陥穽 企業中心社会、閉ざされた／開かれた自立性と共同

性、公共性

第７回 

３日本社会と日本人の諸層：３−１働く人のすがた＝格差

社会と階層

格差（拡大）、移動、階層第８回 

：３−１働く人のすがた＝一億層中流と階級 中流、階級、正規ー非正規、ワーキングプア、失業 第９回 

：３−２女性のすがた＝日本のすがた Ｍ字カーブ、逆U字カーブ、ワーク＆バランス、共同参画第１０回 

：３−２女性のすがた＝世界のすがた スエーデン型（男性参加）、オランダ型（ワークシェアリン

グ） 

第１１回 

：３−３若ものすがた＝職を得ることと失うこと 若ものの失業率（世界と日本）、フリーターとニート第１２回 

：３−３若もののすがた＝働くことと生きるの意識 仕事観／働く動機、家族／結婚／子ども観第１３回 

４これからの現代社会／日本社会：４−１今までと今日は

＝世界と日本のすがた

福祉社会（国家）、企業社会、新自由主義社会第１４回 

：４−２これからは？＝世界と日本のすがた 第３の道、ワークフェア、日本型第３の道、日本型福祉

社会（国家）？

第１５回 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の内容の理解に関して試験 85 ％

平常点評価 講義へのコメントを、評価に加味する場合がある 15 ％
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決まったテキストはない。講義のなかでレジュメ・資料を配布する。参考文献は、講義のなかでで紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『変容する企業と社会—現代日本の再編—』  浪江巌・木田融男・守屋貴司編  ／八千代出版 ／／

『転換期の人間と社会』 佐々木嬉代三・中川勝雄編  ／法律文化社／／

『変貌する社会と文化』 木田融男・佐々木嬉代三編  ／法律文化社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義の狙いは、受講生が「階層（社会階層）」という概念を理解し、その理解に基づいて日本社会を認識する力を習得することです。「階層」と

は、収入などの社会的資源の格差を記述するための概念です。したがって、階層を論じることは「総中流」と言われてきた日本社会の中にある格

差を認識することでもあります。講義では、教育、家族、仕事といった身近なトピックと絡めつつ、このテーマについて論じていく予定です。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。講義では「数字・データ」や「数式」も登場します。しかし、議論の中心は、階層（格差）を維持したり、作りだしたりする仕組みであ

り、その仕組みを認識するための概念・論理です。「数字アレルギー」「数学アレルギー」の方も毛嫌いせず、受講してください。

授業中にプリントを配布します。

配布のプリントに記載し、紹介します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

社会階層論 (S)

担当者名 /  Instructor 中井 美樹

13213

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会階層論および関連分野の概念・論理を習得すること。すなわち、そうした概念・論理を用いて（日本）社会を論じることができるようになるこ

と。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

近年マスメディアには「格差」をめぐる議論があふれています。それらに親しんでおいてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会階層とは何か 社会階層、社会移動 １

階層および階層論の現状(1) 階層、階級、社会移動 ２

階層および階層論の現状(2) 社会階層、社会移動、社会的資源の配分 ３

現代日本の社会階層(1) 社会階層、社会移動、社会的地位、職業 ４

現代日本の社会階層(2) 社会階層、社会移動、開放性 ５

現代日本の社会階層(3) 地位達成、階層再生産 ６

教育と社会階層(1) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド 

７

教育と社会階層(2) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド 

８

教育と社会階層(3) 学歴社会、メリトクラシー、文化的再生産、インセンティ

ブ・ディバイド

９

社会階層とジェンダー(1) ジェンダー、セグリゲーション １０

社会階層とジェンダー(2) ジェンダー、セグリゲーション １１

社会階層と家族(1) 家族、世帯 １２

社会階層と家族(2) 家族、世帯１３

社会階層と文化 文化的再生産、ハビトゥス１４

確認テスト（70分）と解説（20分） １５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 15週目に実施する確認テストと、数回のレポート課題により評価を行う予定です。 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

ガバナンス（governance）という言葉は、社会科学の様々な分野で、様々な意味で用いられています。この講義では政治・行政分野における「ガ

バナンス」を理論的、実証的に示します。

　政治・行政の分野ではガバナンスは大きく分けて二つの意味で用いられています。一つは政策の形成過程・運営過程への関係者（住人、

NPO、企業等）の参加、もう一つは行政組織の効率化の試みです。両者とも、従来の行政機構（government）が時代のニーズを捉えきれていない

ことや、行政活動において資源が有効に使われていないことに対する不満から生まれました。

　講義では、ガバメントが機能しない理由、ガバメントからガバナンスへの動き、ガバナンスとガバメントの補完関係などについて考えてゆきたい

と思います。なお、具体的事例を取り入れながら講義を進めます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

原則として、期末試験に基づいて成績評価を行います。

日常点を加味することもありますが、日常点はあくまでも補足資料です。

特に指定しません。

特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞、雑誌などで、ガバナンスに関する情報に気をつけていてください。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義中に、適宜、紹介します。

単位数 /  Credit 2

社会ガバナンス論 (S)

担当者名 /  Instructor 太田 美帆

15893

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ガバナンスの必要性を理解していること。

・ガバナンスのための仕組みを理解していること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

疑問点が生まれたときには、質問するなどして、早めに解決してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『福祉国家のガヴァナンス』 武智秀之／ミネルヴァ書房／／

『福祉社会：社会政策とその考え方』 武川正吾／有斐閣／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入：ガバナンスとは何か？ 社会ガバナンス、コーポレート・ガバナンス  

  

第１回目

ガバメントとガバナンス 官僚制第２回目

地方自治の変遷 地方自治改革第3-5回目

行政活動をシステムという視点から考える ネットワーク、組織連関分析第6-7回目

政策ネットワーク コーディネート第8-9回目

小課題第10回目

福祉提供の「バランスのとれた」役割分担に向けて 政府の失敗、市場の失敗、ボランタリーセクターの失

敗、福祉多元主義

第11-12回目

住民主体のための条件整備 スウェーデンにおける地域創生活動第13回

市民民主主義とそれを実現する仕組み 市民民主主義第14回

まとめ ガバメントとガバナンス第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本問題や概念について理解しているかどうか、また、それを自分の言葉で

論じることができているかどうかを評価する。 

90 ％

平常点評価 出席状況と小課題で判断する。小課題では講義内容の理解度を確認する。   10 ％
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 その他 /  Others

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　気候変動（地球温暖化）緩和、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換

この講義では、気候変動、再生可能エネルギー、環境保全と消費生活とのかかわりについて、考察する。

①気候変動　(climate change)　が消費者の生活に及ぼす影響、温室効果ガス削減に対して消費者が果たすべき責任について考える。危険な気

候変動を緩和するためのemission pathway、温室効果ガスの削減量と削減期限、削減ペース、消費者部門における温室効果ガス削減対策を学

ぶ。②現代の大量消費スタイルによるエネルギー資源の消費、環境負荷について学ぶ。エネルギー自給率、再生可能エネルギー普及政策の重

要性を考察する。③食生活から発生する温暖化負荷の実態を学ぶ。

④再生可能エネルギー普及政策について学ぶ。⑤追加：福島原発事故にてらして、原発廃止の必要性、原子力発電に伴う健康リスク、原子力

発電廃止と再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換を学ぶ

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし

単位数 /  Credit 2

環境ライフスタイル論 (S)  §  消費者環境論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

15812

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①「温室効果ガス削減は、なぜ、緊急かつ大量に必要なのか」を理解することが第一の目標である。温室効果ガスの長期的影響、climate 

inertia、排出削減パスについて、基礎知識を獲得する。

②climate scienceに関する基礎的科学データ、 気候変動政策に関する統計データ、英文科学ニュースを読む訓練をする。③消費者部門から発

生する環境負荷のついて、基礎的知識を獲得する。環境配慮型製品における有害物質削減、廃棄物削減、省エネ、省資源の対応、環境ラベル

制度、住宅における省エネ性能などについて、学ぶ。

④日本とEUにおける主な温室効果ガス削減策を学ぶ。再生可能エネルギー普及政策、炭素税、排出権取引の特徴、交通部門における温室効

果ガス削減対策を学ぶ。

⑤エネルギー自給率の国際比較から、日本のエネルギー政策の問題点、再生可能エネルギーの意義を理解する。⑥食生活における温室効果

ガス排出削減の必要性、フードマイレージ、日本の食料自給率の問題点を学ぶ。

⑦（重要、緊急追加）：原子力発電の廃止の必要性、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造の必要性について学ぶ

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

変更（福島原発事故を受けて追加）：脱原発､再生可能エ

ネルギー中心の日本再建にむけて  

【キーワード】電力構造の国際比較。チェルノビルの教

訓、あなたはなぜ大学で学ぶか?

1

変更（福島原発事故を受けて、臨時に変更）：経済産業省

のエネルギー政策、原子力政策の要約、その問題点

H22年経済産業省、資源エネルギー庁の政策文書の検

討（電力供給計画概要、エネルギー基本計画、原子力

立国計画、長期エネルギー需給見通し）。国家、原子炉

関連企業、原子力研究者による原発推進の構造の問

題点。

2

変更（福島原発事故を受けて、緊急に変更）：原子力中心

政策と再生可能エネルギー政策の比較

雑誌「世界」２０１１年、１月号、１２６－１３８ページ。「原

子力のたそがれ──米・仏・独のエネルギー政策分析

から浮かび上がる再生可能エネルギーの優位性」マイ

ケル・シュナイダー 著

下記のアドレスから、無料でダウンロード可能

　　http://www.iwanami.co.jp/sekai/

3

温室効果ガス排出削減パス：　IPCC第四次報告書の概

略、温度上昇、海面上昇の予測、必要な排出削減量、削

減の期限とタイミング

 

【キーワード】温度２℃上昇リスク、温室効果ガス安定化

濃度、排出削減パス、必要な削減量と

peakingの期限。Carbon cycle、温室効果ガスの大気中

寿命、放射強制力、climate inertia、 重要なthresholds、

4

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況、 【キー

ワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国の温室

効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐる議論の

要点、EUにおける温室効果ガス削減対策、再生可能エ

ネルギー政策、】欧州の削減量の目標、再生可能エネル

ギー政策と再生可能エネルギー目標、ドイツの再生可能

エネルギー法

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況

キーワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国

の温室効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐ

る議論の要点

5

温室効果ガス削減策としての自然エネルギー促進の効

果と費用

 【キーワード】ドイツ、再生可能エネルギー法、Feed-in 

Tariff（買取制）、欧州における再生可能エネルギー産業

の雇用効果

6

EUにおける温室効果ガス削減対策と排出権取引、環境

税、交通部門における対策｡

排出権取引の構造､EUにおける交通部門からの温室効

果ガス削減基準､

7
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『消費経済学体系・３・消費者問題』、 『呉世煌・西村多嘉子編／慶応義塾大学出版会／ ISBN 4-7664-1211-7／ 第９章､竹

濱朝美、「地球温暖化の影響と家庭部門における二酸化炭素削減策

「気候変動をめぐる消費者向け環境情報――温

暖化影響および家庭部門における二酸化炭素

削減策――」　

竹濱朝美／立命館産業社会論集／／第４１巻第２号、2005年12月

IPCC, Climate Change ２００７: The Physical 

Science Basis, Summary for Policy Makers, 

contribution of working Group I to the Forth 

Assessment Report of the Intergovernmental 

panel on Climate Change. 

IPCC／／／インターネットより入手可能

「環境展望」、Vol. ２、３、４、５　　  日本科学者会議､公害問題研究会／実教出版／／

日本の科学者､「温室効果ガス排出削減の道す

じ」

竹濱朝美 ／本の泉社／／２００７年１２月、４２巻､雑誌論文 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「飛躍するドイツの再生可能エネルギー―地球

温暖化防止と持続可能社会構築をめざして」 

和田武 ／世界思想社／／

消費者部門における温室効果ガスの削減方法、省エネ

対策

 【キーワード】住宅における断熱性能の改善。省エネ性

能住宅。

8

消費者向け温室効果ガス削減方法、製品の環境ラベル、

省エネラベル

 【キーワード】家電製品に関する省エネラベルの役割、各

種の環境配慮製品の環境ラベルの制度、ＥＵエコラベ

ル。エコリーフの読み方

9

交通部門における温室効果ガス削減策、

キーワード：　EUにおける乗用車に対する二酸化炭素排

出規制、日本との比較

10

日本の食料自給率、フードマイレージ、食生活における

温室効果ガス排出削減

 【キーワード】気候変動による農産物生産への影響。食

料自給率、フードマイレージ。オーストラリアの穀物生産

と旱魃の影響。

11

日本の食料自給率の問題点、食生活からの温室効果ガ

ス削減

 【キーワード】地産地消費、食料自給率、水資源消費、日

本の農業

12

エネルギー自給率と温室効果ガス削減

　【キーワード】エネルギー自給率の国際比較、再生可能

エネルギーによるエネルギー自給率引き上げの意義､原

油高騰による資金流出､原油輸入先とOPEC比率､再生可

能エネルギー導入目標､エネルギー長期需給見通し

13

レポートの課題､レポートの書き方についての注意､統計

資料の参照について：

14

講義のまとめ、重要事項の復習、質疑応答。15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

環境省：　環境白書（環境・循環型社会・生物多様性白書），各年版,　 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/pdf.html

環境省：　地球温暖化の科学的知見,　http://www.env.go.jp/earth/ondanka/knowledge.html

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)：Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change,　http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html

農林水産省：食料・農業・農村白書、各年版、http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

食卓にあがった放射能、新版 高木仁三郎、渡辺美紀子／七つ森書館／／

原子力と共存できるか 小出裕章、足立明／かもがわ出版／／

完全シミュレーション、原発事故の恐怖 瀬尾健／風媒社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 マルサスが「人口の原理」で提起した「食糧と人口の関係に関する命題・仮説」の再考をこの講義の「縦糸」とし、人口再生産と生活構造の関係

に関する知識・理論を「横糸」とします。

 そして日本の過去３００年の人口規模と人口行動（経験）を、歴史人口学と生活構造論の視点からデータに基づいて概説していく。そうして、現

代の先進諸国と開発途上国の人口問題・生活問題の本質を理解する一助とします。

 トピックは、人口維持と生活水準、人口の少子・高齢化、飢饉疾病と危機的死亡増、中絶と生活水準など。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

授業進行その他の理由で、授業スケジュール・ＶＴＲ・ＤＶＤ視聴日などに変更が生じる場合があります。その時は、事前に教室でアナウン

ス。必要に応じて出席をとり、受講実数を把握していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

人口論 (S)  §  生活構造論 (S)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

13318

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 人口を長期的に観察するどういうメリットがあるか。日本の歴史人口学と生活学の成果、オリジナル資・史料、省庁公開データなど具体的デー

タ・事例の検討を通じて、日本人の将来生活を理解・予測する。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

序論（講義解題、基礎概念、人口の現在） マルサスの命題、人口の定義、世界の人口問題、現代

日本の人口問題、world population clock 

１

ＶＴＲ－１「寿命」（アフリカ・シエラレオネ）＋（小ペイパー）

 

シエラレオネの概要、乳児死亡、平均余命、GIS data 

map 

２

人口再生産と生活構造－Ⅰ 生活構造概念の生成史、サラリーマンの誕生、家族論 ３

人口再生産と生活構造－Ⅱ 家族論、家計論、支出曲線と家族周期４

ＶＴＲ－２「サラリーマンの誕生」（日本）＋（小ペイパー） 東京市、産業化・都市化、明治大・正期、腰弁、学歴と

賃金（帝大卒と私大卒）　

５

人口再生産と生活構造－Ⅲ 労働力の保全、生活時間・空間論６

人口再生産と生活構造－Ⅳ world population clock 階級・階層論、現代日本の人口規模・構造（populaion 

bonus, population onus）・2050年予測 

７

ＶＴＲ－３「医療革命・集団検診」+（小ペイパー） 昭和農村の戦前・戦後（人口増加への助走）、佐久病

院、病気と呪術、栄養水準、女性 

８

近世人口論－Ⅰ（人口データの取得） 江戸システム、幕府・諸藩の文書体系、細川氏の人口

調査 

９

近世人口論－Ⅱ（人口データの取得） 村方・町方の文書体系、村絵図の世界、　幕府・諸藩の

人口調査、　人口史料の取得法

１０

近世人口論－Ⅲ（東北・太平洋諸藩の人口） なぜ東北地方か？　仙台藩のアウトライン、推計結果の

検証 

１１

ＶＴＲ－４「２０世紀の食糧生産」（インド、アメリカ、カザフ

スタン）＋（小ペイパー）

マルサスの命題、緑の革命、略奪農法/有機農法、遺伝

子操作 

１２

近世人口論－Ⅳ（凶作・飢饉と栄養供給） 過去帳、天保飢饉、栄養（カロリー）供給－異常年と平

常年〖GISデジタルマップ〗　庶民の暮らし、出産/出生

比、人口調節（sex selective）

１３

近世人口論Ⅴ（東北諸藩の人口対策）　　world 

population clock 

近世末期の人口減少対策：社会調査、移民・植民、育

児支援

１４

近代日本人口論Ⅰ（東北の藩・県） 東北日本の凶作経験と食糧生産・人口移動〖GISデジ

タルマップ〗結論（マルサス命題再考）－講義まとめ 

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記による回答を以下の３点で評価。1）設問に対する回答の妥当性＝講義の理解度、2）「自

分のことば」で論理的に記述、3）丁寧な文字で記述。

70 ％

平常点評価 「小ペイパー」の水準を評価。30 ％
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人口学の基本用語は「人口学大事典」（日本人口学会,2002）を、社会学は「新社会学辞典」（有斐閣,1993）を参照するとよい。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

www.mhlw.go.jp/ （厚生労働省ＨＰの統計を参照）、www.cao.go.jp/（内閣府ＨＰ）

www.stat.go.jp/（総務省統計局ＨＰ）、www.ipss.go.jp/（国立社会保障・人口問題研究所ＨＰ）

google, yahooなどで省庁・機関名、key wordを入力してアクセス。 

 その他 /  Others

◎VTR・DVDは、上記より適切なものがあれば、可能なかぎり予告の上で、変更することがあります。

◎配布レジュメは、①当日分は教室で配布。②残りは、次週まで（１週間）以学館レジュメboxにおかれる。

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

18・19世紀の人口変動と地域・村・家族─歴史

人口学の課題と方法─

高木正朗／古今書院／978-4-7722-4114-4／後半の授業に直接関連した参考書

人口で見る日本史 鬼頭　宏／PHP研究所／978-4-569-69204-3 ／日本人口の規模を通史的に概観した

入門書

人口学への招待－少子・高齢化はどこまで解明

されたか─

河野稠果 ／中公新書／978-4-12-101910-3 ／現代日本の人口問題の入門書

我が国の人口動態 厚生労働省大臣官房統計情報部（編）／厚生統計協会／ 新版 ／日本の人口動態

指標をコンパクトにグラフ化（安価に入手可能）

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

新たな社会モデルとして、「多文化共生社会」が模索されている。本講義では、異なる文化の間に生じる激しい軋轢や摩擦の現状を見極めなが

ら、いかにして、そうした困難を乗り越え、ひとびとが、文化の違いを、むしろ、「生き方の多様性＝豊かさ」として捉え返していけるのか、参加者と

ともに考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目は、現代社会専攻社会文化領域の入門専門科目として位置づけられている。そうした位置づけを意識しながら授業展開をこころがけるの

で、社会文化領域の関連科目を継続的に履修することが望ましい。

教科書は使用しない。

授業中に適時紹介していく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

期中に４回ほどレポートを課す。

単位数 /  Credit 2

多文化共生論 (S)  §  多文化共生論 (I)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

15857

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）文化の多様性について理解する。

２）自分とはいったい何者かという問いを出発点として、異なる文化に接近する

　　方法を理解する。

３）多文化共生問題の本質を理解する。

４）問題を乗り越えていく視点を獲得する。

５）具体的に提案し活動していく発想力・構想力を身に付ける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

初に、『１２人の怒れる男』を視聴する。単調な映画で、しんどいと思いの方は、この授業の受講自体を再検討されたい。なぜなら、こうした映

画を 後まで見ることができるか、いなか、それが、「多文化共生」という困難なテーマに立ち向かう皆さんの潜在能力を計る試金石となるからで

ある。分析レポートを課す予定。履修を希望する者は、初日から必ず参加すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入：映画『12人の怒れる男』鑑賞　 映画分析　レポート提出（以下、レポートスケジュールに

ついては、初回に説明する）

第１回

多文化共生問題へのアプローチ 「共生」という概念　エスニシティとは何か？第２回

ネイションとは何か？ TST分析について　「想像の共同体」　「民族という名の

宗教」

第３回

文化摩擦の事例研究 「イスラムのヴェール事件」第４回

国民国家とは何か？Ⅰ リヴァイアサンの登場　　フランス共和制の構造第５回

国民国家とは何か？Ⅱ 普遍主義のジレンマ　　　「相互性」の変質第６回

新たな国民国家像への挑戦 多文化主義のジレンマ　文化的ネットワーカーの必要性第７回

差別問題へのアプローチ ビデオ『青い目、茶色い目』　差別の普遍性第８回

文化的再生産の理論 文化にもとづく差別の構造化第９回

日本におけるエスニシティ問題Ⅰ 在日問題、新屋英子『身世打鈴』、中国帰国者問題第１０回

日本におけるエスニシティ問題Ⅱ 東九条マダン　多文化共生に向けた文化装置　第１１回

外国籍住民の政治参加 外国人市民会議の可能性　外国人選挙権付与問題第１２回

多文化共生に向けた社会形成 多文化社会とＮＰＯの役割第１３回

日本において多文化共生社会は可能か？ レポートフィードバック　ディスカッション第１４回

検証テスト 振り返りまとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験期間あるいは 終講義日に検証試験を実施する。60 ％

平常点評価 授業理解および授業参加度を評価する。

期中に、４回ほどレポートを課す。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適時紹介していく。

 その他 /  Others

期中に４回ほどレポートを課す。授業への参加姿勢をできるだけ評価したい。問題領域は、社会学・福祉問題・文化に関する学・NPO論など広範

囲にわたる。紹介する図書を、少なくとも２，３冊は授業を受講しながら読んでいって欲しい。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

その他 / Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　都市政策とは、われわれが日常生活の場で直面する種々の都市問題を解決するための社会工学的取り組みに他ならない。本講義では、主と

して京都市を事例としつつ、都市のグランドデザインと局所的な地域デザインとの相互関係を分析する。このような作業を通じて、都市政策にお

ける基本コンセプトの構築方法とそれを具現化するための技術的アプローチの体系のあり方を考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「都市論」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

　学生諸君に可能な限り 新の情報を提供したいので、授業の内容が変更されることがあります。

単位数 /  Credit 2

都市政策論 (G)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

15828

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　都市の地域特性の把握方法、地域特性に対応した政策立案の実例についての知識、政策技法のトレーニング。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　教室で意見交換の場を設ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

まちづくりコーディネーター リムボン他編著／学芸出版社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　教養としての「まちづくり」　－都市政策を学ぶ意義を考

える－

　まちづくりコーディネーターの職能第１回

　まちづくりの達人 　あるスーパー公務員の実践例第２回

　景観の扉を開けると、「まちづくり」が見えてくる 　景観、景観保全地区、景観機構、ランドマーク、京町

家、国家戦略

第３回

　壊れゆく歴史街 　京都の都心部における景観破壊と住民運動第４回

　京町家の再生　－市民社会と地域社会－ 　パリ、パッサージュ、京都の袋路、細街路、密集市街

地、建築基準法

第５回

　京町家の再生② 　国際戦略とファンドレイジング 第６回

　住民自治組織の持続性と多様化 　京都の都心部のまちづくり活動と住民組織第７回

　コミュニティのパワーが地域を再生する 　学区のまちづくり活動第８回

　企業とのパートナーシップで拓く「まちづくり」 　住宅開発の新しいシステムの紹介第９回

　地域まちづくりに行政はどう関わるか 　行政マンの苦悩を考える 第10回

　公共事業の検証 　平安京、琵琶湖疏水、戦後ダム建設、談合問題。第11回

　都市の危機管理　⇒　犯罪都市の増加と対策 　ロンドン、犯罪、監視カメラ、移民排斥運動、コミュニ

ティ、ネットワーク 

第12回

　排斥の町 　米国におけるゲーディッド・コミュニティの実態第13回

　人権コミュニティの創造 　京都、被差別部落、人権、文化、近代化遺産、保存運

動、まちづくり、京都再生

第14回

　総括 　まとめの講義と質疑応答第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　マークシート方式で、50問出題する。 100 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

 古代から未来までの時間軸で都市の歴史的変遷過程を通時的に捉え、同時に、各時代断面ごとにみられる都市の地域間特性を共時的に概観

する。誰もが同意できるような「都市の定義」というものは今もって確立してはいないが、本講義では、これまでの都市づくりの実践例とその背景

にある諸学説とを学ぶ作業を通じて、われわれの身近にある都市の風俗や空間のコンテクストを解読する能力を養うことを目的としている。

　都市工学的、社会学的、文化人類学的方法を用いた都市解析の方法も紹介する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　特になし。

教科書は指定しない。参考書は授業中に適宜紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

都市論 (S)

担当者名 /  Instructor リム・ボン

13333

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　歴史都市の概念の把握、都市の基本構造の理解、京都を舞台としたフィールドワークの実践力の獲得

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　教室で意見交換の場を設ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　歴史都市の超再生：歴史都市の光と影の分析 　歴史都市とは何か、京都、ニューヨーク、プラハ、フィレ

ンツェ、北京、空間、建築  

第１回

　平安京の都市設計思想 　風水思想、四神相応、右京と左京、権力と都市計画第2回

　京都の町衆と都市構造 　応仁の乱、信長と秀吉、都市改造第3回

　京都の近代化と都市政策 　明治維新、遷都、都市再生、町衆、番組小学校、先端

技術、伝統と革新の融合

第4回

　ニューヨーク①・マンハッタンの誕生から現在まで 　氷河、先住民、移民、貿易港、都市計画、摩天楼第5回

　ニューヨーク②・マンハッタンの20世紀 　ボヘミアン、経済の隆盛、都市文化の開花、ハーレム・

ルネッサンス

第6回

　ニューヨーク③・第二次ハーレムルネサンス 　アフリカン・アメリカン、ハーレム、スラム、都市再生、

NPO  

第7回

　ニューヨーク④・国連ビルの建築をめぐる建築家たちの

攻防

　ル・コルビュジエ、建築家、デザイン、権力闘争第8回

　ニューヨーク⑤・グラウンドゼロの復興計画 　9・11同時多発テロ、国際コンペ、ダニエル・リベスキン

ド

第9回

　リサーチデイ 　平安京の都市構造を体感するためのフィールドワーク

を実施する。

第10回

　建築家と都市計画 　ル・コルビュジエの作品群第11回

　都市の地域性と建築文化 　アントニオ・ガウディの建築と生涯第12回

　上海の都市と建築 　外国人租界、経済成長、未来都市、再開発、住民の

立ち退き

第13回

　ヨーロッパの歴史都市 　戦争と都市破壊、そして再生へ　⇒　ワルシャワ、ドレ

スデンなど

第14回

　総括 　総論としてのまとめ、質疑応答第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　マークシート方式で、50問主題する。100 ％

その他 ／ Other
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 その他 /  Others

　可能な限り 新の情報を提供したいので、授業内容が変更されることがあります。
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授業 の概要 /  Course Outline

現代日本経済分析をテーマとし、1990年以降のバブル崩壊不況と近年における若干の景気回復状況および国民生活の諸相について、文字通

りの「現局面」分析を行なう。

本科目は、もちろん独立した科目であるが、私のもう１つの担当科目「現代経済論」と連結しておりその後半部分にあたる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

松葉正文『現代日本経済論：市民社会と企業社会の間』晃洋書房。

授業中に適時紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

日本経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 松葉 正文

13207

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに－日本経済の概況1

市民社会と企業社会2

大企業体制の２類型3

国家財政の動向4

勤労者層の賃金構造5

同上．労働諸条件6

外国人労働者問題の現状7

農民層の経済生活条件8

中小企業経営の現状9

国民の所得構成10

同上．資産構成11

社会保障の現状と問題点12

住宅・土地問題13

まとめ14

定期試験15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

ジェンダーは一般に「社会的・文化的性別」と呼ばれる。性別は自然で普遍的な現象として捉えられがちだが、そのありようは、文化／社会によっ

て大きく異なる。この授業では、ジェンダーとはそもそも何か、という問いから始め、ジェンダーがどのように社会の中で生み出され、機能するか

を、比較社会学的観点から考える。具体的には、①ジェンダーという概念が生み出されてきた経緯を考察する。②セクシュアリティや生殖、恋愛

など、親密な関係性にまつわるテーマに焦点を当てながら、近現代のジェンダーをめぐる社会的変化を考察する。③映像資料などを用いなが

ら、ジェンダーがイメージとしてどのように作られていくかを考察する。④ジェンダーの越境可能性やその実践について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介した文献や映像作品などには、できるだけ多く目を通すこと。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

比較ジェンダー論 (S)

担当者名 /  Instructor 赤枝 香奈子

13314

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

性別を自然な現象としてではなく、社会的に構築されたものとして見る視点を獲得する。また、性や親密な関係など、従来、「私的な問題」として

認識されてきた事柄の、社会性や歴史的背景について理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は半期の授業中、かなりの分量の文章を書くこと、そのために授業テーマについて深く掘り下げて考えることを要求されるので、その覚悟

を持って臨むこと。

私語は厳禁。見つかった場合は退出を求める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：ジェンダーとは何か セックス／ジェンダー／セクシュアリティ1

ジェンダー研究の歴史（１） 第一波フェミニズム、新しい女、モダンガール2

ジェンダー研究の歴史（２） 第二波フェミニズム、ウーマン・リブ3

ジェンダー研究の歴史（３） 第三波フェミニズム、ジュディス・バトラー4

ジェンダーと親密性（１） 家族、性別役割分業5

ジェンダーと親密性（２） 友情、恋愛6

ジェンダーと親密性（３） ロマンティック・ラブ、ロマンティック・フレンドシップ7

ジェンダーと親密性（４） 同性婚、パートナーシップ制度8

ジェンダー・イメージ（１） 母／妻／娘／娼婦9

ジェンダー・イメージ（２） 少女／少年10

ジェンダー・イメージ（３） ホモソーシャリティ／ホモセクシュアリティ11

性別を超える（１） トランスジェンダー、トランスセックス、第三の性12

性別を超える（２） 性同一性障害13

性別を超える（３） 異性装、トム／ディー、ブッチ／フェム14

まとめ クィア15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったテーマや作品の中から、受講者の関心に基づいて一つを選び、それについて考

えを問うもの。論理的思考や批評的態度をもって検討、記述しているかどうかを見る。

50 ％

平常点評価 授業時間の 後に10～15分ほど時間をとって、リアクション・ペーパー（小レポート/感想文）を

課す。授業中に関心をもったことや、授業の内容に関連する身のまわりの事例、批判的意見な

どを書いてもらう。リアクション・ペーパーの内容と提出状況は成績評価に含まれる。リアクショ

ン・ペーパーは7回以上提出すること。

50 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、比較政治学の諸理論を学び、それらの観点から日本政治を検討することによって、①日本政治の諸特徴をよりよく理解し、②そして

（比較）政治学の基本的な発想法を学ぶことを目的としている。具体的には、①政治体制の多様性、②民主主義体制内における多様性、③先進

諸国内の多様性という三つの観点から、現代日本政治の諸特徴を検討していく。また、映像資料や新聞・雑誌などを利用して、できるかぎり現実

政治に引きつけていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・現代政治論などの政治（学）系の科目

本講義では、特定のテキストを採用せず、各回ごとにレジメを配布し、それに基づき授業を進めていく。講義内容を理解し、各自で学習を進め

ていくために、比較政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する。各パートごとの代表的な教科書は以下の通りである。

第一部：Ｊ．リンス＆Ａ．ステパン『民主化の理論』一藝社、2005年。

第二部：建林政彦・曽我謙悟・待鳥聡史『比較政治制度論』有斐閣、2008年。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較政治論 (S)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

15887

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・比較政治学のさまざまな理論を身に付ける

・比較政治学の理論に位置づけることで、日本政治の特徴を把握する

・現代（日本）政治に対して、自分自身の意見を持てるようにする

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：比較することの意義、比較政治（学）と

は何か？

比較の二つの意義、比較分析の代表的な方法第1回

１：世界の中の日本①－政治体制の多様性－ 全体主義体制、権威主義体制、民主主義体制第2回

２：世界の中の日本②－政治体制の歴史的変遷－ 民主化の波、民主化の二つの局面（移行と定着）第3回

３：世界の中の日本③－民主化のゆくえ－ 民主化の諸理論、移行の条件、定着の条件第4回

４：民主主義体制としての日本①－選挙制度－ 小選挙区制、中選挙区制、比例代表制、選挙制度のイ

ンパクト

第5回

５：民主主義体制としての日本②－執政制度－ 議院内閣制、大統領制、半大統領制、執政制度のイン

パクト

第6回

６：民主主義体制としての日本③－政党システム－ 二大政党制、多党制、一党優位制、政党システムのイ

ンパクト

第7回

小テストとこれまでの復習第8回

７：民主主義体制としての日本④－議会制度－ 一院制、二院制、議会制度のインパクト第9回

８：民主主義体制としての日本⑤－政官関係－ 中央集権、地方分権、行政改革、ガバナンス第10回

９：民主主義体制としての日本（まとめ）－民主主義体制

の二つのモデル－

多数決主義型民主主義、コンセンサス型民主主義第11回

１０：先進諸国としての日本①－資本主義の多様性－ 自由市場経済（LME）、調整市場経済（CME）、国家主導第12回

１１：先進諸国としての日本②－福祉国家の多様性－ 社会民主主義レジーム、自由主義レジーム、保守主義

レジーム、日本型福祉国家

第13回

１２：先進諸国としての日本③－福祉国家の多様性の背

景とこれから－

福祉国家分析の諸理論、ネオリベラリズム、新しい社会

民主主義

第14回

まとめ：さまざまな視角からみる現代日本政治の諸特徴第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・講義内容の理解度および学習の到達度を確認する

・試験問題は、講義で説明した用語や概念を数行で説明する短答式および論述形式とする

70 ％

レポート試験 ・講義で学習した内容をふまえた、現代政治に関するもの20 ％

平常点評価 ・前半を終えた段階に行い、講義の理解度を確認する

・形式は、講義で説明した用語や概念を簡単に説明する短答式とする

10 ％
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第三部：新川敏光・井戸正伸・宮本太郎・眞柄秀子『比較政治経済学』有斐閣、2004年。

個別のテーマに関する参考文献については、授業で適宜紹介していく。上述の各パートごとの代表的な教科書以外にも、自分にあった（比

較）政治学の教科書を手元に置いておくことを推奨する（以下の文献なども参照のこと）。

加茂利男・大西仁・石田徹・伊藤恭彦『現代政治学（第三版）』有斐閣、2008年。

久米郁夫・川出良枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝『政治学』有斐閣、2003年。

河野勝・岩崎正洋（編）『アクセス比較政治学』日本経済評論社、2002年。

岩崎美紀子『比較政治学』岩波書店、2005年。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義で適宜紹介していくが、政府機関や各新聞社などのホームページなどが有益である。

 その他 /  Others

講義中の私語は、他の受講生の迷惑になるため、厳禁とします。また、その他の注意点については、イントロダクションの際に説明します。講義

内容や学習方法など分からないことがあったら、講義の前後の時間や質問用紙を用いて、積極的に質問してください。

参考書 /  Reference Books

オフィスアワー以外の時間については、メールなどで事前に連絡してください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　「情報化」とはそもそも何なのでしょうか？　この言葉が盛んに使われるようになったのは、電子ネットワークが登場する時期になってからです。

しかし、インターネットが登場するはるか以前から、情報化は徐々に進展し、人々の生活と社会の全体的な構造を大きく変えてきたのです。印刷

技術、マスメディア、インターネットは、それぞれ根底的に社会の構造を変える働きを持ってきました。

　このような時代時代のメディアのかたちを、一貫した視点からしっかりとみつめるために、まずはメディアの社会理論を学びます。社会学と社会

心理学、そして経済学は、メディアについての洞察力を身につけるための様々な道具を用意してくれています。その枠組みを利用して、様々なメ

ディアと社会との関係を「読み解いて」いくのが授業の目標です。

　また、授業は、毎回一つの「疑問」を 初にテーマとして提示し、それに答えるかたちで進めていきます。こうすることで、みなさんがどこに問題

意識を持ってほしいのかをはっきりさせることができると考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業外での補足学習（追加参照文献の紹介）、フィードバック、質問、連絡などを、ブログを利用して行います。受講生は定期的にブログにアクセ

スすることを勧めます。

単位数 /  Credit 2

メディア社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

15853

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアと情報化に関する様々な現象を考える際に使える、一貫した視点を身につけることができます。

・マス・メディア（新聞や放送）について考える際の基本的な思考枠組みを身につけることができます。

・インターネットの特性についての基本的な知識を身につけることができます。

・インターネットが社会をどのように変えていくのか、についての見方を学ぶことができます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ふだんから社会問題、経済問題に関心を持つようにしましょう。新聞でもよいし、Wikipediaでもよいし、時事問題を解説したブログでもいいです。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアの社会理論：「コミュニケーションが成立する」た

めに何が必要か？

社会理論、相互行為1

メディアと社会理論(1)：メディアについて学ぶ前に、「社会

の仕組み」について短く学ぶ

社会理論、経済理論2

メディアと社会理論(2)：産業化にはメディアが必要だった

---社会の中のメディアの働き

取引コスト、情報管理3

メディアと経済(1)：通信メディアが私たちを豊かにする 株式市場、システム構築4

メディアと経済(2)：通信メディアが私たちの仕事を変える システム構築、インターネット5

メディアと政治(1)：そもそも政治の働きって？ 意思決定、民主制6

メディアと政治(2)：マスメディアの功罪 マスメディアの失敗、親密性の専制7

メディアと政治(3)：インターネットは政治をどう変えるか？ 報道メディアと論評メディア8

メディアと政治経済：中間総括および質疑応答 社会学、経済学9

メディアと人間関係(1) CMC、SNS(Mixi,Facebook)10

メディアと人間関係(2) 社会的ネットワーク、信頼11

インターネット再入門 WWW、ハッカー倫理12

旧メディアと新メディア(1)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

マスメディア、インターネット13

旧メディアと新メディア(2)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

報道、一次ソース、専門性14

メディアについて学ぶために何が必要か、および質疑応

答

メディアの社会理論、メディアの経済理論15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 主に論述に明確に答えているかどうか（授業内容の理解度）を評価します。80 ％

平常点評価 日常点評価は基本的に行いませんが、全体の授業運営の妨害になるような行動、私語等は、

他の学生の学習を妨げますから、減点の対象とします。

一度だけレポートを課します。テーマは講義中に指示します。（２０％）

20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業用のブログを開設する。URLは授業で知らせる。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

電子メールで行う。

    mail: tsutsui@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　バブルが崩壊してからおよそ15年の間に、日本の雇用（仕事を得ること）や労働のあり方（働き方）は急激に変化し、それが私達の生活や意識

にも大きな影響を与えている。授業では、他の国の状況と比較しながら、雇用や労働のあり方がどのように変化し、それが私達の生活にどのよう

な影響を与えているか考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　授業への出席が少ない場合、試験で合格点を取れないことがある。

必要な資料は、授業中に適宜配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　労働政策研究・研修機構　http://www.jil.go.jp/

　厚生労働省　http://www.mhlw.go.jp/

単位数 /  Credit 2

労働社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 大野 威

13171

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　雇用や賃金に関わる新聞記事やニュースを、その背景まで含めて十分に理解できるようになる。

　また授業をきっかけにして、自分はどのような仕事をしたいのか、あるいはどのような働き方をしていきたいのか自分なりのイメージを持てるよ

うになる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　新聞やテレビ等で、雇用、働き方、賃金にかかわる記事や番組があったら、興味を持って見て欲しい。また、身近に働いている人がいたら、授

業で興味を持ったことをいろいろ質問（インタビュー）してみることも有益である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代の労働問題(第3版) 笹島芳雄／中央経済社／450236150X ／

雇用不安 野村正実／岩波書店／4004305675／

日本的雇用慣行 野村正實／ミネルヴァ書房／4623049248 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

労働社会学で何を学ぶか1

労働力の需要構造2

多様化する雇用：パート、派遣、請負という働き方3

非正規雇用の増大と格差問題4

女性雇用の現状：M字型雇用と少子化5

女性雇用政策の国際比較１：育児と仕事の両立6

女性雇用政策の国際比較２：男女雇用機会均等法7

働きすぎと過労死１：労働時間の国際比較8

働きすぎと過労死２：長時間労働の背景にあるもの１9

「新しい」働き方：変形労働時間制、裁量労働制10

失業率とは何か？11

各国の失業の状況112

各国の失業の状況213

若年と高齢者の雇用：フリーターは日本だけの問題か？14

フリーターについて考える15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容の理解度。100 ％

平常点評価 場合によっては出席を加点することがある。0 ％
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 その他 /  Others

講義後に直接か、電子メールで行う。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、映像メディアと時代とのかかわりを考えつつ、その一つである映画をとりあげる。

映画については、第七芸術と呼ばれた時代の芸術的な側面、そして商業的価値で語られるエンターテイメント性ばかりが重視されてきた。本講

義では映画の110年に及ぶ歴史をさぐりながら、第二次世界大戦までの時代を中心に、そのなかで映像の表現の変化がどのように行なわれてき

たのかを考えつつ、映像の社会的意味について考えるきっかけとしてもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・映像をはじめとしたメディア分析に関わる科目を受講していることが望ましい。

教科書は、特に指定しない。授業中にレジュメや資料を配付する。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・時間の関係上、講義に関連した作品をすべて見ることは難しいので、できる限り講義で取り上げた作品を各自で見ておくこと。 

単位数 /  Credit 2

映像表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

13188

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・115年に及ぶ世界の映画の発展の歴史の外観が把握できる。

・映画を中心とする映像表現の基礎が理解できる。

・プロパガンダと映画の関係を中心に学ぶことによって、映画を時代や社会との関係から考察することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・随時具体的な作品を示しつつ授業を進めるが、映画が見られるという安易な考えで受講しても楽しいばかりの作品ではないので、十分に検討

した後で登録することを勧める。

・遅刻には厳しく対処する。特に、他の受講生への迷惑もあり、30分を超えた遅刻の場合、入室は遠慮してほしい。

・授業開始から30分後、レジュメ等の配布を一切しないので注意すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：映画の歴史とは？　動く映像のはじま

りから映画の誕生までの経緯と時代

リュミエール兄弟、シネマトグラフ、サイレント映画第１回目

映像の文法１：記号としての映像 シニフィアンとシニフィエ、デノテーションとコノテーション第２回目

映像の文法２：映画の空間と時間の統辞法 演出（ミザンセヌ）、モンタージュ第３回目

1920年代のフランス映画：実験映画を中心とした総合芸

術としての映画製作

シュルレアリスム、アバンギャルド、第七芸術論第4回目

ドイツ表現主義と映画 ウーファ、第一次世界大戦、「カリガリからヒトラーへ」第5回目

プロパガンダと映画１：ドイツの映画利用 第3帝国、映画法、レニ・リーフェンシュタール第6回目

プロパガンダと映画２：第二次世界大戦とハリウッド① スタジオシステム、プロダクション・コード第7回目

プロパガンダと映画３：第二次世界大戦とハリウッド② combat film、教育映画第8回目

プロパガンダと映画４：日本における戦時下の映画利用

①

映画法、合作映画第9回目

プロパガンダと映画５：日本における戦時下の映画利用

②

ニュース映画、文化映画第10回目

プロパガンダと映画６：アニメーションとアニメキャラクター ドナルドダック、桃太郎第11回目

プロパガンダと映画７：「満州」と映画 満州映画協会、大陸映画、李香蘭第12回目

植民地支配と映画１：台湾と日本 植民地主義、映画政策、現地製作映画第13回目

植民地支配と映画２：朝鮮と日本 植民地主義、映画政策、国民映画第14回目

まとめ：映像表現とは何か 映像表現、フィクションとノンフィクション第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業で扱ったテーマの中から出題し、それについての知識と考えを問う。60 ％

平常点評価 授業中に受講エッセイを数回課す。

課題の回数によっては、40％以上になることもありえるが、その時はボーナス点として扱う。

40 ％
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その他のものについては、随時授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Internet Movie Database(IMDb)　 http://www.imdb.com/

(社)日本映画製作者連盟　http://www.eiren.org/ 

 その他 /  Others

大学のメールによる連絡を受け付ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

映画の教科書 ジェイムズ・モナコ／フィルムアート社／4845983486／映像の文法や映画の記号的性

質について、参考になる。

映画映像史 出口丈人／小学館／4093874859／映像映画の歴史を概観するのに役立つ。

ワールド・シネマ・ヒストリー アンドレア・グローネマイヤー／昇洋書房／4771015244／『映画映像史』とともに参考

にすることを推奨する。

映画技法のリテラシー〈１〉〈２〉 ルイス・ジアネッティ／フィルムアート社／4845903547,4845903547／〈１〉と〈２〉合わせ

て読むと、より参考になる。

アメリカ映画に現れた「日本」イメージの変遷 増田幸子／大阪大学出版会／4872591771／第２次大戦とハリウッドについての部分

を参考にしてほしい。

映画と「大東亜共栄圏」 岩本憲児編／森話社／4916087453／アジア諸国における植民地主義と映画の状況

糊化に役立つ。

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義は映画鑑賞のためのものではありません。理論的講義です。どんなことを勉強するかと言うと、次のようにまとめることができます。キー

ワードは人間・虚構化・文化です。私たちが問題にするのは、私たちの外部に客観的に存在する現象としてのフィルムではなく、私たちの内部に

立ち現れてくる虚構化された内的空間です。つまり、現代科学で「環境世界」とか「生活世界」とか言われているこうした世界は、観客の外部に客

観的に存在するものではなく、観客が存在して初めて姿を見せる後験的な世界なのです。言い換えると、観客の内部に絶え間なしに立ち現れて

くる映像とは、観客によって分節化される時間の密度、すなわちその時間性が観客の内部に絶え間なしに作り上げる、構造化され、時間化され

ていく生成の世界なのです。つまり重要なこととは、映画作家がフィルムに刻印した時間を、観客がそのフィルムを観ながら分節化する時間のあ

り方、すなわちその時間性こそが観客の内部に、シネマという内的虚構化空間を現前化させ、現在化させる原動力だ、という点です。一言で言え

ば、観客によって絶え間なく分節化され、構造化され、時間化されていく、いわゆる生成の世界としてのシネマというものを考えていきたいので

す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別にありません。

久津内一雄『映画と現代思想』を配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

映画芸術論 (S)  §  映像文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

13219

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標を一言で言えば、人間と虚構化と文化の相関性の仮説にたつ現代思想の神髄に迫ることです。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

映画作品に具体的に接してみたい場合には、前期・後期木曜４限「異文化研究Ⅰ・Ⅱ」がお勧めです。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書 2002年／／

日常が底光りする理由 茂木健一郎／文學界 2004年１月号／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

映画芸術論への導入１～３

モンタージュ論４

作家主義論５

タルコフスキーのショット論６～７

映画と言語論８

映画と構造論９～１０

映画と時間論１１～１２

映画と解釈学１３

映画と言語ゲーム論１４～１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、戦後の世界の映画史に足跡を残してきた各国の映画について学ぶ。主に、日本を含むアジア各国の近代史と映画とのかかわりを

踏まえながら、アジア映画の現状と課題を整理していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

映像や映画、そして、アジアの歴史や社会に関わる他の科目を受講していることが望ましい。

教科書は、特に指定しない。授業中にレジュメや資料を配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・講義で触れた映画作品などは可能な限り、各自が見ておいてほしい。

・映画産業の現状などについては、ニュースでも取り上げられることがあるので、新聞など日々意識して目を通しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

映画と社会 (S)  §  エンタテインメント論 (S)

担当者名 /  Instructor 増田 幸子

15926

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・映画と社会や時代との関係について学ぶ。

・アジア各国の映画について学ぶ。

・国境を越える映画について考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・映画を見るだけの講義ではないので、登録の際、よく検討してほしい。

・遅刻には厳しく対処する。特に、他の受講生への迷惑もあり、30分を超えた遅刻の場合、入室を考慮してほしい。

・授業開始から30分後、レジュメ等の配布を一切しないので注意すること。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

天皇と接吻  ～アメリカ占領下の日本映画検閲 平野共余子／草思社／／

偽りの民主主義　～GHQ・映画・歌舞伎の戦後

秘史

浜野保樹／角川書店／／

男たちの絆、アジア映画 斉藤綾子編  ／平凡社 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス、イントロダクション：戦後の世界と映画の状況 第二次世界大戦 ネオリアリスモ第1回

大戦後のイタリア映画と1950年代の日本映画 第二次黄金期、五社協定、小津・黒沢・溝口第２回

戦後占領下の日本映画 ＧＨＱ、映画政策、東宝争議第３回

1950年代の日本における外国映画と日本映画 ランナウェイ・プロダクション、蓄積円映画第４回

フランスのヌーヴェルバーグとその周辺 作家主義、シネマ・ベリテ派、カイエ派第5回

1950年代までのアメリカ社会とアメリカ映画 スタジオ・システム、パラマウント判決第6回

アメリカン・ニューシネマからニューハリウッドへ プロダクション・コード、レイティング・システム第7回

1960年代の東アジアを越境する映画 香港映画、韓国映画、インド映画第8回

香港映画のニューウェイヴと中国返還前後 ニューウェイヴ（新浪潮）、香港返還、香港ノワール第9回

1980年代以降の中国映画 文化大革命、第五世代第10回

台湾ニューシネマの誕生とその後 植民地主義、戒厳令解除第11回

1990年代以降の韓国映画 映画振興法、検閲、スクリーンクォーター第12回

ナショナルシネマとしてのイラン映画 イスラム革命、児童映画、宗教と映画第13回

インド映画：日本におけるブームとその現在 ボリウッド、マサラムービー第14回

まとめ：越境する映画 映画の越境性と土着性、社会性第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業で扱ったテーマの中から出題し、それについての知識と考えを問う。80 ％

平常点評価 授業中あるいは授業外に数回のエッセイを課す。

課題の回数によっては、20％以上になることもありえるが、その時はボーナス点として扱う。

20 ％
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他は授業中に随時紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

アメリカ映画協会　http://www.mpaa.org/

(社)日本映画製作者連盟　http://www.eiren.org/

 その他 /  Others

大学のメールによる連絡を受け付ける。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

中国映画　－百年を描く、百年を読む－ 藤井省三／岩波書店／／

台湾映画のすべて 戸張東夫／廖金鳳／陳儒修／丸善／／

インド映画への招待状 杉本良男／青弓社／／

イタリア映画史入門1905-2003 ジャン・ピエロ・ブルネッタ（川本英明訳）／鳥影社／／

アジアのなかの日本映画 四方田犬彦／岩波書店／／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

活字メディア（新聞・出版）の歴史と現在の状況を紹介するとともに、過去・現在の重大ニュースを通じて活字メディアの社会的役割と課題を考え

ていく。講師が新聞記者として主に担当してきた政治・行政・司法分野を中心に体験を交えながら、分かりやすく講義していく。そしてひとりでも多

くの学生がマスコミを希望する気になるようにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

毎回の授業でレジメを配る。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

活字メディア論 (G)

担当者名 /  Instructor 三谷 茂

13277

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

民主主義社会で活字メディアが果たすべき役割をきちんと理解する。その上でニュースの価値や背景を自分なりに読み解く力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

低限、日々のニュース（国際問題、政治の動き、地元京都の話題まで）を新聞で読んで理解しておくこと。社説や解説も読むこと。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア社会の歩き方 伊藤武夫ほか／世界思想社／／

ジャーナリズムの可能性 原寿雄／岩波新書／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

活字メディア（新聞・出版）の現状と他メディア比較 活字離れは本当？　経営危機、出版不況、電子書籍、

速報性、詳報性、連携・融合

１

活字メディアの歴史ー時代を切り開く 活版印刷の発明、表現の自由、言論弾圧、不偏不党、

民主主義

２

ニュースとは、ジャーナリズムとは 価値観、伝えるべきもの、調査報道、権力監視、組織と

個人、パブリック・ジャーナリズム

３

政治報道 番記者、政治記事のつくられ方、政治家・政党の思惑、

政権交代

４

選挙報道 公正・正確、政党のメディア操作、政局より政策、公職

選挙法

５

官僚と政策 政治主導、官僚主導、財務省の力、予算編成、民主党

政権

６

自治と地域主権 地域主権、地域政党、市町村合併、地方議会、住民自

治

７

事件報道 犯罪報道の意義、警察・検察・裁判所、人権尊重、匿名

社会、裁判員制度

８

大事件報道 オウム真理教ほか９

大災害報道 阪神・淡路大震災、報道の視点、減災報道１０

大事故報道 日航ジャンボ墜落、福知山線脱線ほか１１

戦争報道 イラク戦争、ベトナム戦争１２

環境報道 公害から地球環境、温暖化、水問題、生物多様性１３

不作為の報道 ハンセン病、らい予防法、強制隔離、メディアの怠慢１４

メディア規制 メディアスクラム、個人情報保護法、人権擁護法案、自

主努力

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容に関連して提示するテーマについて自身の考えを記述する。その視点が明確に内容

が説得力を持って展開できているかを評価する。

50 ％

平常点評価 ６回目と１１回目前後に、その授業中に提示するテーマで小レポートを書いてもらう。４００字程

度。テーマの理解度と、自身の主張が論旨明快かを評価する。授業中の態度も評価対象。

50 ％
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授業中にも適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

マスコミ界に進みたい人はいろいろ相談に乗ります。メールでも授業後でも声をかけてください。

メール・アドレス　leehoanron3737@gmail.com

携帯電話　０９０－４２９５－７４７１

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

新聞再生 畑仲哲雄／平凡社新書／／

実践ジャーナリスト養成講座 花田達朗ほか／平凡社／／

現代メディア史 佐藤卓己／岩波書店／／

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　現代のメディアをめぐる社会的環境の変化の中で、グローバリゼーションは 重要なものの１つである。しかし、グローバリゼーションは一般に

知られているより遥かに多様な側面を持つと共に、実に複雑な影響をメディアに与え、また逆にメディアそのものがグローバリゼーションに影響を

与えてもいる。

　本講義では、 初にグローバリゼーションの基本的な概念を学び、その上で世界で起きている様々な事例を通して、グローバリゼーションのダ

イナミズムや、メディア・報道とグローバリゼーションの相互影響と、そこから生じる問題を考える。 後にメディア、ジャーナリズムを巡るグローバ

ル化が様々な問題を抱える中で、グローバルな次元での共生、アイデンティティ構築が可能なのか考察する。各回を通して、国際報道、とりわけ

現在起きているニュース報道の実例を重視します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

授業で取り上げるニュースは時事性を重視しますので、授業内容はシラバスで予告したものから変わる可能性があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

グローバルメディア論 (S)  §  グローバルメディア論 (I)

担当者名 /  Instructor 川島 隆

15890

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１・グローバリゼーションを巡る様々な概念的枠組みを、具体的な実例と共に理解し、説明できるようになること。

２・グローバル化時代におけるメディア・ジャーナリズムの構造と様々な問題点の基礎的な理解をし、その上で批判的な視座に立ち、各自の意見

が言えるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

普段から習慣的に新聞を読むこと、そしてテレビのニュースを見ることを通じ、グローバリゼーションの状況やニュース報道一般のあり方につい

て知識と関心を蓄えておくことをお勧めします。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル社会とメディア   武市英雄・原寿雄（責任編集）／ミネルヴァ書房／4623036189／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要の説明、グローバリゼーションをめぐる基本

概念

グローバリゼーションとは何か、資本主義、冷静の終

結、反グローバリゼーション

第１回

マスメディアをめぐる基本概念  マスメディアの分類、マスメディアの歴史、マスメディア

の理論

第２回

マスメディア構造の激変とグローバリゼーション 電子書籍、出版不況、新聞社の倒産、ジャーナリズムの

NPO化

第３回

メディアとナショナリズム① 市民的公共圏、世論、ハーバーマス、ベネディクト・アン

ダーソン

第４回

メディアとナショナリズム② 日中関係、ネット世論、異文化表象、ステレオタイプ第５回

スポーツ・ジャーナリズムの諸問題 スポーツ・体操の歴史、文化ナショナリズム第６回

グローバル時代のテロリズム報道① テロの歴史、イスラム原理主義、報道の客観性第７回

グローバル時代のテロリズム報道② インターネットとテロリズム、WikiLeaks第８回

オンライン・ジャーナリズムの展望 ブログ・ジャーナリズム、SNS、ツイッターの機能、中東

革命

第９回

グローバルなメディアの進展と情報格差 情報寡占、デジタル・デバイド第１０回

文化交流と文化摩擦  多文化主義、移民、マイノリティ第１１回

 国際政治と国際報道 G8、反資本主義、メディアの自由と独立性第１２回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア① 市民メディア、独立系メディア、非営利放送第１３回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア② 新しい社会運動、メディアへのアクセス権第１４回

世界のオルタナティブ／コミュニティメディア③ メディア教育、メディア・リテラシー第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記）  授業で学習した概念を十分に理解し、その上で自分自身の考えを述べられているかを基準に

評価する。

60 ％

平常点評価 出席点は評価の対象としない。授業内にリアクションペーパーを随時配布し、その回答内容か

ら授業への取り組みを評価する。

40 ％
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   受講者は教科書を購入し、毎回持参すること。      

                

参考書の購入は義務ではありません。

     

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル化とは何か デビッド・ヘルド／法律文化社／／

第2版　公共性の構造転換 ユルゲン・ハーバーマス／未來社／／

定本　想像の共同体 ベネディクト・アンダーソン／書籍工房早山／／

コミュニティメディアの未来 松浦さと子・川島隆（編）／晃洋書房／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

美術作品にどのように時代の観察の眼が反映しているのか。本講義は観察者の存在を重視した17世紀オランダ絵画を出発点として、近代の自

然描写、断片的世界観を中心に社会史・思想史のコンテクストにおいて考察する。フリードリヒ、マネ、モネ、セザンヌ、ゴーギャン、ピカソ、カン

ディンスキー、モンドリアン、ポロック、ボイス、リヒター、キーファー、杉本博司など17世紀から現在までの絵画、写真作品、および広告、建築を対

象として、近代以降の観察者の立場の変容を考察し、今日の表象文化の諸前提を問う。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

表象文化論 (S)  §  芸術表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

15929

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

美術、芸術作品の主題を読み取り、時代の思想・世界観を知る。

主観的な感情移入や解釈を排し、客観的に作品を観察する力、ひいてはイメージに対する批判的思考力を養う。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

C.D.フリードリヒ : 「画家のアトリエからの眺め」 -

- 視覚と思考の近代 

仲間裕子 ／三元社／／

美術史をつくった女性たち─モダニズムのあゆ

みのなかで

神林恒道／仲間裕子編／勁草書房／／

雰囲気の美学 G,ベーメ／晃洋書房／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の全体像第１回

観察の眼   17世紀オランダ絵画　静物画第２回

近代の自然観 (1) 美学における自然観─カント、アドルノ、リオタール、

ベーメ他 

第３回

近代の自然観 (2) 19世紀初期　ドイツ・ロマン主義第４回

近代の自然観 (3) 19世紀後期　印象主義、ポスト印象主義第５回

近代の自然観 (4) 19世紀末　象徴主義第６回

近代の自然観 (5) 20世紀　抽象絵画 抽象表現主義第７回

近代の自然観 (6) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第８回

近代の自然観 (7) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第９回

断片的世界観 (1) キュビスム　ダダ第10回

断片的世界観 (2) ハンナ・ヘッヒとコラージュ的身体第11回

断片的世界観 (3)第12回

写真作品とイメージ 第13回

広告とイメージ第14回

建築とイメージ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 毎回、講義で紹介した作品、理論などのコメントを

提出する。

40 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義でどんなことを勉強するかと言うと、次のようにまとめることができます。ことばとは、人間のコミュニケーションの単なるツールではなく、

誕生から死に至るまで人間は、ことばによる分節化を繰り返しながら、フランスの思想家のラカンが言う「想像界」と「象徴界」という虚構化された

世界を絶えず生成しているという点です。つまり、現代科学で「環境世界」とか「生活世界」とか言われているこうした世界は、人間の外部に客観

的に存在するものではなく、人間が存在して初めて姿を見せる後験的な世界なのです。そしてこうした世界は、人間の身体＝欲望との相関性に

よって絶え間なく構造化されていく、いわゆる生成の世界だという点です。従って、ハイデガーとともに現代思想の双璧をなすヴィトゲンシュタイン

が言う「言語ゲーム」とは、人間の欲望の展開であり、その意味では、円環的な人間の生そのものです。こうした人間の生の根幹に関わることば

の世界を考えていきたいのです。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

久津内一雄『言語と現代思想』を配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

言語文化論 (S)  §  言語コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

15930

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標を一言で言えば、人間と言語と文化の相関性の仮説にたつ現代思想の神髄に迫ることです。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

これがﾆｰﾁｪだ 永井均／講談社現代新書／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

近代言語学の成立とその背景

ソシュール

１～６

言語相対主義の潮流

フンボルトに始まる言語相対論、サピア・ウォーフ仮説、ド

イツ意味論学派 

７～９

言語理論の記号学的展開

レヴィ＝ストロース

１０

言語理論の記号学的展開

ラカンの欲望論

１１～１２

言語理論の言語使用論的展開

ヴィトゲンシュタイン言語ゲーム論

１３～１４

言語と現代思想の問題〈まとめ〉１５

 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：「現代広告論」

本講義では、企業の行う広告活動を中心におき、広告および広告産業を包括的に理解することを目指す。広告の定義、機能、また広告キャン

ペーン立案プロセスなど幅広い内容を実際の企業のケースを通し解説する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし 

課題はほぼ毎回行う予定のため出席が難しい学生には不向き。課題は講義の始めに行う場合、あるいは講義外で行う場合もある。

特に市販のテキスト等は使用しない。オリジナルに作成した資料を使用。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

配布のレジュメで復習

単位数 /  Credit 2

広告論 (S)

担当者名 /  Instructor 小泉 秀昭

13177

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講する学生には、市民としての広告に対するリテラシーの向上を目指す一方、実社会において広告活動に関連する場面に直面した際に十分

対応のできる知識、考え方を身につけることを望む。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

比較的な高度な広告理論の解説もあるため、しっかりとした受講態度を希望する

空欄のあるレジュメを毎回配布するため、遅刻をせず出席し空欄を埋めること。 

授業外での学習を促すために、次週に提出の課題を行う場合もあるため、十分な予習・復習の時間をとれることが望ましい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

現代広告論（新版） 岸志津江、田中洋、嶋村和恵／有斐閣／4-641-12356-X／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の進め方・広告の歴史および定義 マーケティング、宣伝1

広告の種類と機能（社会的役割と企業のマーケティング

活動としての役割）

マス4媒体、SP広告、経済・経営、・社会・文化的機能2

広告産業とは:特に広告代理店の役割と今後の方向性 広告費、総合広告代理店、世界の代理店、クリエイティ

ブエージェンシー

3

広告のブランド構築への役割 ブランドエクイティ、ブランド認知、知覚品質、ブランド連

想、ブランドロイヤルティ

4

広告戦略立案プロセス(1) Plan・Do・See、状況分析、SWOT分析5

広告戦略立案プロセス(2)（ケーススタディ） ポジショニング、ターゲティング6

表現戦略 TVCMの制作プロセス クリエイティブブリーフ、ストーリーボード、TVCM7

広告効果（１） 広告調査、AIDMA、AISAS、関与8

広告効果（２） 精緻化見込みモデル、ロシター・パーシー・ベルマン・グ

リッド、認知的不協和低減の理論

9

メディア戦略 メディアプランニング、ブランドコンタクトポイント10

ゲストスピーカー 広告主あるいは広告会社の方11

IMC戦略 統合型マーケティングコミュニケーション、「牛乳に相談

だ」のケース

12

スポーツと広告 ワールドカップのケース13

新しい広告（１） Ｍｉｘｉ年賀状のケース14

新しい広告（２） Ｗｅｂ広告、ステルスマーケティング、バイラル広告 、

シームレス広告

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 教科書およびノートなどの持込は不可60 ％

平常点評価 不定期に授業内および授業外で課題を課す40 ％
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特になし

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

アドミュージアム東京：http://www.admt.jp/parent_J.html

全日本シーエム放送連盟：http://www.acc-cm.or.jp/

公共広告機構：http://www.ad-c.or.jp/

 その他 /  Others

特になし

個別の質問がある場合には、基本的に直接教員にメールで行うこと（教員のアドレス：koizumi@ss.ritsumei.ac.jp）。一般的な広告理論、広告業

界等に関する質問については、他学生と共有すべきと考えるため、教員のブログにて回答を行う。

http://hidekoizumi.cocolog-nifty.com/blog/

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

新しい広告 嶋村和恵監修／電通／4-88553-183-7／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

コンテンツのデジタル化が進む現在、メディアにおけるコミュニケーションがどのように変容していくのか、なぜ変容せざるを得ないのかを主にビ

ジネス面から考察します。講師は2人体制で、カリキュラムの前半は映像メディア（特にテレビ）の見地から松山が担当し、後半は広告コミュニ

ケーションの見地から平田が担当します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・基本的に各回１テーマで開講しますが、順序の変更がありえます。内容によっては専門家を招き、講師と二人で授業を進めることもありえま

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内に参考資料などを適宜紹介します。

単位数 /  Credit 2

コミュニケーション政策論 (S)

担当者名 /  Instructor 平田 佳宏、松山 浩士

15856

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

講義の内容を理解したうえで、この領域について今後自ら認識を広げ、深めていくための「知の自立」を図れるようになること。この領域は日々変

化・進化しており、この講義は到達点ではありません。講義はあくまでも入口にすぎません。また、われわれ講師は水先案内人にすぎません。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 ～デジタルコンテンツ時代のコミュニ

ケーション変容～（松山）

コンテンツのデジタル化　オリジナルとコピー　伝送経路

　双方向

第１回

映像の歴史（松山） 映画の誕生　セザンヌ・鳩・世界初のコント　幼児の言語

獲得過程と映像史のアナロジー　ドキュメンタリーとSF　

「外部」「人間」「文法」の発見

第２回

映像の修辞学（松山） 映像の「零度」と逸脱　映像における比喩とシンタックス

　レトリックとメッセージ　演出と「ヤラセ」

第３回

もうひとつのテレビ史（松山） 映画と音楽と新聞　今のテレビを作った人たち　テレビ

局のキャッチコピーと戦略の変遷

第４回

映像と広告コミュニケーション①（松山） テレビコマーシャルの歴史　広告の機能　消費行動

　AIDMA～AISAS～SIPS　クロスメディア

第５回

映像と広告コミュニケーション②（松山） テレビ視聴における共同体　マスとソーシャル　キュレー

ション　物が売れない時代のマーケティング　欲望する

主体

第６回

デジタルコンテンツ時代の著作権を考える（松山） 著作権　人格権と財産権　著作権が保護するもの

　JASRAC　「まねきTV」事件　デジタル化時代の著作権

のありかた

第７回

視聴者とは誰か（松山） 視聴率　ターゲット論の変遷　視聴者がテレビに求める

もの（テレビ番組の要素分析）　視聴者の意識変化

第８回

放送と通信の融合とは何か（松山） 総務省　放送行政と放送法　経産省のコンテンツの国

家戦略

第９回

広告の歴史とこれから（平田） 広告のはじまり　広告史　広告の役割の変化第１０回

情報大爆発がもたらしたコミュニケーションの大変化（平

田）

情報大爆発　コミュニケーションの変化　インターネット

の本格普及　コンテンツ流通革命

第１１回

米大統領選に見るコミュニケーション・デザインの重要性

（平田）

オバマ大統領　コミュニケーション・デザイン　情報戦　ロ

ングテールの活用

第１２回

クチコミのメカニズム（平田） クチコミ発生の条件　クチコミ発生の条件　WOM　情報

バリア

第１３回

IP TVの現状と今後の影響（平田） インターネットテレビ　I PTV　　radiko(ラジコ)　メディア・

プラットフォーム

第１４回

まとめ　～メディアはどこに向かおうとしているのか～（松

山）

企業としてのテレビ局　コンテンツビジネス　既存メディ

アの危機と生き残り戦略　メディアにおける異業種参入

　メディア企業の将来像

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義では多くのテーマを取り上げますが、その中で特に興味を抱いたテーマについてのレポー

トを課します。授業内容の理解はもちろんですが、単に授業を要約するだけではなく、①なぜ興

味を抱いたのか、②自分で新たに知識を深めた内容、③自分の意見の３つを必ず盛り込むよう

にしてください。

100 ％
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す。

・時事的なテーマに沿った内容も含まれるため、シラバスの内容が部分的に変更されることもあります。それについては開講後にお知らせし

ます。

テーマが多岐にわたるため特に使用しません。

          その都度授業の中で紹介します。                    

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

メールもしくはtwitterのハッシュタグ等で（開講後にお知らせします）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この講義で言うところのコミュニティ・メディアは、地理的な範囲を中心とした地域コミュニティのメディアである。

　大きな災害が起きるたびに、マス・メディアに登場する小規模なメディアがある。それが、地域メディアと言われる、ローカル新聞やコミュニティＦ

Ｍである。地域メディアは、その名の通りに地域に密着した情報を伝えるために存在している。われわれの生活はマス・メディアを中心に成立し

ているが、一定範囲の地域を意識し、その地域で生活する人びとを中心に成立しているメディアも確かに存在しているのだ。だが、先述のように

その存在が認識されるのは、大きな災害など特別な状況が起こったときに限られている。

　また、われわれが学ぼうとしているメディアにはさまざまな存在理由があり、生まれてきた理由もある。メディアの歴史を学ぶとき、その存在理

由はあまり問われることがない。１本の時間軸の上にトピックスとして並べられ、他の可能性や別の時間軸は無視される。特に、地域という一定

の地理的範囲や人的なつながりのなかで生み出されたメディアの歴史は、その存在すら忘れられている。

　それはなぜなのだろうか？この授業の基本的な関心は、常に疑問と共にある。なぜマスなメディアだけではだめなのだろうか？なぜ、地域コ

ミュニティとメディアが強く結びつくのだろか？なぜ、自らメディアを生み出そうとするのだろうか？自明と思われていることに改めて目を向け、そ

れを確認し、分析し、理解をする。授業は、その繰り返しである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

コア科目（情報メディア学系用）

基礎社会学

メディア社会論

レジュメは、コースツールに１週間前までにアップするので、各自プリントアウトして持参すること。

授業当日は、提出用コミュニケーションペーパー、翌週に使用する関連資料及び当日の補足資料を配付する。きちんと予習しておくこと。

ただし、開始後30分経過した時点で上記配布物の配布を中止し、以後は一切配布を行わない。

各回の授業予定は、 新のトピックスに合わせて変更する場合がある。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

コミュニティメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 坂田 謙司

13182

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．マス・メディア以外のメディアの存在を理解する。

２．コミュニティとメディアの関係を考える。

３．メディアの存在を自明とせずに、さまざまな角度から観察できる。

４．コミュニティ・メディアにアクティブなアプローチができる。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

日常生活とメディアの関係を、常に意識することが大切。新聞を読み、社会の動きと問題を確認することも大切。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

日常に偏在するコミュニティとメディア 地域メディアとコミュニティ・メディア 第1回

地域メディアとわれわれ 地域、住民、メディアの循環を創る 第2回

コミュニティ・メディア研究と調査 どんな研究視点や方法があるのか- 第3回

災害とメディア　その１ 災害とメディアの関係性を考える 第4回

災害とメディア　その２ 実際の災害とメディア 第5回

災害とメディア　その３ 実際の災害とコミュニティ・メディア 第6回

災害とメディア　その４ 今後の災害とコミュニティ・メディア 第7回

コミュニティ・メディアを事例から考える１ 地方新聞第8回

コミュニティ・メディアを事例から考える２ ケーブルテレビ第9回

コミュニティ・メディアを事例から考える３ コミュニティＦＭ第10回

コミュニティ・メディアを事例から考える４ 有線放送・親子ラジオ第11回

コミュニティ・メディアを事例から考える５ コミュニティ・メディアの営利／非営利問題 第12回

コミュニティガバナンスとコミュニティ・メディア 地域社会の問題解決とメディア 第13回

コミュニティ・メディアを巡る議論 コミュニティ・メディアをグローバルに見る 第14回

地域とメディアの新しい関係作り 今の時代にふさわしい地域とメディアの関係とは 第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内で説明した内容を中心に、論述問題を出題。80 ％

平常点評価 毎回の授業内で提示するテーマについての、コミュニケーションペーパーの提出。20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

sakatak@ss.ritsumei.ac.jp 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

  ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

地域メディアが地域を変える 河井 孝仁 遊橋 裕／日本経済評論社／／

現代地域メディア論 田村紀雄・白水繁彦／日本評論社／／

コミュニティ・メディア 金山智子／慶応義塾大学出版部／／

地域SNS 前線  庄司昌彦 ／庄司昌彦  アスキー ／／

地域メディアを学ぶ人のために 田村紀雄篇   ／世界思想社 ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、ジャーナリズムの機能・役割と責任、言論・表現の自由について、なぜそれらが私たちにとって重要な意味をなすのかといった観点

を起点に、日本のジャーナリズム活動、ジャーナリストたちの言論活動や思想などを歴史的に踏まえながら考えていきます。現在のジャーナリズ

ムの問題点をとらえ、見る眼を養うためにも、政治的社会的側面から見た現代社会におけるジャーナリズムの状況と課題を整理しつつ、時事的・

実際的な問題などと関連させながら多面的に考察します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

現代とメディア

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞、テレビ、週刊誌など現代社会の出来事を伝える報道に意識的に接触することです。ジャーナリズム論を深めるための参考文献を授業時に

多数紹介しますが、関連する文献を読んで、問題意識を深めて下さい。なお、ジャーナリズム論は近現代史と深く関わっていますので、近現代史

の知識を増やすよう努力して下さい。授業は資料を中心にビデオ映像などを使いながら進めていきます。コースツールを活用して授業内容に関

する受講者の考察や意見を求める課題を課します。授業の進度によっては予定のテーマが前後・伸縮することもあります。

単位数 /  Credit 2

ジャーナリズム論 (S)

担当者名 /  Instructor 柳澤 伸司

13281

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

ジャーナリズムの本質やその現在的問題を歴史的相対的に捉える視座を獲得し、関連する課題について説明し批評することができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに～授業の進め方と評価について ジャーナリズムの視点第1回

ジャーナリズムとは何か 原寿雄『ジャーナリズムの思想』岩波新書（1997）マス・

コミュニケーション、ジャーナリズム、ジャーナリスト

第2回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（１）明治期日

本の新聞記者

鎌田慧『反骨のジャーナリスト』岩波新書（2002）ジョセ

フ・ヒコ、福地源一郎、福澤諭吉

第3回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（２）新聞に対す

る読者の視線 

玉木明『ゴシップと醜聞－三面記事の研究』洋泉社・新

書ｙ（2001）、赤瀬川原平『外骨という人がいた！』ちくま

文庫（1992）黒岩涙香、宮武外骨

第4回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（３）言論の力と

大正デモクラシー 

米騒動、井上江花、白虹事件第5回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（４）批判の限

界と新聞人

菊竹六皷、桐生悠々第6回

日本の報道メディアの特質～歴史的視点（５）ジャーナリ

ズム批判と言論活動

吉野源三郎『職業としての編集者』岩波新書（1989）石

橋湛山、高見順

第7回

報道することの難しさ～皇室報道をめぐって 皇室担当記者ＯＢ編『皇室報道の舞台裏』角川oneテー

マ21（2002）皇室報道、表現の自由

第8回

権力を監視するということ～記者クラブというシステムと

取材のあり方

田勢康弘『政治ジャーナリストの罪と罰』新潮文庫

（1994）、大塚将司『スクープ－記者と企業の攻防戦』文

春新書（2004）記者クラブ、報道協定、情報公開

第9回

国家秘密と知る権利～外務省密約事件 西山太吉『沖縄密約－「情報犯罪」と日米同盟』岩波新

書（2007）知る権利、沖縄返還密約事件、記者の倫理

第10回

戦争とジャーナリズム～（１）戦争報道から何を考えれば

よいか

前坂俊之『太平洋戦争と新聞』講談社学術文庫

（2007）、石川文洋『報道カメラマン』朝日文庫（1991）宣

伝、情報操作、報道管制

第11回

戦争とジャーナリズム～（２）メディアは何を伝えているか 武田徹『戦争報道』ちくま新書（2003）、柴山哲也『戦争

報道とアメリカ』ＰＨＰ新書（2003）映像のリアリティ

第12回

取材と報道のバランス～（１）報道と人権の狭間 後藤文康『誤報－新聞報道の死角－』岩波新書

（1996）、河野義行・浅野健一 『松本サリン事件の罪と

罰』講談社文庫（2001）犯罪報道、報道被害、メディア・

第13回

取材と報道のバランス～（２）メディアが作り出す報道被

害

高山文彦『少年犯罪実名報道』文春新書（2002）スクー

プ、報道被害、実名・匿名問題

第14回

ジャーナリズムをどうするか～報道規制の動き／まとめ

の議論

ジャーナリストという職能／ジャーナリズムの可能性第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業時に講義内容に関連した課題レポートを課します。決められた期日までにコースツールへ100 ％
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レポートはコースツールでの提出となりますので、コースツールが使えるようにしておいて下さい。授業期間中に出される課題レポートを提出

しなかった場合は出席していないものと判断します。第1回目に「授業の進め方と評価について」詳細な説明をしますので、受講予定者は必

ず出席して下さい。

特に指定しません。必要に応じて文献資料等を紹介します。配布物は事前にコースツールにアップしておきますので、各自そこから入手する

ようにしてください。

配布物は事前にコースツールにアップしておきますので、各自そこから入手するようにしてください。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

コースツールに紹介しています。

 その他 /  Others

配布物や課題レポート等はコースツール（WebCT）を使いますので、予め「早期利用申請」を申請して使えるようにしておいてください。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

この授業は、ジャーナリズムを見る眼を養うための知識を獲得することも必要ですが、むしろ問題意識を啓発することに主眼を置きますので、そ

こから生じるさまざまなテーマに関する問題意識に対して自分なりに深めることが重要です。問題意識を啓発するための資料を読んだり、ビデオ

映像などを視聴し、そこから得る新たな知見、意見などを求めながら授業を構成していきます。ジャーナリズムの歴史など日本の近現代史に関

わることもあり、歴史上の人物や著作など事典や文献などでさらに調べることで知識を広げて下さい。なお、時事的な問題を扱うこともありますの

でこのシラバスの予定は、開講以降に変更される場合があり、若干講義予定の順序が変動または授業外学習の指示に代替されることがありま

す。授業中の私語は他の受講者の迷惑になるので厳しく対処します。また、配布物等は事前事後にコースツールに入れておきますので、各自そ

こから入手するようにしてください。配布物がある場合は授業時教室以外では配布しません。

授業内容に関する質問等はいつでも対応します。授業終了時などを活用して質問してください。時間がなくその場で十分な対応ができない場

合はメール（syt01970@ss.ritsumei.ac.jp）等でも対応します。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

提出することが求められます。主題に関わる意見の的確性、独自性を中心に評価します

（60％）。 終レポートについては授業に関連したテーマで作成し指定された期間までにコース

ツール提出。論点や表現の的確性、オリジナリティなどの観点を中心に評価します。課題につ

いての理解度、論旨の構成や説得力を重視します（40％）。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

講義担当者は、社会学的議論の根底には何らかの思想が据えられていなくてはならないと考えている。そういった意味で思想性のない社会学の

議論は、必然的に無味乾燥なものにならざるをえないと思っている。本講義は産業社会学部の学生を主な対象としているため、社会学上の議論

と関わらせる形で社会思想史を講じたい。歴史や社会の変化、人間行為、科学の根底には社会思想が関わっているということを受講生に理解し

てほしい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・社会学史に関する講義

・西洋近代史（とくにフランス革命以降）および日本近代史（とくに戦後史）

出席はとらない

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・スケジュールは、大雑把な流れ程度に考えておいて欲しい（学生の関心・意欲・理解等を考慮に入れながら展開したい）

・また本講義では、理解を促進するために適宜、ビデオ等を積極的に利用する

・本講義は双方向性を重視するため、聴講生の主体的参加、および発言の機会を設けたい

単位数 /  Credit 2

社会思想 (S)

担当者名 /  Instructor 尾場瀬 一郎

15886

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・思想を現実と遊離したものとしてではなく、時代・社会の表現として理解していく力を身につける

・今日の私たちの生活と関係している基本的な思想を押さえていく

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・社会思想に対する関心をもつだけでなく、現代の社会問題にも敏感であってほしい

・本講義では知識の一方的伝達ではなく「考える」ことを重視したい

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 自己紹介　授業の進め方　成績評価の基準等に関する

説明

１回

社会思想を考える　 丸山真男　思想史の考え方　古層　執拗低音　マンハイ

ム　思想の社会学　マルクス　ドイツ・イデオロギー　史

的唯物論　

２～３回

勃興する近代社会 デカルト　方法序説　われ　幾何学　ロック　統治二論　

王権神授説批判　契約の思想 人民主権 

４～５回

近代社会の影 ルソー　社会契約論　市民　自然人　文明　ヘーゲル　

法の哲学　人倫　市民社会　欲求の体系国家　世界精

神

６～７回

質問日 ここまでの授業でよく理解できなかった内容に関する質

問に答える

８回

資本主義的生産様式かプロテスタンティズムか マルクス　資本主義的生産様式　貧困　プロレタリアート

　土台　イデオロギー　社会主義　ウェーバー　上部構

造　宗教改革　プロテスタンティズム　合理化　テイラー

主義　フォード主義マクドナルド化　世界の脱意味化

９～１０回

近代社会とファシズム 全体主義　ヒトラー　フロム　自由からの逃走　アドルノ　

ホルクハイマー　啓蒙の弁証法　道具的理性　再魔術

化　ディズニー化　コミュニケーション的合理性

１１回～１２回

戦後日本思想の特質 丸山真男　超国家主義　近代化　「である」論理　「する」

論理　マルクス・ウェーバー問題　高度経済成長　日高

六郎　滅私奉公から滅公奉仕へ　ミーイズム　公害問題

１３～１４回

グローバル化時代の思想 ギデンズ　バウマン　グローバリゼーション　再帰的近代

　個人化　ジャガノートとしての現代社会　リスク社会　

ポスト・モダン社会

１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会思想の根本問題を理解できているか論述試験を課す（６０分・８００字以上）80 ％

平常点評価 授業のなかで感想や意見を２～３回書かせる（２００字～４００字程度）20 ％
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・教科書は使用しない

・毎回、レジュメや資料を配布する（授業の後半部になって「まとめて欲しい」というような要求には、いかなる理由があっても応じられない）

・上に挙げたものは古典中の古典である

・難しいかもしれないが、社会思想史上の古典を何か一冊読んでほしい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

とくにない

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

西洋思想の１６人 尾場瀬ほか／梓出版社／／ウェーバー、フロムやグラムシ等、講義で取り上げる思想

家を扱っている

社会契約論 ルソー／岩波書店／／社会思想史の出発点に置かれるべき思想家

法の哲学 ヘーゲル／中央公論新社／／社会や国家のあり方をヘーゲルが論じた

ドイツ・イデオロギー マルクス／岩波書店ほか／／思想やイデオロギーを批判的に理解する方法について

論じている

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 ウェーバー／岩波書店／／プロテスタンティズムがいかなる意味で近代社会を準備し

たか

日本の思想 丸山真男／岩波書店／／日本の戦後思想を考える際、避けて通れない

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

今日の日本の青少年にとってイジメ経験は も深く共有された、しかも、生の意味感受性の危機に深くかかわる深刻な経験として成立している。

この経験を社会倫理（応答の倫理学）の視点から振り返って、そこに孕まれている実存的諸問題を分析し、あらためて、そこからわれわれの生が

直面している問題を自覚しなおすという思考の作業を試みたい。授業の素材としては、受講生自身のイジメ経験、文学、歌、など、経験を意識化

するうえで刺激となるさまざまな生きた材料を多用したい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし

立命館大学生協書籍部で販売

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会倫理学 (S)

担当者名 /  Instructor 清 眞人

15845

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自己自身の経験を哲学的に分析する思考経験をしてみる。「応答の倫理学」と呼びうる代表的思想家の基本観点を知る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書をよく読み、問題の全体的な相互関連への関心を高めること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

創造の生へ――小さいけれど、別な空間を創る 清眞人／はるか書房／978‐4‐434‐1148‐8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

基礎経験と思想（パースペクティヴ）――イジメ経験を問

い返す意義

基礎経験・パースペクティヴ・イジメ経験 ・記憶・村上春

樹の文学

1

イジメ経験が生みだす実存的諸問題１ 内面的自殺、実存のタマネギ化 、空虚化と暴力による

補償的存在充実、村上春樹の文学、三島由紀夫の文

学

2

イジメ経験が生みだす実存的諸問題2 存在の透明化、世界の夢化と他者の消滅、自傷行為を

とおしての存在確認 村上春樹の文学、三島由紀夫の

文学, ジョン・レノンの歌Strowberryfield for ever 

3

イジメ経験が生みだす実存的諸問題3  傍観者化、友情という基礎経験の崩壊 、可能性意識の

縮減と孤立感、仲間性の人間学 

4

存在承認による生の解放とジョン・レノンの歌 Oh my 

love , Love  

愛と実存、フランクル、ジョン・レノン  5

心的外傷とジュディス・ハーマンからの問題提起  ケアされた経験、ジュディス・ハーマン、治療同盟、ジョ

ン・レノンの歌Mother　Help 

6

応答の倫理学1――レヴィナス レヴィナス、傷つきやすさ（vulnerability）7

応答の倫理学2――フロム 応答責任性、フロム8

応答の倫理学3――ブーバー 「私‐きみ」関係性9

応答の倫理学3――レイン 自己と他者10

応答の倫理学4――ニーチェとサルトル 暴力のマニ教主義11

応答の倫理学5――フランクル 生の意味への問いのコペルニクス的転換、黒澤明作品

「生きる」

12

実存と意味欲求 実存、意味、ニーチェ13

文学と倫理 三島由紀夫と村上春樹のあいだによこたわ

るものとしてのニーチェ

三島由紀夫、村上春樹、ニーチェ14

まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーの提出数

授業中に出すミニレポート課題への取り組み 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

　気候変動（地球温暖化）緩和、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換

この講義では、気候変動、再生可能エネルギー、環境保全と消費生活とのかかわりについて、考察する。

①気候変動　(climate change)　が消費者の生活に及ぼす影響、温室効果ガス削減に対して消費者が果たすべき責任について考える。危険な気

候変動を緩和するためのemission pathway、温室効果ガスの削減量と削減期限、削減ペース、消費者部門における温室効果ガス削減対策を学

ぶ。②現代の大量消費スタイルによるエネルギー資源の消費、環境負荷について学ぶ。エネルギー自給率、再生可能エネルギー普及政策の重

要性を考察する。③食生活から発生する温暖化負荷の実態を学ぶ。

④再生可能エネルギー普及政策について学ぶ。⑤追加：福島原発事故にてらして、原発廃止の必要性、原子力発電に伴う健康リスク、原子力

発電廃止と再生可能エネルギー中心のエネルギー構造への転換を学ぶ

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

なし

単位数 /  Credit 2

環境ライフスタイル論 (S)  §  消費者環境論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹濱 朝美

15812

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①「温室効果ガス削減は、なぜ、緊急かつ大量に必要なのか」を理解することが第一の目標である。温室効果ガスの長期的影響、climate 

inertia、排出削減パスについて、基礎知識を獲得する。

②climate scienceに関する基礎的科学データ、 気候変動政策に関する統計データ、英文科学ニュースを読む訓練をする。③消費者部門から発

生する環境負荷のついて、基礎的知識を獲得する。環境配慮型製品における有害物質削減、廃棄物削減、省エネ、省資源の対応、環境ラベル

制度、住宅における省エネ性能などについて、学ぶ。

④日本とEUにおける主な温室効果ガス削減策を学ぶ。再生可能エネルギー普及政策、炭素税、排出権取引の特徴、交通部門における温室効

果ガス削減対策を学ぶ。

⑤エネルギー自給率の国際比較から、日本のエネルギー政策の問題点、再生可能エネルギーの意義を理解する。⑥食生活における温室効果

ガス排出削減の必要性、フードマイレージ、日本の食料自給率の問題点を学ぶ。

⑦（重要、緊急追加）：原子力発電の廃止の必要性、再生可能エネルギー中心のエネルギー構造の必要性について学ぶ

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

変更（福島原発事故を受けて追加）：脱原発､再生可能エ

ネルギー中心の日本再建にむけて  

【キーワード】電力構造の国際比較。チェルノビルの教

訓、あなたはなぜ大学で学ぶか?

1

変更（福島原発事故を受けて、臨時に変更）：経済産業省

のエネルギー政策、原子力政策の要約、その問題点

H22年経済産業省、資源エネルギー庁の政策文書の検

討（電力供給計画概要、エネルギー基本計画、原子力

立国計画、長期エネルギー需給見通し）。国家、原子炉

関連企業、原子力研究者による原発推進の構造の問

題点。

2

変更（福島原発事故を受けて、緊急に変更）：原子力中心

政策と再生可能エネルギー政策の比較

雑誌「世界」２０１１年、１月号、１２６－１３８ページ。「原

子力のたそがれ──米・仏・独のエネルギー政策分析

から浮かび上がる再生可能エネルギーの優位性」マイ

ケル・シュナイダー 著

下記のアドレスから、無料でダウンロード可能

　　http://www.iwanami.co.jp/sekai/

3

温室効果ガス排出削減パス：　IPCC第四次報告書の概

略、温度上昇、海面上昇の予測、必要な排出削減量、削

減の期限とタイミング

 

【キーワード】温度２℃上昇リスク、温室効果ガス安定化

濃度、排出削減パス、必要な削減量と

peakingの期限。Carbon cycle、温室効果ガスの大気中

寿命、放射強制力、climate inertia、 重要なthresholds、

4

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況、 【キー

ワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国の温室

効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐる議論の

要点、EUにおける温室効果ガス削減対策、再生可能エ

ネルギー政策、】欧州の削減量の目標、再生可能エネル

ギー政策と再生可能エネルギー目標、ドイツの再生可能

エネルギー法

京都議定書、主要国の温室効果ガス排出状況

キーワード】主要国の温室効果ガス排出状況、主要国

の温室効果ガス削減目標値、ポスト京都議定書をめぐ

る議論の要点

5

温室効果ガス削減策としての自然エネルギー促進の効

果と費用

 【キーワード】ドイツ、再生可能エネルギー法、Feed-in 

Tariff（買取制）、欧州における再生可能エネルギー産業

の雇用効果

6

EUにおける温室効果ガス削減対策と排出権取引、環境

税、交通部門における対策｡

排出権取引の構造､EUにおける交通部門からの温室効

果ガス削減基準､

7
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(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『消費経済学体系・３・消費者問題』、 『呉世煌・西村多嘉子編／慶応義塾大学出版会／ ISBN 4-7664-1211-7／ 第９章､竹

濱朝美、「地球温暖化の影響と家庭部門における二酸化炭素削減策

「気候変動をめぐる消費者向け環境情報――温

暖化影響および家庭部門における二酸化炭素

削減策――」　

竹濱朝美／立命館産業社会論集／／第４１巻第２号、2005年12月

IPCC, Climate Change ２００７: The Physical 

Science Basis, Summary for Policy Makers, 

contribution of working Group I to the Forth 

Assessment Report of the Intergovernmental 

panel on Climate Change. 

IPCC／／／インターネットより入手可能

「環境展望」、Vol. ２、３、４、５　　  日本科学者会議､公害問題研究会／実教出版／／

日本の科学者､「温室効果ガス排出削減の道す

じ」

竹濱朝美 ／本の泉社／／２００７年１２月、４２巻､雑誌論文 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「飛躍するドイツの再生可能エネルギー―地球

温暖化防止と持続可能社会構築をめざして」 

和田武 ／世界思想社／／

消費者部門における温室効果ガスの削減方法、省エネ

対策

 【キーワード】住宅における断熱性能の改善。省エネ性

能住宅。

8

消費者向け温室効果ガス削減方法、製品の環境ラベル、

省エネラベル

 【キーワード】家電製品に関する省エネラベルの役割、各

種の環境配慮製品の環境ラベルの制度、ＥＵエコラベ

ル。エコリーフの読み方

9

交通部門における温室効果ガス削減策、

キーワード：　EUにおける乗用車に対する二酸化炭素排

出規制、日本との比較

10

日本の食料自給率、フードマイレージ、食生活における

温室効果ガス排出削減

 【キーワード】気候変動による農産物生産への影響。食

料自給率、フードマイレージ。オーストラリアの穀物生産

と旱魃の影響。

11

日本の食料自給率の問題点、食生活からの温室効果ガ

ス削減

 【キーワード】地産地消費、食料自給率、水資源消費、日

本の農業

12

エネルギー自給率と温室効果ガス削減

　【キーワード】エネルギー自給率の国際比較、再生可能

エネルギーによるエネルギー自給率引き上げの意義､原

油高騰による資金流出､原油輸入先とOPEC比率､再生可

能エネルギー導入目標､エネルギー長期需給見通し

13

レポートの課題､レポートの書き方についての注意､統計

資料の参照について：

14

講義のまとめ、重要事項の復習、質疑応答。15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業中にレポート課題を指示する。学期末までに、指示したレポートを提出すること。

就職などで、提出できないものは、指定した期限内に、代わりの小レポートを提出すること。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

環境省：　環境白書（環境・循環型社会・生物多様性白書），各年版,　 http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/pdf.html

環境省：　地球温暖化の科学的知見,　http://www.env.go.jp/earth/ondanka/knowledge.html

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)：Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change,　http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html

農林水産省：食料・農業・農村白書、各年版、http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

食卓にあがった放射能、新版 高木仁三郎、渡辺美紀子／七つ森書館／／

原子力と共存できるか 小出裕章、足立明／かもがわ出版／／

完全シミュレーション、原発事故の恐怖 瀬尾健／風媒社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　情報ネットワークインフラの発達は、社会的コミュニケーションのあり方、経済活動、社会活動に大きな変革をもたらした。電子商取引の普及と

ユビキタスネットワークの形成、デジタル・コンテンツの普及により、ビジネスの方法、企業組織、流通構造、産業構造は変革を余儀なくされてい

る。このような変革にともなって引き起こされるさまざまな問題に対する諸制度の整備、消費者の側でのリテラシー涵養も求められている。この講

義では電子商取引を中心とするネットワーク経済の実態、電子商取引を支える技術的基盤の仕組み、社会制度面で必要となる環境整備の課題

等について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特定の教科書は使用せず、教室で提示するスライド、授業中に配布するプリントを使用する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・理解を深めるために、参考文献（あるいは同分野の書籍）を講義の前後に読んでおくこと。

・講義の中で取り上げられた事例をインターネット上で確認してみること。

単位数 /  Credit 2

情報経済論 (S)

担当者名 /  Instructor 長澤 克重

15826

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・経済活動の情報化・ネットワーク化の実態について理解できる

・情報経済を支える技術的基盤の基本的しくみについて理解できる

・経済の情報化・ネットワーク化がもたらす社会的影響について理解できる

・情報経済化に関わる法的問題、消費者保護の基本的課題について理解できる

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・新聞やWebサイトから講義に関わる内容はかなり勉強することができるので、意識的に目を通すように。

・ネットショッピングの際に、サイトの取引規約・プライバシーポリシーなど、普段あまり目を通さない所を隅々までしっかりと読んでみよう。また提

供されているサービスをすみずみまで調べてみよう。これだけでもかなり勉強になる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　情報ネットワーク化と経済活動 情報経済、情報化社会、ＩCＴ、ユビキタスネットワーク社

会

第１回

電子商取引（EC、Electronic Commerce）とは何か 電子商取引、定義、取引主体、市場規模第２回

企業・消費者間（BtoC）のEC(1) ユーザー像、市場の実態、ビジネスモデル第３回

企業・消費者間（BtoC）のEC(2) デジタルコンテンツ市場、情報財第４回

企業・消費者間（BtoC）のEC(3) コンテンツ産業、ビジネスモデル第５回

インターネット広告 ネット広告市場、ネット広告の基本類型、効果測定指標第６回

企業間（BtoB）のEC ＥＤＩ，サプライチェーンマネジメント、ｅ－マーケットプ

レース

第７回

デジタル・エコノミーと経済法則の変化 経済性、取引費用、収穫逓増第８回

ECの技術的基盤(1) 　情報処理形態と通信ネットワーク コンピュータの発達、分散処理、通信ネットワーク、イン

ターネット

第９回

ECの技術的基盤(2) 　セキュリティ、暗号化と認証 暗号技術、デジタル署名、電子認証、電子公証、ＰＫＩ第１０回

電子決済システム 電子マネー、企業ポイント第１１回

ユビキタスネットワーク（１） ユビキタス、u-Japan政策、RFID、トレーサビリティ、ト

ラッキング

第１２回

ユビキタスネットワーク （２） ビジネスモデル、プライバシー保護第１３回

ECに関わる犯罪・トラブルと法的規制 特定商取引法、電子契約法、消費者保護、プライバ

シーマーク

第１４回

情報ネットワーク社会における個人情報保護 個人情報、プライバシー、OECD８原則、個人情報保護

法

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本的な用語、概念、基本問題が正確に理解されているかを評価する。70 ％

平常点評価 講義内容に関する具体的事例を実際に自分で調査・確認してもらう。３回の提出課題を課す。30 ％
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上記以外の 近出版されている参考書については授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

次世代電子商取引推進協議会　http://www.ecom.or.jp/

日本通信販売協会　　　　　　http://www.jadma.org/ 

総務省　　　　　　　　　　　http://www.soumu.go.jp/

 その他 /  Others

WebCT　http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

eビジネスの教科書 幡鎌 博 ／創成社／4794422849／電子商取引の全体像をざっと理解するのに便利で

ある

IT経済入門 篠崎彰彦／日本経済新聞社／4532109426／第8回目の講義内容の理解が深まる

IT革命を読み解く 岩村充／技術評論社／4774113204／内容的には古くなったがIT革命がもたらした意

義についてわかりやすくまとめている

デジタルID革命 國領二郎、日経デジタルコアトレーサビリティ研究会／日本経済新聞社／4532311179

／第１2回・１3回の講義内容の理解が深まる

インターネットと法　第４版 高橋和之，松井茂記、鈴木秀美／有斐閣／4641130639／第14、15回の講義内容の理

解が深まる

モバイルバリュー・ビジネス NTTドコモモバイル社会研究所（編）／中央経済社／4502662402／第11回の講義内容

の理解が深まる
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授業 の概要 /  Course Outline

高度情報通信社会において情報流通に伴って生じる様々な法的諸問題について、基本的人権としての表現の自由に関する基本的理解を踏ま

えつつ、現行の枠組みの意義と限界等も視野に入れながら講ずることとしたい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

憲法（基本的人権） 

教科書は特定のものは指定しないが、下記参考書が準教科書としての位置づけとなる。 

教科書として位置づける。また「事業外学習の指示」参照 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・随時提示される小括的な問いに関し、参考書指定文献等を参照しつつ、自分の言葉で説明できるようなアウトプットを行うこと

・授業中に触れる諸判例について、概要と判旨の確認、授業担当者とは違った視線からの解説に触れること 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし 

単位数 /  Credit 2

情報法 (G)

担当者名 /  Instructor 福島 力洋

15567

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

情報流通をめぐる法的問題について、説得力ある理由付けを伴って（＝単なる独りよがりではない）、自分なりの結論を下すことができる。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞や雑誌、放送、インターネットなど、身の回りにあるメディアのあり方について、単なる一利用者から脱却し、一歩はなれたところから眺めて

みて、「何かおかしい」と思うところを見つけてください。それが学習のスタート地点です。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ﾒﾃﾞｨｱ判例百選  服部政男・長谷部恭男編／有斐閣 ／464111479Ｘ ／

情報法（改正版）   宇賀克也・長谷部恭男編   ／放送大学教育振興会 ／9784595126154 ／

マスメディア法入門 松井茂記   ／日本評論者 ／4535513643 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要説明、講義の進め方、アンケート実施 第１講 

表現の自由総論（1）第２講 

表現の自由総論（2） 第３講 

名誉毀損第４講 

プライバシー侵害 第５講 

 個人情報保護 第６講 

人格権侵害と救済 第７講 

性表現 第８講 

放送 第９講 

インターネット 第１０講 

情報媒介者の責任 第１１講 

ﾒﾃﾞｨｱの融合と規制第１２講 

取材の自由（1） 第１３講 

取材の自由（2） 第１４講 

情報公開 第１５講 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 問題点を法的に分析し、それに対し説得力ある理由付けを伴った結論を下せているかどうか 100 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

グローバル化社会の中で肥大化するスポーツ産業の様々な様相に焦点を当て，スポーツ文化の変容のメカニズムを，国の内外のケースをもと

に解明する．また国内に目を向け．新しい公共の確立に向けて注目されている地域スポーツ環境において，政府の掲げる｢スポーツ立国戦略」と

スポーツ産業の接点，つまり，指定管理制度，NPO法，PFI等の制度を利用した民間活力導入による可能性に関して検討していく．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

スポーツと現代社会の関連性に関する社会学的また経営学的科目

特に指定しない．

その他，トピックに即して，授業時に紹介していく．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業時に紹介．

単位数 /  Credit 2

スポーツ産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 海老島 均

13340

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1.　 現代社会において，スポーツ産業がスポーツ文化を変容させているメカニズムを理解し，スポーツ環境整備にむけてのガバナンスの必要性

を学習する。

2.　スポーツ政策と民間活力との接点という観点での，スポーツ産業の可能性に関して理解する．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツプロモーション論 佐伯年詩雄／明和出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スポーツ産業，スポーツ文化1回

グローバル化社会におけるスポーツ産業① グローバル化社会，スポーツビジネス，NBA2回

グローバル化社会におけるスポーツ産業② 多国籍企業，ラグビー，3回

グローバル化社会におけるスポーツ産業③ サッカー，クラブ，FIFA4回

巨大イベントのガバナンス オリンピック，IOC，ワールドカップ5回

放映権ビジネスのガバナンス オリンピック，FIFAワールドカップ，放映権6回

わが国のスポーツ産業の特殊性 プロ野球，Jリーグ，大相撲7回

スポーツ産業における身体① フィットネス産業，健康産業，医療8回

スポーツ産業における身体② トップアスリート，ドーピング9回

スポーツ政策とスポーツ産業 スポーツ立国戦略，マネジメント，10回

地域スポーツ振興とスポーツ産業① 指定管理者制度，公共施設，ソーシャル・ガバナンス11回

地域スポーツ振興とスポーツ産業② スポーツNPO，PFI，ソーシャル・キャピタル12回

地域スポーツ振興とスポーツ産業③ 総合型地域スポーツクラブ，マネジメント13回

スポーツ産業の将来と新しいスポーツ文化の構築 グローバル・ガバナンス，ローカル・ガバナンス，スポー

ツ文化

14回

まとめ 新しい公共性15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容の理解や応用がレポート内容にいかに反映されているか，また，各自の独自性が織

り込まれているかという観点から評価．

40 ％

平常点評価 授業への参加の姿勢，リアクション・ペーパーへの記述内容，小テスト．60 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、スポーツイベントとメディアがどのような関係にあるのか，スポーツ番組がどのように構成されているのか，視聴者や読者がどの様

な状況に置かれているのかといった問題を，スポーツ文化それ自体の特性（メディア性）をふまえて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にない。

  教科書は使用しない。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内で行うつもりである。

単位数 /  Credit 2

スポーツメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

15818

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアスポーツの構造と機能について理解し，説明できるようにする。

・メディアスポーツ視聴者の楽しみがいかなるものか理解し，説明できるようにする。

・スポーツの意味や価値が自明のものではなく，様々な力関係もとで，一定の仕掛けを経て創り出されてい ることを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　書籍だけで学習することが比較的難しい講義内容なので，授業に毎回出席して，分からないところがあれば質問をして欲しい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアスポーツ解体 森田浩之／NHK出版／ISBN987-4-14-091148-8 C1336／「メディアスポーツ」の理解

に関わって参照されたい。

越境するスポーツ 高津勝・尾崎正峰／創文企画／ISBN4-921164-41-X C3075／「第２章　メディアス

ポーツ」を参照されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入／研究の領域と課題　 オリエンテーション，スポーツとメディアの関係，「メディ

アスポーツ」をどの様に考えるか？

1

スポーツ中継映像の構成原理を考える(1)　 スポーツ種目・特性による違い2

スポーツ中継映像の構成原理を考える(2)　 空間と時間の処理特性3

スポーツ番組のプロデュースとは何か 誰に向けて，何が，どの様に作られるのか？4

メディアスポーツの構造と機能 その生産・流通・消費の過程とは5

プレビュー番組(1)　 プレビュー番組とは：オリンピックを例として6

プレビュー番組(2)　 その構造と役割7

メディアがつくる物語(1)　 問題の提示と修正および「補強と脚色」の物語について8

メディアがつくる物語(2)　 「解釈と評価」の物語について9

メディアスポーツとその消費者  スポーツ視聴の「楽しみ」と「多様性」についてどの様に

考えるか

10

メディアイベント論とスポーツ(1)　 メディアイベントとは何か，新聞の企業化と学生野球の

言説，劇場化

11

メディアイベント論とスポーツ(2)　 武道の近代化・合理化，社会的意味の創造におけるメ

ディアの役割

12

文化装置としてのスポーツ(1)　 メディアによる分節・接合13

文化装置としてのスポーツ(2)　 エンコーディング―ディコーディング・モデル14

まとめ　 作り手の意図，提示される情報，視聴者の読み15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　現象や構造の理解および問題の把握，そしてそれを説明する力の検証。70 ％

平常点評価 　何回かの「宿題レポート」を課す。レポートのテーマは授業内に提示され，次週の授業時間内

に提出するものとする。

30 ％
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　参考書は，私が講義をする上で参考にするものであり，受講者にとっては講義の内容を確認したり，より深く，また広く学習する上で役立て

ることができるものである。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業内で必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

特になし。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

近代日本のメディア・イベント 津金澤聰廣／同文舘／ISBN4-495-86281-2 ／メディアイベント論に関わって参考にさ

れたい。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

パブリックアクセスとは、市民がマス・メディアにアプローチし、それを利用する権利を求めたところから始まった。1970年代前半、アメリカでは地

域のケーブルテレビチャンネルへの市民アクセスが可能となり、これは世界に先んじた市民による情報発信の制度が確立された。これをパブリッ

クアクセス・チャンネルと呼ぶ。パブリックアクセス・チャンネルはヨーロッパや日本を含むアジアの国々にまで広がりをみせている。

既存のメディア・システムに一般市民がアクセスすることで、自分たちの問題意識や社会的な課題を広く社会に提示することは、民主的な社会の

形成にとって必要である。講義ではパブリックアクセスを生んだ社会的な背景をメディア理論の歴史的な変遷と結びつけながら考察し、その上で

実践としてのパブリックアクセスに関わる活動や諸課題を検討・考察する。

ブロードバンドネットワーク網がインターネットと結びつき、マスコミ中心の社会はネット社会へ移行している。音声・動画を活用したさまざまな情

報・コンテンツを受信するだけでなく、市民自らが自由に情報・コンテンツを発信できるようになってきた。このような状況の中、これまでのマス・メ

ディア中心のパブリックアクセスの見方をどのように変えてゆけばよいかについても踏み込んで考えてみたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

メディア・ジャーナリズム関連の基礎科目、または映像関連科目を履修していることが望ましい

単位数 /  Credit 2

パブリックアクセス論 (S)

担当者名 /  Instructor 金山 勉

13212

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアアクセスの起源について理解することができる

・メディアの発達と民主主義社会発展の帰結としてパブリックアクセスが生まれたことを理解する

・北米、ヨーロッパ、アジア諸国のパブリックアクセスの現状について理解する

・インターネットメディアを軸として変容を続ける現代のメディア環境の中でパブリックアクセスをどのように捉えなおせばよいかについての考えを

持つことができる

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　パブリックアクセスとは メディアの国際化、メディアの集中統合（Concentration)

と細分化（Fragmentation) 

第1回

デジタル社会と市民参加の拡大（その１）：ネット時代の市

民情報発信、京都町衆の手作りメディア（コミュニティＦＭ

ラジオ）、若者とコミュニケーション思考 

デジタル化、市民メディア、コミュニティメディア、大学生

のメディア教育実践 

第２回

デジタル社会と市民参加の拡大（その２）：音声表現と市

民のつながり、アクティビズムのこれまでとこれから 

音声表現と市民、ペーパー・タイガーテレビジョン、自主

ビデオ制作上映運動

第３回

パブリックアクセスの歴史と現在（その１）：転換期のパブ

リック・アクセス（米国の事例からＮｏ．１）

 

ジェローム・バロン（米）、思想の自由市場論 第４回

パブリックアクセスの歴史と現在（その２）：転換期のパブ

リック・アクセス（米国の事例からＮｏ．２）

レッドライオン判決（1969年）、合衆国憲法修正第一条、

フェアネス・ドクトリン、フランチャイズ・アグリーメント 

第５回

パブリックアクセスの歴史と現在（その３）：社会運動とむ

すびついた自由ラジオ（フランス・イタリア） 

イタリア、「アウトノミア・メディア」、フランス、自由ラジオ

運動

第６回

パブリックアクセスの歴史と現在（その４）：旧社会主義圏

に広がる市民アクセス（統一ドイツ）、パブリックアクセス

の台頭と挫折（韓国） 

排外主義とメディア（ドイツ）、「開かれたチャンネル」（韓

国ＫＢＳ)

第７回

パブリックアクセスの歴史と現在（その５）：公共性を担う

コミュニティメディア（英国ＢＢＣ）とのパートナーシップ 

放送、公共性、コミュニティと公共放送のパートナーシッ

プ 

第８回

パブリックアクセスの歴史と現在（その６）：ケーブルテレ

ビと市民参加の地平（日本） 

市民放送、多様化する市民のメディアアクセス第９回

多文化・多元化とパブリックアクセス（その１）：多文化主

義放送と民族マイノリティ（カナダ）、多彩なコミュニティラ

ジオの展開（オーストラリア）、多文化主義とメディアアク

セス（台湾）

多文化主義、民族マイノリティ、マイノリティラジオ局、多

言語放送局

第１０回

多文化・多元化とパブリックアクセス（その２）：　多文化コ

ミュニティと「場」の共有（神戸市）、多文化・多元化の中で

進む市民メディア

たかとりコミュニティセンター、Ｒｅ：Ｃ、世界コミュニティラ

ジオ放送連盟（ＡＭＡＲＣ）、コミュニティラジオ支援の国

際連携、ハイチ大地震、ＦＭわぃわぃ

第１１回

パブリック・アクセスの可能性と未来（その１）：地域ＳＮＳ

とＩＣＴの可能性、「目で聴くテレビ」がめざす放送バリアフ

リー

ソーシャルメディア、地域ＳＮＳ、地域ミドルメディア、ツ

イッター、ユーストリーム、放送バリアフリー、障害者

第１２回

パブリック・アクセスの可能性と未来（その２）：アーカイブ

とフェアユース（米国の知恵）、コンピュータネットワークと

市民発進

米フェアユース制度、公共図書館、映像アーカイブへの

アクセス、グローバル化とインターネット、市民社会メ

ディア、電子公共圏と市民参加

第１３回
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指定教科書を中心に講義を展開し、試験もこれに対応する内容を問う。

指定教科書は、2011年四月上旬に出版予定である。

その他の参考文献については、講義の際に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

指定教科書『ネット時代のパブリックアクセス』の関連部分を、担当教員の指示にしたがって事前に読んだ上で講義にのぞんでほしい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Downtown Community Television Center: http://www.dctvny.org/

Our Planet-TV: http://www.ourplanet-tv.org/

 その他 /  Others

特になし。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

指定教科書と講義内容のポイントを示すレジメを対照させながら、講義前後には十分に自主学習をしておくこと。また講義の際、推薦書、または

講義内容と関連して視聴しておいてほしい番組や作品などを適宜紹介する。受講者は、音声・映像コンテンツ制作にかかわることで可能な機会

があれば、積極的に参加・活用し、自らが情報を発信する実践的な学習にも可能な限り取り組み、メディア情報の発信者となることにも挑戦する

ことが望まれる。

必要に応じてメールによりアポイントをとれば個別相談に対応することもできる。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ネット時代のパブリックアクセス 金山勉・津田正夫編／世界思想社／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

アクセス権とは何か 堀部政男 ／岩波新書／／

現代ジャーナリズムを学ぶ人たちのために 田村紀雄、林利隆、大井眞二編  ／世界思想社 ／4-7907-1056-4 ／

やさしいマスコミ入門：発信する市民への手引き 金山勉／金山智子 ／勁草書房 ／978-4-326-65303-4 ／

パブリック・アクセスの可能性と未来（その３）：グローバル

時代のパブリックアクセス

グローバライゼーション、グローバルな社会正義、公

共、グローカライゼーション、市民

第１４回

まとめ  アクセス権の獲得と概念の揺らぎ、高度化する情報ネッ

ト社会

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義を通じパブリックアクセスを理解する上で重要なキーワード、出来事、概念を的確に理解し

ているかどうかを包括的に問う。 

70 ％

平常点評価 授業出席と授業後のリアクションペーパー内容に基づく取組を評価する 30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

①社会にニュースがどうして必要なのか考えます。

②ニュースがどのように伝えられるのか構造を理解します。

③ニュースが信用されなくなっている原因を探り、解決策を考えましょう。

④テクノロジーの発達とインターネット、マルチメディア化でニュースと社会の関係はどのように変わるか考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

クラス内で指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回リーディング・アサインメントがありますので読んでおいて下さい。その内容を前提として授業をします。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

ニュース論 (S)  §  電波メディア論 (G)  §  放送メディア論 (G)  §  放送文化論 (W)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

13221

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

新聞を 低1紙は読んで下さい。テレビのニュースもみてください。 近の時事問題については「常識」と考え、 低限の説明しかしません。イン

ターネットのSNS(TwitterやFacebookなど）も積極的に使ってみて下さい。

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入のはなし・ニュースとは何か 信用・公共性 第１回

ニュースが信頼されるためのルール ジャーナリズム・真実・独立・討論 第２回

ニュースが作られるしくみ①新聞とテレビ マスメディア集中排除原則・再販価格維持制度 第３回

ニュースが作られるしくみ②ビジネスとしての報道機関 購読数・視聴率第４回

取材・編集・制作の現場で起きていること 実名と匿名・推定無罪の法理・報道協定第５回

映像の「約束事」と現実 フレーム・アングル・シーン・字幕第６回

政治・戦争のニュース オフレコ・記者クラブ・取材源の秘匿第７回

メディアの「暴力性」 メディアスクラム・犯罪被害者・ＢＰＯ（放送倫理・番組向

上機構） 

第８回

「公共放送」はなぜ必要か NHK・BBC・受信料・番組改編問題第９回

ゲストスピーカーによる講演と討論 詳細は追ってアナウンスします（スケジュール変更の可

能性あり） 

第１０回

コマーシャリズムとジャーナリズム クロスオーナーシップ・ビデオジャーナリズム 第１１回

デジタルでニュースはどう変わるか 地デジ・オンデマンド 第１２回

放送と通信の融合がもたらすもの 総務省・電波オークション第１３回

ネットワークとコントロール ・未来のメディアと私たち オープンソース・コード・プライバシー 第１４回

記述問題とまとめの議論 ※記述問題の詳細は追ってアナウンスします 第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ① 終講義日に行う記述問題（オープンノート・詳細はクラス内でアナウンスします）

②（希望者のみ）リーディング・アサインメントの「ディスカッション・グループ」による発表（詳細は

クラス内でアナウンスします）

③クラス内で書くコミュニケーション・ペーパー

④レポート(30%)：形式・詳細はクラスでアナウンスします

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ケータイ―携帯電話やデジタルハイビジョン放送などメディアの技術進歩は日進月歩である。本講は、マクルーハンなどのメディア論をふまえ、

中世のグーテンベルクの活版印刷術の発明から、今日のインターネット、ケータイ、ユビキタスまで、メディア技術がどのように発展してきたのか

を具体的に明らかにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代とメディア」は履修していることが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に指示する参考文献を学習することが望まれる。

単位数 /  Credit 2

メディア技術史 (S)

担当者名 /  Instructor 宮下 晋吉

15889

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

次の３点をめざす。

　第一に、メディア論をふまえたメディア技術史全体の流れの理解

　第二に、活版印刷、写真、映画、ラジオ、テレビ、インターネット等歴史的に も重要なメディア技術の基礎的理解

　第三に、それらメディア技術の歴史的、社会的意味の理解

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

理論的ベースに関わるテクストのエッセンス、必要 小限の部分は、講義資料として配付するのでそれをよく読むこと、また各メディア技術の原

理の基礎に関しては、授業中にできるだけていねいに解説することを心がけるが、不明の点があればその次の回の授業のときに質問すること。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディア・技術・社会 ケータイをめぐって、メディアとは、メディア技術史とは1

グーテンベルクの銀河系（その１） 「42行聖書」、Ｍ．マクルーハン、マクルーハンのメディア

論、「人間の拡張」

2

グーテンベルクの銀河系（その２） 紙とインク、ブックの誕生、J.グーテンベルク、活版印刷

術の発明

3

電子メディアの誕生 腕木式通信から電信へ、近代テレコミュニケーション技

術としての電信と電話、モールスとベル

4

電子とは、電波とは？ マックスウェルの電磁気学、ヘルツと電磁波の発見、マ

ルコーニと無線電信の発明

5

写真と映画の発明 ニエプス、ダゲール、タルボットと近代写真術、エジソン

とリュミエール兄弟

6

エジソンと音の複製 フォノグラフからグラモフォンへ7

ラジオの発明 クルックスの「予言」？、真空管、ドゥ・フォレスト、「第三

帝国の同調装置」か？

8

テレビの発明 ブラウン管とニプコー円盤、ツォリキンとアイコノスコープ

（撮像管）

9

コンピュータの誕生 コンピュータの起源、ENIACとフォン・ノイマン、ノイマン

型コンピュータ

10

シリコンバレーの一粒の麦 電子部品の発達、トランジスターからICへ、R.ノイス11

シリコンバレーの夢 マイクロプロセッサーの発明からグーグルまで12

インターネットヒストリー S.ジョブズ、ビル・ゲイツとパソコンの発明、アーパネット

からインターネットへ、M.アンドリーセン

13

ユビキタスとユビキタス社会 M.ワイザーと坂村健、トロンと組み込みコンピュータ、IC

タグ

14

マクルーハン再論 L.マンフォードとマクルーハン、メディア史の時代区分、

「テトラッド」―メディアの栄枯盛衰

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基礎的な知識を確認し、とくに講義で取り上げた重要な課題と論点について、講義の内容をふ

まえて、事実を理論的に説明し、自分の考えを述べることができるかを評価する。

70 ％

平常点評価 用語説明など基礎的な知識の確認を中心に中間の小テストを2回、日常の授業の理解度を把

握するためコミュニケーションペーパーを2回程度実施する。不定期に宿題を課すことがある。

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

毎回それに添って授業を進めるという意味でのテキストではないが、授業の理論的ベースに関わるテキストとして

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

映画（キネマトグラフ）や蓄音機（フォノグラフ）の発明者エジソンについて：

http://edison.rutgers.edu/papers.htm 

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディア論　人間の拡張の諸相 Ｍ．マクルーハン／みすず書房／4-622-01897-7／

グーテンベルクの銀河系　活字人間の形成 Ｍ．マクルーハン／みすず書房／4-622-01896-9／

複製技術時代の芸術 Ｗ．ベンヤミン／晶文社／4-7949-1266-8／

20世紀のメディア①エレクトリックメディアの近代 水越伸篇／ジャストシステム／4-88309-081-7／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版電気の技術史  山崎俊雄、木本忠昭／オーム社／4-274-12914-4／

目で見るデジタル計算の道具史 キトウェル、セルージ／ジャストシステム／4-88309-096-5／

グーテンベルク聖書の行方 富田修二／図書出版社／4-8099-0504-7-C0090／

起業家エジソン　知的財産・システム・市場開発 名和小太郎／朝日新聞社／4-02-259771-2／

電子立国日本の自叙伝 相田洋／NHK出版／4-14-084007-2／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　「情報化」とはそもそも何なのでしょうか？　この言葉が盛んに使われるようになったのは、電子ネットワークが登場する時期になってからです。

しかし、インターネットが登場するはるか以前から、情報化は徐々に進展し、人々の生活と社会の全体的な構造を大きく変えてきたのです。印刷

技術、マスメディア、インターネットは、それぞれ根底的に社会の構造を変える働きを持ってきました。

　このような時代時代のメディアのかたちを、一貫した視点からしっかりとみつめるために、まずはメディアの社会理論を学びます。社会学と社会

心理学、そして経済学は、メディアについての洞察力を身につけるための様々な道具を用意してくれています。その枠組みを利用して、様々なメ

ディアと社会との関係を「読み解いて」いくのが授業の目標です。

　また、授業は、毎回一つの「疑問」を 初にテーマとして提示し、それに答えるかたちで進めていきます。こうすることで、みなさんがどこに問題

意識を持ってほしいのかをはっきりさせることができると考えます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業外での補足学習（追加参照文献の紹介）、フィードバック、質問、連絡などを、ブログを利用して行います。受講生は定期的にブログにアクセ

スすることを勧めます。

単位数 /  Credit 2

メディア社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 筒井 淳也

15853

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアと情報化に関する様々な現象を考える際に使える、一貫した視点を身につけることができます。

・マス・メディア（新聞や放送）について考える際の基本的な思考枠組みを身につけることができます。

・インターネットの特性についての基本的な知識を身につけることができます。

・インターネットが社会をどのように変えていくのか、についての見方を学ぶことができます。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ふだんから社会問題、経済問題に関心を持つようにしましょう。新聞でもよいし、Wikipediaでもよいし、時事問題を解説したブログでもいいです。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

メディアの社会理論：「コミュニケーションが成立する」た

めに何が必要か？

社会理論、相互行為1

メディアと社会理論(1)：メディアについて学ぶ前に、「社会

の仕組み」について短く学ぶ

社会理論、経済理論2

メディアと社会理論(2)：産業化にはメディアが必要だった

---社会の中のメディアの働き

取引コスト、情報管理3

メディアと経済(1)：通信メディアが私たちを豊かにする 株式市場、システム構築4

メディアと経済(2)：通信メディアが私たちの仕事を変える システム構築、インターネット5

メディアと政治(1)：そもそも政治の働きって？ 意思決定、民主制6

メディアと政治(2)：マスメディアの功罪 マスメディアの失敗、親密性の専制7

メディアと政治(3)：インターネットは政治をどう変えるか？ 報道メディアと論評メディア8

メディアと政治経済：中間総括および質疑応答 社会学、経済学9

メディアと人間関係(1) CMC、SNS(Mixi,Facebook)10

メディアと人間関係(2) 社会的ネットワーク、信頼11

インターネット再入門 WWW、ハッカー倫理12

旧メディアと新メディア(1)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

マスメディア、インターネット13

旧メディアと新メディア(2)：インターネットはマスメディアを

滅ぼすのか？

報道、一次ソース、専門性14

メディアについて学ぶために何が必要か、および質疑応

答

メディアの社会理論、メディアの経済理論15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 主に論述に明確に答えているかどうか（授業内容の理解度）を評価します。80 ％

平常点評価 日常点評価は基本的に行いませんが、全体の授業運営の妨害になるような行動、私語等は、

他の学生の学習を妨げますから、減点の対象とします。

一度だけレポートを課します。テーマは講義中に指示します。（２０％）

20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業用のブログを開設する。URLは授業で知らせる。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

電子メールで行う。

    mail: tsutsui@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

テーマ:21世紀の「受け手」を考える

インターネットの「大衆化」から15年ほどが経過し、現在では人と人との「つながり」を促進する様々なサービスが提供されていることもあってか、

かつてマス・メディア論を支配していた「送り手／受け手」の二項対立図式は過去のものとなったように見える。では、情報を受動的に受け取り、

メディア産業に煽動・操作されるだけだった（と見なされてきた）「受け手」は消滅してしまったのか？　そもそも、かつての「受け手」は「情報発信」

や「自由な解釈」を行っていなかったのか？　この授業では、マス・メディアとインターネットとを対立的なものではなく、相互補完（もしくは相互浸

透）的な関係にあるものとしてとらえ、複雑な情報行動を行っている21世紀の「受け手」のありようについて考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基礎社会学、現代とメディア、メディアリテラシー論、コミュニケーション理論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

＜メディア＞をめぐる情況は日々変化しており、従来の議論が援用できない事象も当然のように起こる。授業で触れる論点もその意味で「過去」

のものではあるが、参考文献や資料で提示する文献は、＜メディア＞について考えるための土台を築くためには必読のものばかりである。授業

内容を理解するためだけでなく、レポート作成のためにも、（内容を完全に理解できなくとも）一読しておくことを強く勧める。また、小レポートでは

現在放送中のテレビ番組についての課題を出すので、テレビを視聴・録画する環境を確保しておくこと(「テレビが見られない」という理由で課題が

提出されない場合も未提出とみなす）。

単位数 /  Credit 2

メディア文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 瓜生 吉則

13317

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

「受け手」とはどのような存在なのか、溢れる情報の海の中で「受け手」は何を行っているのか、自身のメディア体験を相対化しながら、インター

ネットを含めた現在の＜メディア文化＞について言語化できるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『現代メディア史』 佐藤卓巳／岩波書店／／

『社会は笑う―ボケとツッコミの人間関係』 太田省一／青弓社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス：「受け手」を考えるとは何事か？ メディア論、送り手／受け手1

「観客」から「視聴者」へ（audienceの布置・１） 観客、視聴者、舞台2

舞台の「裏」とはどこか？（audienceの布置・２） 視聴者、裏読み、内輪空間3

「素」を見ることの快楽（audienceの布置・３） 素、ヤラセ、モニター4

画面に映っているのは誰か？（audienceの布置・４） 笑い声、パレオTV／ネオTV5

ドン・キホーテの銀河系（audienceの系譜・１） グーテンベルク、想像の共同体6

ニュースの消費者（audienceの系譜・２） 新聞、輿論／世論、疑似環境7

メディアは煽る／大衆は踊る（audienceの系譜・３） ラジオ、効果研究8

遠くを見る（audienceの系譜・４） テレビ、メディア・イベント9

＜現場＞とはどこか？（メディアの「リアル」・１） 洞窟の比喩、疑似イベント10

それはただの「現在」にすぎない（メディアの「リアル」・２） 実況、声11

プロレスする世界（メディアの「リアル」・３） ロラン・バルト、プロレス、２ちゃんねる12

ガチとヤオとのあいだ（メディアの「リアル」・４） メディア・リテラシー、ジャーナリズム13

「つながる」ことの不安（メディアの「リアル」・５） ダダ漏れ、パノプティコン14

総括：再度、「受け手」を考えるとは何事か？ メディア論、送り手／受け手15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で触れた論点をふまえたレポートを課す（4000字以上のレポートを予定）。60 ％

平常点評価 第5回と第9回頃に小レポート（2000字程度）を課す（詳細は授業プリントで提示する）。 終レ

ポートを含め、計3回のレポートをすべて期限までに提出した者のみ成績評価対象者とする。ち

なみに、2010年度の「メディア文化論」単位取得率（単位取得者÷履修登録者）59.4%であった

（内容は今年度とは異なる）。なお、いわゆる「出席点」は存在しない。

40 ％
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その他、講義の進行に合わせて適宜指示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『嗤う日本の「ナショナリズム」』 北田暁大／日本放送出版協会／／

『窓あるいは鏡　ネオTV的日常生活批判』 水島久光×西兼志／慶應義塾大学出版会／／

『アーキテクチャの生態系』N 濱野智史／NTT出版／／

『社会は情報化の夢を見る』 佐藤俊樹／河出書房新社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

現代社会において、メディアは政治・経済・社会・文化など我々の生活のあらゆる側面に影響を及ぼしている。このメディア社会を主体的に生きる

には、メディアをクリティカルに読み解き、社会におけるメディアの役割や特性を理解し、また自らメディアを制作する力、すなわちメディア・リテラ

シーが不可欠である。本講義においては、メディア・リテラシーの定義、目標、基本概念、理論、国内外におけるメディア・リテラシー教育の現状な

どを実践を通して学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。他専攻や他学部生でメディアの基礎知識がなくても十分に受講可能。

ただしテストや 終レポートがないからといって決して楽な授業ではないので、以下シラバスに記載してある授業内容や課題等をよく確認してか

ら登録すること。

自分で考える力を身につけたい学生の受講を歓迎する。

・　メディアログ（個人でつけるメディア日記）は第３回目の授業で、メディア分析レポートは第８回目の授業で提出する。分析方法等は授業で

紹介・実践する。

・　コミュニケーション・ペーパーは、授業の内容をよく理解した上で、メディア分析やその他の授業内課題を記述するものである。単なる出欠

確認ではなく、記述内容の出来によって０～５点で評価する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・日常生活において自分が使うメディアに常に注意を払い、本講義の目的を体して意識的にメディアを観察すること。

・メディア制作はグループで活動する時間を授業内にも設けるが、授業時間外に資料を集めたり取材や撮影を行わなければならないこともある。

単位数 /  Credit 2

メディアリテラシー論 (S)  §  メディア・リテラシー論I (G)

担当者名 /  Instructor 浪田 陽子

13165

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・　メディア・リテラシーの定義、目標、基本概念、理論、国内外におけるメディア・リテラシー教育の現状など基本的な事柄を理解する。

・　メディア分析やメディア制作課題などのグループ活動、およびメディアログ等の課題によって、メディアをクリティカルに読み解き、メディアを制

作する力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義　（授業の進め方）、メディアとは何か メディア、メディア社会第１回目

メディア・リテラシーとは何か メディア・リテラシー第２回目

メディア・リテラシーの基本概念 リプレゼンテーション（representation)、イデオロギー、価

値観

第３回目

メディアとオーディエンス アクティブ・オーディエンス、エンコーディング・デコーディ

ング

第４回目

広告を考える（１）　テレビ・コマーシャル 映像言語、メディア言語、映像技法、音声技法第５回目

広告を考える（２）　消費社会 消費社会、ブランド化（Branding)第６回目

広告を考える（３）　子どもへのマーケティング ターゲット・オーディエンス第７回目

カルチュラル・スタディーズとメディア・リテラシー カルチュラル・スタディーズ、サブカルチャー第８回目

リプレゼンテーションとアイデンティティー（１）　ジェンダー ジェンダー第９回目

リプレゼンテーションとアイデンティティー（２）　民族と文

化

民族、エスニシティー、文化第１０回目

メディアと暴力 バイオレンス、モラル・パニック第１１回目

産業としてのメディア メディア・コングロマリット、民主主義とメディア第１２回目

世界におけるメディア・リテラシー教育の取り組み（１） / 

グループ・プレゼンテーション（１）

メディア・エデュケーション第１３回目

世界におけるメディア・リテラシー教育の取り組み（２） / 

グループ・プレゼンテーション（２）

カリキュラム、ネットワーキング第１４回目

グローバル時代のメディア / グループ・プレゼンテーショ

ン（３）

グローバル化、グローバルメディア、デジタルメディア第１５回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①メディアログ（１０％）

②メディア分析レポート（１５％）

③コミュニケーション・ペーパー（４５％）

④グループ・メディア制作（３０％）

詳細は以下の「備考欄」を参照のこと。

100 ％
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・　グループ・メディア制作は、４、５人のグループでメディア（5分程度のビデオクリップや新聞記事など）を制作し、後半3回の授業で発表・ディ

スカッションを行う。評価は製作技術の高さではなく、この講義で学んだメディア・リテラシーの基本概念を理解し、自分たちのメッセージや制

作の意図が伝わるものになっているかどうかを基準とする。成績はグループ・ワークへの貢献度や課題の出来を加味して、個人ごとにつけ

る。グループは、他回生・他学部生がバランスよく混ざるようこちらで指定する。

・　受講者の人数等により、メディア制作課題の内容などに変更が出ることもあるかもしれないが、その際はすみやかに授業中に知らせる。

教科書は特に指定しない。必要に応じて授業中にレジュメや資料を配布する。

その他、適宜授業中に紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Media Awareness Network http://www.media-awareness.ca/english/index.cfm

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・　メディア分析やメディア制作など、受講者の積極的な参加が必要とされる授業である。全員でアイディアを出しあい、また互いの意見を尊重し

ながら協力してグループワークを行うことが要求されることを理解した上で受講登録すること。

・　ほぼ毎回行われるメディア・テクスト分析は日常点であるとともに、この講義の集大成であるメディア制作課題の練習・準備でもあるので、毎回

の出席と能動的な参加が必須である。初回に授業の進め方や課題、評価方法について詳細な説明をするとともにアンケートも行うので、第１回

目から必ず出席すること。

・　ＱＲコードシールを毎回持参すること。シールのないものは減点とする。

・　遅刻は他の受講者の迷惑になるだけではなくグループ活動などに支障をきたすので、厳しく対処する。レジュメや資料等は、授業開始から３０

分以降は一切配布しないので注意してほしい（病欠ややむを得ない事情を除く）。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新版　Study Guide　メディア・リテラシー[入門編] 鈴木みどり編／リベルタ出版／4947637595／

メディア・リテラシーへの招待 国立教育政策研究所編／東洋館出版社／4491019487／

メディア・リテラシーの現在と未来 鈴木みどり編／世界思想社／4790708969／

メディア・リテラシー教育：学びと現代文化 Ｄ．バッキンガム著、鈴木みどり監訳／世界思想社／4790712265／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　余暇とは何だろうか。近代思想として日本に導入された余暇とは、少なくとも字義通りの意味で「暇を余す」といったものでは語りきれない。他方

で、現代社会における余暇は、かつての"re-creation"としての、即ち労働力の再生産、という意味以上の役割が期待され、また付与されている。

それはなぜか、またそこにいかなる可能性と問題点を見出すことができるのだろうか。

　本講義では、以上のような問題意識を抱きつつ、以下の点に焦点を据えた授業を行いたい。

①西洋における余暇概念の歴史的展開過程を読み解く。②日本における余暇生活の歴史的展開過程を読み解く。③現代日本社会における余

暇の位置づけを多角的に検討する。

　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しない。

余暇に関する文献は枚挙に暇が無い。ひとまず余暇の研究に際する導入書として上記の参考書を挙げておくが、授業スケジュールのキー

ワードに挙げた人物の著作は、いずれも一読して損はない（殆どが岩波ないしちくま新書に収録）。なお、参考書は授業中にも適宜紹介す

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

現代余暇論 (S)  §  余暇論 (S)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

15882

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①余暇が誕生した理由、展開過程、現状について、社会科学的に考察する。

②余暇を通じて現代社会に活きる私たち世界のありようについて再検討する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

レジャーの誕生  アラン・コルバン編著  ／藤原書店／4894341875 ／

余暇学を学ぶ人のために 日本余暇学会監修／世界思想社／4790710904／

余暇学への招待 薗田 碩哉／遊戯社／4896594126 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

余暇論を学ぶ意義 授業の目的・進め方1

余暇思想史①―古代ギリシャ・ローマ ソクラテス・プラトン・アリストテレス・キケロ・セネカ2

余暇思想史②―中世・近世ヨーロッパ ホイジンガ・ルソー・パスカル3

余暇思想史③―近代西洋 カイヨワ・ヴェブレン・マイヤースン・リースマン4

余暇思想史④―西洋現代余暇論 ドゥマズディエ・フラスチェ・パーカー5

余暇の歴史（近代日本）①―前近代 遊び・芸能・祝祭6

余暇の歴史（近代日本）①―近代 民衆娯楽・盛り場・スポーツ・倶楽部7

余暇の歴史（近代日本）②―戦後 レクリエーション運動・高度経済成長・大衆消費者社会8

前半まとめ まとめ・ビデオ鑑賞9

現代社会と余暇①―情報化の時代 高度情報化社会・余暇情報センター・ネットワークの変

容

10

現代社会と余暇②―グローバリゼーションの時代 ライフスタイルの変化・異文化体験11

ライフスパンと余暇―余暇生活 労働時間と余暇・休暇と余暇12

新自由主義時代の余暇政策 余暇から自由時間へ・市民参加型社会13

権利としての余暇 余暇政策の問題点・人権と余暇14

21世紀社会と余暇 論点のまとめ・課題と展望15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を判定する。90 ％

平常点評価 自学自習を随時受け付け、その提出回数と内容に応じて加点する。提出は任意とする。10 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

  アジアには多くの国や地域があり、様々な文化や伝統がある｡また豊かな人的資源があり、潜在的な大きな経済市場もある｡日本はアジアの一

員である｡地理的にも歴史的にも文化的にもアジアと強い絆を持っている｡故に日本は大いにアジアに目を向けるべきであろうと思う｡

  本授業は､東アジアの日本､中国、韓国を中心に､アジアの文化､価値観､生活スタイルなどを紹介し、比較しながらその同質性や異質性を考え

ることにしていきたい｡この授業を通じて､アジアの国々の文化に対する関心や理解を深めると同時に､日本文化に対する再認識をも深めていき

たい｡

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

 期末試験に変わる 終レポートと、日常的な取り組み、出席、感想文などの平常点を総合して判断する。

　出席をとる時にはＱＲコードシールを使用しますので、持参してください。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

アジア文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

13288

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

◎　中国、韓国を中心としたアジアの国々の文化に対する理解を深めることができる。

◎　日本文化に対する再認識を深めることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 　 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『日本人・中国人・韓国人』 金文学／白帝社／／

『現代中国の生活変動』  飯田哲也編／時潮社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　文化とは何か｡視点や方法。文化・文明の衝突　第１回

　日本人・中国人・韓国人の国民性第2回

　儒教文化とその伝承第3回

　言語と文化  ――日本語、中国語､英語の比較から―

―

第4回

　婚姻法から見た儒教文化第5回

　文学から見た文化――平家物語を中心に――第6回

　道教・神道・禅の文化第7回

　日・中・韓の食文化とマナー第8回

　日・中・韓の住まい文化第9回

  アジアの仏教文化第10回

　本学の留学生との討論と交流第11回

　金閣寺と銀閣寺第12回

　お祭りの文化第13回

　スポーツの文化第14回

　日・中・韓文化の特徴第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 　

　期末試験に代わる 終レポートは60％なので、提出しなければならない。

60 ％

平常点評価 　

 日常的な取り組み、出席、感想文など。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

演劇というメディアは、劇場、舞台空間のデザイン、衣装、メイク、照明、演出、演技、台本といった多様な要素を含む、ライブの総合芸術である。

講義では、演劇の魅力について、学際的な知の枠組み、演劇的なパラダイムから、近代演劇の誕生とともに,60年代～70年代のアングラ小劇場

運動に焦点を当て、同時に広く現代のパフォーマンス・アートを含めて考察する。とりわけ、パフォーマンスとジェンダーの交差について重点的に

考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

レポート課題は２つ実施する。1つは、個人あるいはグループで、地域と劇場についてフィールドワークした調査結果についてまとめる。２つ目

は、試験に代わる 終レポート（個人課題）として、受講して興味を持ったテーマを自由に設定し、考察したことをまとめる。

※日常点評価４０％

ビデオを資料として使うので、それを見た後、感想を書いたり、適宜グループ・デイスカッションに積極的に参加する（日常点を加味する）。

教科書は使用しないが、主として、参考書に上げた『女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー』に基づいて講義をするので、重要文献

として参照してほしい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

演劇論 (S)

担当者名 /  Instructor 池内 靖子

15855

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

演劇的な知、パラダイム、理論的な枠組みについて学ぶと同時に、地域や都市の演劇空間、個別の演劇・パフォーマンスの表現について調べ、

考察する。とりわけ、ジェンダーとパフォーマンスの交差に焦点を当て、考察を深める。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

演劇に関する広い興味、関心をもち、それが私たちが生きる社会にとってどういう意味をもっているかについて考えること。劇場と地域の関係に

ついてフィールドワークを行う。講義では、グループ・ディスカッションに積極的に参加すること。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー

 

池内靖子   ／平凡社／978-4-582-47231-8  ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス、都市・地域と劇場 シアター・オリンピックス1

国民国家と演劇 近代演劇と女優の誕生 2

帝国のロマンスI  オリエンタリズムー『マダム・バタフライ』『M.バタフライ』 3

帝国のロマンスII オリエンタリズムと植民地言説、『ミス・サイゴン』 4

宝塚歌劇 I 男役と娘役、ジェンダー／セクシュアリティの構築  5

宝塚歌劇 II ファンは何を求めているのか 6

６０～７０年代のアングラ小劇場運動 I 鈴木忠志、唐十郎、佐藤信、寺山修司7

６０～７０年代のアングラ小劇場運動 II 寺山修司と岸田理生の「身毒丸」 8

舞踏の身体 土方巽、肉体の反乱 9

オルタナティヴな演劇空間と身体表現Ⅰ 金満里の劇団「態変」10

オルタナティヴな演劇空間と身体表現Ⅱ ゲストスピーカー（金満里さん）のトーク  11

アート・アクテイヴィズム／言説と身体 ダム・タイプ、異性装／越境について  12

ダンスとシアターの間 ピナ・バウシュのコリオグラフィー 13

90年代の日本の現代演劇から 萩尾望都の漫画「半神」と野田秀樹の舞台化 14

パフォーマンス・アート／言語・映像・身体 テレサ・ハッキョン・チャのテクスト『ディクテ』の舞台化15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 劇場フィールドワークの（グループ）レポートと試験に代わる 終（個人）レポートを課す。  60 ％

平常点評価 ビデオの感想を書き、グループでの議論に参加すること。  40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

『女優の誕生と終焉ーパフォーマンスとジェンダー』に基づいて講義をするので、重要文献として参照してほしい。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

踊る帝国主義　宝塚をめぐるセクシュアルポリ

ティクスと大衆文化   

ジェニファー・ロバートソン   ／現代書館 ／4768467733／

宝塚というユートピア 川崎賢子   ／岩波書店  ／978-4-00-430940-6  ／

迷路と死海 寺山修司 ／白水社 ／978-4-560-03254-1 ／

異郷の身体ーテレサ・ハッキョン・チャをめぐって

   

池内靖子/西成彦・編 ／人文書院  ／4-409-04078-2 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

美術作品にどのように時代の観察の眼が反映しているのか。本講義は観察者の存在を重視した17世紀オランダ絵画を出発点として、近代の自

然描写、断片的世界観を中心に社会史・思想史のコンテクストにおいて考察する。フリードリヒ、マネ、モネ、セザンヌ、ゴーギャン、ピカソ、カン

ディンスキー、モンドリアン、ポロック、ボイス、リヒター、キーファー、杉本博司など17世紀から現在までの絵画、写真作品、および広告、建築を対

象として、近代以降の観察者の立場の変容を考察し、今日の表象文化の諸前提を問う。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

表象文化論 (S)  §  芸術表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 仲間 裕子

15929

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

美術、芸術作品の主題を読み取り、時代の思想・世界観を知る。

主観的な感情移入や解釈を排し、客観的に作品を観察する力、ひいてはイメージに対する批判的思考力を養う。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

C.D.フリードリヒ : 「画家のアトリエからの眺め」 -

- 視覚と思考の近代 

仲間裕子 ／三元社／／

美術史をつくった女性たち─モダニズムのあゆ

みのなかで

神林恒道／仲間裕子編／勁草書房／／

雰囲気の美学 G,ベーメ／晃洋書房／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の全体像第１回

観察の眼   17世紀オランダ絵画　静物画第２回

近代の自然観 (1) 美学における自然観─カント、アドルノ、リオタール、

ベーメ他 

第３回

近代の自然観 (2) 19世紀初期　ドイツ・ロマン主義第４回

近代の自然観 (3) 19世紀後期　印象主義、ポスト印象主義第５回

近代の自然観 (4) 19世紀末　象徴主義第６回

近代の自然観 (5) 20世紀　抽象絵画 抽象表現主義第７回

近代の自然観 (6) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第８回

近代の自然観 (7) 20世紀後期～21世紀　コンテンポラリーアート第９回

断片的世界観 (1) キュビスム　ダダ第10回

断片的世界観 (2) ハンナ・ヘッヒとコラージュ的身体第11回

断片的世界観 (3)第12回

写真作品とイメージ 第13回

広告とイメージ第14回

建築とイメージ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 60 ％

平常点評価 毎回、講義で紹介した作品、理論などのコメントを

提出する。

40 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この講義でどんなことを勉強するかと言うと、次のようにまとめることができます。ことばとは、人間のコミュニケーションの単なるツールではなく、

誕生から死に至るまで人間は、ことばによる分節化を繰り返しながら、フランスの思想家のラカンが言う「想像界」と「象徴界」という虚構化された

世界を絶えず生成しているという点です。つまり、現代科学で「環境世界」とか「生活世界」とか言われているこうした世界は、人間の外部に客観

的に存在するものではなく、人間が存在して初めて姿を見せる後験的な世界なのです。そしてこうした世界は、人間の身体＝欲望との相関性に

よって絶え間なく構造化されていく、いわゆる生成の世界だという点です。従って、ハイデガーとともに現代思想の双璧をなすヴィトゲンシュタイン

が言う「言語ゲーム」とは、人間の欲望の展開であり、その意味では、円環的な人間の生そのものです。こうした人間の生の根幹に関わることば

の世界を考えていきたいのです。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

久津内一雄『言語と現代思想』を配布します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

言語文化論 (S)  §  言語コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 久津内 一雄

15930

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

到達目標を一言で言えば、人間と言語と文化の相関性の仮説にたつ現代思想の神髄に迫ることです。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

これがﾆｰﾁｪだ 永井均／講談社現代新書／／

ｳﾞｨﾄｹﾞﾝｼｭﾀｲﾝ「論理哲学論考」を読む 野矢茂樹／ちくま学芸文庫／／

時間論 中島義道／ちくま学芸文庫／／

寝ながら学べる構造主義 内田樹／文春新書／／

現代思想の冒険 竹田青嗣／ちくま学芸文庫／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

近代言語学の成立とその背景

ソシュール

１～６

言語相対主義の潮流

フンボルトに始まる言語相対論、サピア・ウォーフ仮説、ド

イツ意味論学派 

７～９

言語理論の記号学的展開

レヴィ＝ストロース

１０

言語理論の記号学的展開

ラカンの欲望論

１１～１２

言語理論の言語使用論的展開

ヴィトゲンシュタイン言語ゲーム論

１３～１４

言語と現代思想の問題〈まとめ〉１５

 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

例年通り、コミュニケーション・ペーパーを用いた双方向型講義を行う。本年度は「子どもの自尊心」をテーマとする。子どもだけでなく、我々日本

人の自尊心の低さは実に顕著であって、各種社会調査によっても明らかにされている。今期「自我論」では、そうした我々の自己評価の低さがど

ういう要因によって作り出され、どのような性質のものであり、どういう帰結をもたらしているのかについて、話題にしてみたい。議論の進行を踏ま

えながら、今後の我々のあり方についても、検討することとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「社会学理論」・「社会学史」・「社会倫理学」・「社会文化論」などの講義を履修していることが望ましい。自分の個人的な体験に寄りかからない次

元の想像力や思考力を獲得するために、抽象的な思考の地平を経験してきて欲しい。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義は、事前にテキストを読んでいることを前提に進めるので、事前に必ずテキストを読んでおくこと。

単位数 /  Credit 2

自我論 (S)

担当者名 /  Instructor 景井 充

13313

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

講義名からは心理学的内容を連想するかもしれないが、基本的には社会学的視点からの考察である。そして目指すは、社会学的視点から我々

自身と日本社会・文化を捉え返す批判的視点を獲得することである。そしてまた、そのような視点に立ちつつ、そこから見える社会的・個人的

パースペクティブを言語化できるようになるための基礎的訓練の機会ともしたい。究極的には、社会学が目指す社会的・人間的オルタナティブの

提起というものが具体的にいかなるものかを知り、自らの知的な道具のひとつとすることを、到達目標とする。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の目的・意図、手法および到達目標、 終評価につ

いての説明

『日本の子どもと自尊心』第１章「セルフ・エスティーム（自

尊心）」

自尊心・自尊感情１

『日本の子どもと自尊心』第２章「日本人とセルフ・エス

ティーム」

権威主義的文化と自尊心２

『日本の子どもと自尊心』第３章「セルフ・エシティームと

自己主張」

＜なる＞論理と＜する＞論理３

『日本の子どもと自尊心』第４章「小学生の自己主張とセ

ルフ・エスティームの発達」

自尊感情の発達４

『日本の子どもと自尊心』第５章「母親の価値態度と子ど

もの自己の発達」

文化としての「母」５

『日本の子どもと自尊心』終章「文化と自己の発達を巡る

一考察」

コミュニケーション・ペーパー（１）

＜私＞と「文化」６

コミュニケーション・ペーパー（１）へのレスポンス７

『イギリスのいい子 日本のいい子』第１章「自己主張と自

己抑制」

＜子ども＞の社会的馴化８

『イギリスのいい子 日本のいい子』第２章「イギリスとアメ

リカと日本」

子育ての文化的差異９

『イギリスのいい子 日本のいい子』第３章「幼児のしつけ

と教育の日英比較」

社会化の文化的ハビトゥス（１）１０

『イギリスのいい子 日本のいい子』第４章「日本とイギリ

スの子どもたち」

社会化の文化的ハビトゥス（２）１１

『イギリスのいい子 日本のいい子』第５章「日本人の対人

関係と子どもの自己の発達」

＜私＞なるものの成立１２

『イギリスのいい子 日本のいい子』第６章「新しい幼児教

育の方向性」

コミュニケーション・ペーパー（２）

自尊心の可能性１３

コミュニケーション・ペーパー（２）へのレスポンス１４

講義の総括 －－ われわれの自尊心と未来１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の内容を踏まえてオリジナルな考察を展開することを求める。単なる感想文や経験談は評

価の対象とはしない。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

コミュニケーション・ペーパーは成績評価の素材とはしない。

その他の参考書は講義の中で紹介するので、各自興味に沿って取捨選択されたい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

２回生には少し難しい講義ではないかと思うので、３・４回生での履修を勧めるが、意欲的な２回生の履修はもちろん歓迎する。単位が欲しいだ

けの学生には、本講義の単位取得は無理。みずからの個人的・社会的・文化的経験を意識的に捉え返す、ある意味で厳しい時間になるはずで

ある。そのような心と頭の準備をしてきてもらえればよろしかろう。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本の子どもと自尊心 佐藤淑子／中央公論社／9785121019844／

イギリスのいい子 日本のいい子 佐藤淑子／中央公論社／9784121015785 ／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

子どもの 貧国・日本 山野良一／光文社／9784334034702／

自己愛の時代 山崎久美子／ぎょうせい／9784324087695／

日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか 古荘純一／光文社／9784334035068／

一億総ガキ社会 片田珠美／光文社／9784334035723 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

講義担当者は、社会学的議論の根底には何らかの思想が据えられていなくてはならないと考えている。そういった意味で思想性のない社会学の

議論は、必然的に無味乾燥なものにならざるをえないと思っている。本講義は産業社会学部の学生を主な対象としているため、社会学上の議論

と関わらせる形で社会思想史を講じたい。歴史や社会の変化、人間行為、科学の根底には社会思想が関わっているということを受講生に理解し

てほしい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・社会学史に関する講義

・西洋近代史（とくにフランス革命以降）および日本近代史（とくに戦後史）

出席はとらない

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・スケジュールは、大雑把な流れ程度に考えておいて欲しい（学生の関心・意欲・理解等を考慮に入れながら展開したい）

・また本講義では、理解を促進するために適宜、ビデオ等を積極的に利用する

・本講義は双方向性を重視するため、聴講生の主体的参加、および発言の機会を設けたい

単位数 /  Credit 2

社会思想 (S)

担当者名 /  Instructor 尾場瀬 一郎

15886

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・思想を現実と遊離したものとしてではなく、時代・社会の表現として理解していく力を身につける

・今日の私たちの生活と関係している基本的な思想を押さえていく

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・社会思想に対する関心をもつだけでなく、現代の社会問題にも敏感であってほしい

・本講義では知識の一方的伝達ではなく「考える」ことを重視したい

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 自己紹介　授業の進め方　成績評価の基準等に関する

説明

１回

社会思想を考える　 丸山真男　思想史の考え方　古層　執拗低音　マンハイ

ム　思想の社会学　マルクス　ドイツ・イデオロギー　史

的唯物論　

２～３回

勃興する近代社会 デカルト　方法序説　われ　幾何学　ロック　統治二論　

王権神授説批判　契約の思想 人民主権 

４～５回

近代社会の影 ルソー　社会契約論　市民　自然人　文明　ヘーゲル　

法の哲学　人倫　市民社会　欲求の体系国家　世界精

神

６～７回

質問日 ここまでの授業でよく理解できなかった内容に関する質

問に答える

８回

資本主義的生産様式かプロテスタンティズムか マルクス　資本主義的生産様式　貧困　プロレタリアート

　土台　イデオロギー　社会主義　ウェーバー　上部構

造　宗教改革　プロテスタンティズム　合理化　テイラー

主義　フォード主義マクドナルド化　世界の脱意味化

９～１０回

近代社会とファシズム 全体主義　ヒトラー　フロム　自由からの逃走　アドルノ　

ホルクハイマー　啓蒙の弁証法　道具的理性　再魔術

化　ディズニー化　コミュニケーション的合理性

１１回～１２回

戦後日本思想の特質 丸山真男　超国家主義　近代化　「である」論理　「する」

論理　マルクス・ウェーバー問題　高度経済成長　日高

六郎　滅私奉公から滅公奉仕へ　ミーイズム　公害問題

１３～１４回

グローバル化時代の思想 ギデンズ　バウマン　グローバリゼーション　再帰的近代

　個人化　ジャガノートとしての現代社会　リスク社会　

ポスト・モダン社会

１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 社会思想の根本問題を理解できているか論述試験を課す（６０分・８００字以上）80 ％

平常点評価 授業のなかで感想や意見を２～３回書かせる（２００字～４００字程度）20 ％
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・教科書は使用しない

・毎回、レジュメや資料を配布する（授業の後半部になって「まとめて欲しい」というような要求には、いかなる理由があっても応じられない）

・上に挙げたものは古典中の古典である

・難しいかもしれないが、社会思想史上の古典を何か一冊読んでほしい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

とくにない

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

西洋思想の１６人 尾場瀬ほか／梓出版社／／ウェーバー、フロムやグラムシ等、講義で取り上げる思想

家を扱っている

社会契約論 ルソー／岩波書店／／社会思想史の出発点に置かれるべき思想家

法の哲学 ヘーゲル／中央公論新社／／社会や国家のあり方をヘーゲルが論じた

ドイツ・イデオロギー マルクス／岩波書店ほか／／思想やイデオロギーを批判的に理解する方法について

論じている

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 ウェーバー／岩波書店／／プロテスタンティズムがいかなる意味で近代社会を準備し

たか

日本の思想 丸山真男／岩波書店／／日本の戦後思想を考える際、避けて通れない

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、学説史的な展開を踏まえつつ、学生諸氏にとって身近なテーマを取り上げる中で、「社会」病理学の基本的な視点の獲得を目指

す。パート１では、なぜ・どのように近代・現代社会に特有の社会病理が登場してきたのかを、社会構造の変化という観点から捉える。主に、「自

由」、「平等」、「博愛」といった近代社会で「正しい」とされている考え方が、逆に社会病理を生み出すといった視座を提示する。パート２では、青

少年の意識といった側面を社会病理学の視点から掘り下げる。特に、「社会には病理が元々ある」という見方と、「社会病理が社会的に作り出さ

れる」という視点との交錯を講義する。パート３では、近年登場してきた「新しい」社会病理への見方を、主に家族臨床から捉え、社会病理学への

理解の深化を図る。同時に、「心」を病理とする見方の進展が進んでいる現状に対して、「社会」病理学の視点からそれを懐疑的に見ていく重要

性を示す。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「社会学史」、「基礎社会学」等の基礎的な知識を習得していることが望ましい。近年、マスメディアなどで頻繁に取り上げられる社会問題への関

心を持った学生の受講を希望する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会病理学 (S)

担当者名 /  Instructor 崎山 治男

13341

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・「社会病理」とされる事柄について、社会学的な見方を身につける。

・近代の「善」なる理念が、病理現象を産み出すパラドックスを理解する。

・とりわけ青少年の病理行動の背景を理解する。

・「新しい」病理現象とされる事柄への知識を深める。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 近代社会の功罪1

Part１：「社会」病理学とは何か：社会構造と社会病理・

「自由」であることは良いことなのか？：アノミーという社会

心理 

アノミー、自由2

「博愛」をどの範囲まで持てるのか？：都市化と社会的連

帯の崩壊 

アーバニズム、インナーシティ 3

「平等」であることはどこまで正しいのか？：「成功神話」

の落とし穴

教育、階層4

「勤勉」であるだけで良いのだろうか？：下位文化の光と

影

文化的再生産 5

Part2：現代の青年意識を「社会」病理学してみる・なぜ

「気の合う仲間」が出来るのか？文化的学習理論による

「仲間」作り 

学習理論6

近の少年は「キレやすい」のか？：少年犯罪を巡る統

計とレイベリング論

統計の陥穽 7

少年犯罪は「凶悪化」しているのか？：社会問題の構成

主義

マスメディアと少年非行8

地域や家族による支援はどこまで有効なのか：他者との

繋がりと紐帯理論

地域、ＮＰO9

「引きこもり」は何故起きるのか？：私事化する社会での

青年意識

コミュニケーションの高度化 10

Part3：現代社会の病理の諸相：社会病理の現在・目立つ

ことと目立たぬこと：劇場化する社会 

劇場型犯罪11

なぜ「家族」に問題を求めるのか？：トラウマとアディク

ション 

アダルト・チルドレン 12

「語ること」でラクになる？：ナラティブ・アプローチという相

互行為

セルフヘルプ・グループ 13

病理の過剰／病理の過剰：医療化の進展と社会病理 医療化・医療に回収される病理 14

まとめ：「心」の病理と「社会」の病理 「心」の病は本当か？15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容を踏まえ、自らの視点で社会病理を分析出来ているかで判断する。 100 ％
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特に指定しない。レジュメ、資料等を必要に応じて配布する。

必要に応じて紹介するが、社会病理学の学説史を押さえたものとして徳岡秀雄『社会病理を考える』世界思想社、宝月誠『逸脱とコントロール

の社会学』有斐閣、佐々木嬉代三『社会病理学と社会的現実』学文社を挙げておく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・社会病理は社会そのものを映し出す鏡である。日頃から新聞やニュース等に注目すること（但し、うのみにしないこと）。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

　社会文化論とは、社会と文化とを一体のものとして捉える方法・領域のことです。つまり社会文化論は、社会を解明するのに文化や習慣・ライフ

スタイル等を知ることが必要であるとすると同時に、文化もまた社会の中に位置づけられて初めて理解されるとします。この授業では、現代社会

における様々な社会文化の現象を、特に諸個人が他者からどのように承認されているか、という視点から取り上げます。というのは、諸個人が

「成功した生」を営み自己実現に至りうるためには、他者から様々な形で十分に承認されていなければならないと考えるからです。その視点か

ら、現代社会における様々な社会文化現象（例えばオタク系文化、ポピュラー音楽、スポーツ文化等）を解明していきたいと考えています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

プリントを配布する。視聴覚教材は適宜用いる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　授業中に取り上げる参考書の何か一冊を、セメスター中にノートを取りながら通読してください。定期試験ではそれを問う出題をします。

　試験に役立ちうるように、ふだんから身近な社会文化現象の具体例に注目し、資料等を集めておいてください。

単位数 /  Credit 2

社会文化論 (S)  §  文化社会学 (W)

担当者名 /  Instructor 日暮 雅夫

15872

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①社会文化論の基本的方法、基本概念、基本学説を、隣接する諸領域と関連させながら理解する。

②現代社会における社会文化の基本的特徴を理解し、具体例に即して分析する力を身につける。

③批判理論におけるコミュニケーション・承認についての考察の内容を理解し、現代社会の病理を批判する意義を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会文化論の学習にあたっては、自分に身近な社会文化現象を関心と問題意識とを持って取り上げること、先行する研究者や思想家の概念

や思考方法を正確に学ぶこと、それらを具体的な現象に応用して考察して表現することが大事です。講義にきちんと出席して正確に学ぶととも

に、自分で思考し表現する能力を身につけるように心がけてください。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

社会文化をとらえる視点１――フランクフルト学派の文化

批判１

アドルノ　文化産業　ベンヤミン　複製芸術1

社会文化をとらえる視点２――フランクフルト学派の文化

批判２

ハーバーマス　生活世界の植民地化　新しい社会運動2

社会文化をとらえる視点３――フランクフルト学派の文化

批判３

ホネット　承認論　病理批判　承認をめぐる闘争3

社会文化をとらえる視点４――大衆文化論・消費社会論 カルチュラル･スタディーズ　ホガート　ウィルス　スチュ

アート・ホール　

4

社会文化をとらえる視点４――ポピュラー音楽論 ヘブディッジ　フリス　ロックの政治学　パンク5

音楽の社会文化――ジャズ論１ ジャズ　大衆文化　エスニシティ　6

音楽の社会文化――ジャズ論２ ジャズ　文化的承認　疎外7

音楽の社会文化――ジャズ論３ アドルノ批判　ブリコラージュ8

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化１

オタク系文化　マンガ小史　「萌え」9

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化２

オタク系文化　ポストモダン　シミュラークル　動物化10

「オタク系文化」と公共圏――ポストモダン、モダンの社会

文化３

オタク系文化　モダン　公共圏　インターネット11

コミュニケーションの現在――ケータイ論 ケータイ　ネット縁　極私的対話　モラルとマナー12

コミュニケーションの病理――いじめの理論化 ハーバーマスの植民地化論　ホネットの承認論　侵害　

心的外傷

13

身体の社会文化――スポーツと勝利至上主義 勝利至上主義　スポーツマンシップ　競争　精神性14

社会文化論のまとめ――新しい倫理へ 社会文化　「成功した生」　自己実現　自己決定　承認と

コミュニケーション　病理　新しい倫理

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 終回に学習到達度を 終的に確認するテストを行う。評価基準：講義内容を理解し、自分で

具体例に応用して考察し、それを表現できているかを問う。

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

社会文化学会ホームページ（社会文化研究の具体例を見ることができます）。

http://japansocio-culture.com/

批判的社会理論研究会ホームページ（批判的社会理論研究が実際にどのように行なわれているかを、見ることができます）。

http://affkt.jpn.org/about/

 その他 /  Others

授業中の私語は禁止します。従わない場合は、退出させます。

授業中のケータイ・メールは禁止します。従わない場合は、退出させます。

遅刻・途中退出は禁止します。

参考書 /  Reference Books

授業終了後、話しかけてください。その時、相談時間を指定します。

後日、私のメールアドレスを研究室のドアに張り出します。（件名には「社会文化論」とつけてください。件名のないメールは読むことができま

せん）。

後日、オフィス・アワーの時間を研究室のドアに張り出します。（オフィス・アワーは学生の皆さんが、大学での勉強に関して何でも相談に来る

ことができる時間です。気軽に活用してください。できれば事前にアポイントメントを取ってください）。

その他、研究室で空いている時間にはご相談ください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

討議と承認の社会理論 日暮雅夫著／勁草書房／ISBN978-4-326-10182-5／ハーバーマスやホネットのフラン

クフルト学派の理論研究の参考となります。

批判的社会理論の現在 永井彰・日暮雅夫編著／晃洋書房／ISBN4-7710-1462-0／同上。

文化論のアリーナ 文化論研究会編／晃洋書房／ISBN4-7710-1170-2／幅広く社会文化論の理論研究

の参考となります。

社会文化理論ガイドブック 大村英昭他編／ナカニシヤ出版／ISBN4-88848-939-4／同上。



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

今日の日本の青少年にとってイジメ経験は も深く共有された、しかも、生の意味感受性の危機に深くかかわる深刻な経験として成立している。

この経験を社会倫理（応答の倫理学）の視点から振り返って、そこに孕まれている実存的諸問題を分析し、あらためて、そこからわれわれの生が

直面している問題を自覚しなおすという思考の作業を試みたい。授業の素材としては、受講生自身のイジメ経験、文学、歌、など、経験を意識化

するうえで刺激となるさまざまな生きた材料を多用したい。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし

立命館大学生協書籍部で販売

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会倫理学 (S)

担当者名 /  Instructor 清 眞人

15845

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

自己自身の経験を哲学的に分析する思考経験をしてみる。「応答の倫理学」と呼びうる代表的思想家の基本観点を知る。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書をよく読み、問題の全体的な相互関連への関心を高めること

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

創造の生へ――小さいけれど、別な空間を創る 清眞人／はるか書房／978‐4‐434‐1148‐8／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

基礎経験と思想（パースペクティヴ）――イジメ経験を問

い返す意義

基礎経験・パースペクティヴ・イジメ経験 ・記憶・村上春

樹の文学

1

イジメ経験が生みだす実存的諸問題１ 内面的自殺、実存のタマネギ化 、空虚化と暴力による

補償的存在充実、村上春樹の文学、三島由紀夫の文

学

2

イジメ経験が生みだす実存的諸問題2 存在の透明化、世界の夢化と他者の消滅、自傷行為を

とおしての存在確認 村上春樹の文学、三島由紀夫の

文学, ジョン・レノンの歌Strowberryfield for ever 

3

イジメ経験が生みだす実存的諸問題3  傍観者化、友情という基礎経験の崩壊 、可能性意識の

縮減と孤立感、仲間性の人間学 

4

存在承認による生の解放とジョン・レノンの歌 Oh my 

love , Love  

愛と実存、フランクル、ジョン・レノン  5

心的外傷とジュディス・ハーマンからの問題提起  ケアされた経験、ジュディス・ハーマン、治療同盟、ジョ

ン・レノンの歌Mother　Help 

6

応答の倫理学1――レヴィナス レヴィナス、傷つきやすさ（vulnerability）7

応答の倫理学2――フロム 応答責任性、フロム8

応答の倫理学3――ブーバー 「私‐きみ」関係性9

応答の倫理学3――レイン 自己と他者10

応答の倫理学4――ニーチェとサルトル 暴力のマニ教主義11

応答の倫理学5――フランクル 生の意味への問いのコペルニクス的転換、黒澤明作品

「生きる」

12

実存と意味欲求 実存、意味、ニーチェ13

文学と倫理 三島由紀夫と村上春樹のあいだによこたわ

るものとしてのニーチェ

三島由紀夫、村上春樹、ニーチェ14

まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーの提出数

授業中に出すミニレポート課題への取り組み 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

我々の身体は、姿勢、しぐさ、動作などによって言語以上に雄弁にものを伝えることが可能である。こうした身体表現は、ことばならざることばで

あるところの非言語コミュニケーションと考えられ、コミュニケーションの重要な要素と考えられる。またその身体表現は、自然・社会・文化などと

深くかかわり様式化された身体表現つまり舞踊として踊られている。こうしたことをふまえて、この講義では、1．身体表現の概念と諸相　2．日本

と世界各国におけるさまざまな舞踊と自然・社会・文化とのかかわりを考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

芸術と社会にかかわる科目

文化人類学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介する参考文献を読み、自ら関係する文献を検索し、さらには実際の舞踊公演を鑑賞し、身体表現に関する知見を広め深化させる。

単位数 /  Credit 2

身体表現論 (S)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

13138

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

身体表現とは何か、さらに身体表現は自然・社会・文化と深くかかわっていることを学ぶことによって、受講者の「身体表現と社会・文化を見る視

点」を獲得することが期待される。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

無意識に行っている身体表現を意識化させ、その表現は、自然・社会・文化と深く結びついていることを考える。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 自己紹介、授業の到達目標、成績評価方法等1回

非言語コミュニケーションの概念 肉体、姿勢、しぐさ、空間、色彩、時間等2回

非言語コミュニケーションと社会・文化 日本、欧米等様々な社会・文化、非言語コミュニケー

ションの諸相

3回

非言語コミュニケーションの分類・役割及び30分間の確

認テスト

確認、修飾、代用、コミュニケーション管理、矛盾等4回

舞踊（様式化された身体表現）の概念・現代における舞

踊の意味

舞、踊り、舞踊、ダンスという言葉の意味、舞踊における

聖と俗等

5回

日本の伝統舞踊（１） 古典舞踊（雅楽、能楽、歌舞伎、日本舞踊等）と民俗舞

踊（神楽、田楽、風流等）のとらえかた

6回

日本の伝統舞踊（２） 表現の様式と技法、表現要素の複合化、序破急の形

式、道行の形式、舞踊動作の特性

7回

中間のまとめとグループワーク・レポート提出 非言語コミュニケーションに関する多面的な討論とプレ

ゼンテーション

8回

世界の舞踊（１） アフリカの舞踊と社会、舞踊特性と自然・社会・文化9回

世界の舞踊（２） アジアの舞踊と社会、舞踊特性と自然・社会・文化10回

世界の舞踊（３） 欧米の舞踊（特にフォークダンス、バレエ）と自然・社会・

文化

11回

現代の舞踊（４）と30分間の確認テスト実施 欧米の舞踊（特にモダンダンス、ポストモダンダンス、コ

ンテンポラリーダンス）と自然・社会・文化

12回

クロスオーバーする現代の舞踊 現代美術、パフォーマンス等における身体表現、オル

ターナティブスペース

13回

舞踊教育の思潮と動向、生涯学習時代における舞踊教

育

アメリカ、イギリス、日本における舞踊教育の流れ、生

涯学習時代における舞踊学習内容

14回

各ジャンルごとの舞踊の特性、聖と俗に関する舞踊、まと

め

身体表現と形式、舞踊の構造と機能、現代社会におけ

る舞踊の意味

15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 試験答案における論理的な記述や授業の理解度などを評価する。60 ％

平常点評価 2回の確認テスト実施と1回のレポート提出：どの程度主体的に学習し、自ら考察しようとしたの

かを判定する。

40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

舞踊学講義 舞踊教育研究会／大修館書店／4‐469‐26197‐1／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

非言語コミュニケーション マジェリー/F/ヴァ-ガス／新潮社／4-10-600334-1／

しぐさの世界 野村雅一／日本放送出版協会／4-14-001429-6／

異界へのメッセンジャー 姫野　翠／出帆新社／4－86103－016－1／

おどりの美学 郡司正勝／演劇出版社／4-900256-40-4／

渡来の祭り　渡来の芸能 前田憲二／岩波書店／4－00－024123－0／

舞踊と社会 遠藤保子／文理閣／4-89259-375-3／

手の日本人　足の西欧人 大築立志／徳間書店／4-19-554087-9／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

【スポーツの構造と規範】 スポーツが単なる日常の身体活動と異なる 大の理由は、それ が“ルール”によって設定された,特殊な意味をもつ虚

構空間での活動だからである。

　では、スポーツ・ルールはどのような意味を持つのかを主題に、第一に、スポーツ･ルールはどんな原則から 成り立ち、変化・変更は何故、起こ

るのかについて、解明する。第二に、スポーツは一つのシンボルであり、メッセージである。それはどんな意味と理念をもつもの なのか、を解明

することを通じて、“ルール”に隠された規範のあり方を解明する。そして、そのことを通じてプロとアマ、エリートとマスに分裂したなかで生起する

モラルハザードを問い直し、スポーツの意味・価値と評価・表彰のあり方を展望する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「スポーツ文化論」を基本に、「余暇の社会史」「スポーツ史」「スポーツ社会学」を履修しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

スポーツ規範論 (S)

担当者名 /  Instructor 草深 直臣

15878

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

スポーツにルールがあることは、だれもが知っている。しかし、ルールの原則と意味を理解しているものは少ない。スポーツのビジネス化の中で、

変貌を遂げて いる現代スポーツをルールに焦点をあて、スポーツ精神のありようを吟味する。したがって、ルールの原則にかかわる基礎的知識

を理解し、スポーツ精神に込められた規範を捉え直す論理力を身につけるとともに、現代スポーツの深部を洞察する力を養う。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

（序）スポーツ・ルールの意味  

(1)時事問題からルールを探る　

  

 

 

    

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

参考書 / Reference Books 

「書名」をクリックすると図書館の所蔵状況を確認できま

す。

検索方法等ご不明な点がありましたら、図書館にお尋ね

ください。

 

書名

Title 著者

Author 出版社

Publisher ISBNコード

ISBN Code 備考

Comment 

スポーツの自由と現代　下巻    草深直臣他編著    青木

書店      

スポーツ・ルールの社会学    中村敏雄    有斐閣       

スポーツのモラル    J.フィレ－リ－    不昧堂      

スポーツ倫理学講義    川谷茂樹    ナカニシヤ出版      

スポーツ･ルールの論理    守能信次    大修館      

参考になる WWW ページ / Web Pages Useful for 

Reference 

教員との連絡方法 / How to Contact Teaching Staff 

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載

されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

（2)ルールの意味空間と技の構成：Wrestring/角力/相

撲  

第1週



2011 年度シラバス立命館大学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

マスコミから流れるスポーツ情報に鋭く反応し、その言説の深部を探り当てるように感性を研ぎ澄ますこと。 

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

その他 / Others 

１）解らないことはその場で質問すること。“解った気”にな

らないこと。 

  第１章　２つのルール   

(1)慣習からの明文化 (2)ルールの性質： 明示性と暗示性

  

 

第2週

  第２章　明示的ルール   

(1)明示的ルールの５つの原則  

 

合意性

無作為的公正

第3週

同上 平等

合理性

第4週

　第2章　明示的ルール    

(2)明示的ルールの性格と役割：

(3)明示的ルールの構成 

 

不変性と可変性

醍醐味

第5週

(4)ルールの変化と要件： 変化の８要因 技術の厳格性

ゲームの安定性

第6週

同上第7週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

（1）明示的ルールを支えるモラル  

反則と禁止第8週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

（２）「禁止されていない｣プレイと「許されない｣プレイの逆

進性  

 

第8週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

(３）スポーツマンの行動綱領：

スポーツマンシップとフェアプレイ

「 競うことの正義」

第9週

  第３章　ルールの暗示性とスポーツ規範  

(4)日本的スポーツ精神と武士道的倫理

(5)欧州会議「フェアプレイ宣言」    

 

第10週

  第４章　現代スポーツモラルの動揺とドーピング問題  

(1)ドーピング問題の社会的基盤   

 

  第４章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題  

(2)ドーピングの禁止根拠とスポーツモラル：生命の自己

決定権と普遍的人間性  

 

第13週  第５章　スポーツの競争と交流  

(1)競争的序列と結果主義：優勝劣敗主義は必然化？  

勝利至上主義の政治的･経済的助長

インテンシブの導入

第11週

  第４章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題  

(2)ドーピングの禁止根拠とスポーツモラル：  

 

生命の自己決定権

普遍的人間性

第12週

　第4章　現代スポーツ規範の動揺とドーピング問題

(3)生命の尊厳とスポーツモラル

虚構のなかの真実

フェアーネスとホネスト

第13週

  第５章　スポーツの競争と交流  

（１）競争的序列と結果主義：優勝劣敗主義は必然化？ 

（２）「敗れざるものたち」から「さすらいの甲子園」へ

  

敗北の美学

共感の美学

第14週

（3）虚構の中の真実 

（４）スポーツの正義

（５）手をつなぐスポーツマンと市民

（６）スポーツ機構の公開性とモラルの再構築

 競い合う仲間 

 盲目的ルール遵守主義

　ルールの創造

   

(３)「美しく負ける」意味　（４）スポーツの価値と観賞　  

 

第15週

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.
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「スポーツ規範論」(文理閣）を出版予定。 

参考文献は、レジュメにも列記する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

メールアドレス＝nkt01650@fc.ritsumei.ac.jp

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

スポーツ知識は『常識』のようであるが、その『常識』を疑うことから始めること。『ルール』を覚え、守るのではなく、考え、変えていく立場で現実を

見据えること。 

判らないことは、極力その場で質問すること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツの自由と現代　下巻 伊藤高弘ほか編／青木書店／／

スポーツ･ルールの社会学 中村敏雄／有斐閣／／

スポーツ･ルールの論理 守能信次／大修館／／

スポーツ倫理学講義 川谷茂樹／ナカニシ出版／／

スポーツ倫理の探求 近藤良享／大修館／／

定期試験（筆記） スポーツの「ルール」とモラルの基本を理解し、現実を洞察する論理･分析力。  100 ％

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

グローバル化社会の中で肥大化するスポーツ産業の様々な様相に焦点を当て，スポーツ文化の変容のメカニズムを，国の内外のケースをもと

に解明する．また国内に目を向け．新しい公共の確立に向けて注目されている地域スポーツ環境において，政府の掲げる｢スポーツ立国戦略」と

スポーツ産業の接点，つまり，指定管理制度，NPO法，PFI等の制度を利用した民間活力導入による可能性に関して検討していく．

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

スポーツと現代社会の関連性に関する社会学的また経営学的科目

特に指定しない．

その他，トピックに即して，授業時に紹介していく．

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業時に紹介．

単位数 /  Credit 2

スポーツ産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 海老島 均

13340

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

1.　 現代社会において，スポーツ産業がスポーツ文化を変容させているメカニズムを理解し，スポーツ環境整備にむけてのガバナンスの必要性

を学習する。

2.　スポーツ政策と民間活力との接点という観点での，スポーツ産業の可能性に関して理解する．

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツプロモーション論 佐伯年詩雄／明和出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション スポーツ産業，スポーツ文化1回

グローバル化社会におけるスポーツ産業① グローバル化社会，スポーツビジネス，NBA2回

グローバル化社会におけるスポーツ産業② 多国籍企業，ラグビー，3回

グローバル化社会におけるスポーツ産業③ サッカー，クラブ，FIFA4回

巨大イベントのガバナンス オリンピック，IOC，ワールドカップ5回

放映権ビジネスのガバナンス オリンピック，FIFAワールドカップ，放映権6回

わが国のスポーツ産業の特殊性 プロ野球，Jリーグ，大相撲7回

スポーツ産業における身体① フィットネス産業，健康産業，医療8回

スポーツ産業における身体② トップアスリート，ドーピング9回

スポーツ政策とスポーツ産業 スポーツ立国戦略，マネジメント，10回

地域スポーツ振興とスポーツ産業① 指定管理者制度，公共施設，ソーシャル・ガバナンス11回

地域スポーツ振興とスポーツ産業② スポーツNPO，PFI，ソーシャル・キャピタル12回

地域スポーツ振興とスポーツ産業③ 総合型地域スポーツクラブ，マネジメント13回

スポーツ産業の将来と新しいスポーツ文化の構築 グローバル・ガバナンス，ローカル・ガバナンス，スポー

ツ文化

14回

まとめ 新しい公共性15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容の理解や応用がレポート内容にいかに反映されているか，また，各自の独自性が織

り込まれているかという観点から評価．

40 ％

平常点評価 授業への参加の姿勢，リアクション・ペーパーへの記述内容，小テスト．60 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

「スポーツを社会学する」とはどのようなことだろうか。そうすることで何が見えてくるのだろうか。このような問いに答えるため、本講義では、これ

まで研究されてきたスポーツ社会学の代表的な研究や理論の紹介を行い、社会学の視角を入れることで、スポーツの何が、どのように見えてく

るのかを示すことにしたい。またこの講義では、今日のスポーツをスポーツ社会学ではどのように捉え、何を問題として見ようとしているのかにつ

いても示していくこととする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

・スポーツ社会学は文字通り「社会学」の一つです。従って、社会学の基礎理論的科目をあらかじめ、また　は並行して受講することで理解が深

まります。受講している他の科目すべてを相互に関連づけて、有機的　に学んでください。

ゲストスピーカーを招き授業時にレポートを課す場合がある。その場合は原則としてレポートを加点として取り扱う。その旨事前に授業時にア

ナウンスする。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

可能な限り身近な問題から説明し、徐々にマクロなな構造的問題に敷衍していくこととしたい。社会評論ではなく、あくまで社会学であるので、

個々の授業では前半は理論的枠組みの説明になる。従って理解を円滑にすすめるため、可能な限り当該領域の理論の予習をされることを望

単位数 /  Credit 2

スポーツ社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 山下 高行

13215

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・スポーツを社会学的に見るとはどのようなことか、そのことによって得られる新しいスポーツに対する見　方とはどのようなものなのかを理解す

ることを目的とします。

・現代のスポーツの問題を、各自が「社会的文脈」と関連づけてとらえることができるようになることをこ　の講義の 終的な目的とします。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会学理論を多用し、その応用的展開という性格を持つので、3回生以上の受講が望ましい。2回生が受講する場合は基礎的な社会学の概念

や理論についての理解を独自にすすめておくこと。

日本スポーツ社会学会の学会誌『スポーツ社会学研究』が図書館に入っているので、各号の興味のある論文を読むことをお勧めします。スポー

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツ社会学とは；歴史と研究状況 ISSA、日本スポーツ社会学会、スポーツの社会評論と

の違い 

１

スポーツ・バーナウトの機序 バーナウト、ドロップアウト、トランスファー  ２

役割期待のアンヴィバレンス 地位、役割、組織３

組織構造とパフォーマンス P機能、M機能、権限構造 ４

小集団の凝集性 ソシオメトリー、FIRO-B ５

「日本的」スポーツ組織の構造 属性原理、業績原理、擬制家制度６

スポーツ社会学の代表的理論（１）ブルデューとフランス

スポーツ社会学

スポーツの選択原理、階級、ハビトゥス７

スポーツ社会学の代表的理論（２）スポーツの場の理論と

日本のスポーツの変容 

スポーツの場、状況の「反転」８

スポーツ社会学の代表的理論（３）カルチュラル･スタディ

ズと英国スポーツ社会学  

権力、ジェンダー、階級、表象分析９

スポーツ社会学の代表的理論（４）ナショナリズムとス

ポーツ

スペクタクル、モニュメント、象徴 １０

スポーツ社会学の代表的理論（５）エリアス「文明化の過

程」とスポーツ

近代文化、近代スポーツ、情動の制御１１

スポーツ社会学の代表的理論（６）グローバルスポーツの

展開

スポーツ=メディアコンプレックス、スポーツ移民、スポー

ツ商品

１２

日本社会の変容とスポーツ（１）スポーツの産業化と社会

的基盤の変化  

企業スポーツ、第二臨調・行革、プラザ合意、スポーツ

ビジネス 

１３

日本社会の変容とスポーツ（２）スポーツの場の反転 

 

Jリーグ、サポーター、地域１４

まとめ：スポーツの新しい可能性と主体 新しい社会運動、スポーツNPO  １５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） １．授業内容の理解度（概念の正しい理解が主となる）。２．自身の問題設定の仕方。 100 ％
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特に使わない。授業時のみレジュメを配布する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.jsss.jp/　(日本スポーツ社会学会HP）

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

ツの柔らかい評論ものではなくて、スポーツをアカデミックに社会学するとはどのようなものか理解できると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

スポーツ・レジャー社会学   D．ジェリー、清野正義他編   ／道和書院 ／4-8105-4008-1／理論部分の予習用

変容する現代社会とスポーツ 日本スポーツ社会学会編   ／世界思想社 ／4-7907-0723-7 ／現代スポーツの変化

について 

近代ヨーロッパの探求8、スポーツ 有賀郁敏他著  ／ミネルヴァ書房／4-623-03509-3／近代スポーツ史、グローバリ

ゼーションの理解に 

新しい体育・スポーツ社会学をめざして   体育・スポーツ社会学研究会   ／道和書院／4-8105-2020-Ｘ ／体育・スポーツ社会

学の到達点を理解するために

スポーツ社会学研究（各巻）   日本スポーツ社会学会／創文企画／4-921164-90-4 ／1巻から13巻までは法政大学

出版

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

【授業の概要】

現在、スポーツは、多くの人々に様々な形―たとえば、競技者もしくは観客としてのスポーツへの参加やファッション・アイテムとしてのスポーツ・

ウェアの着用のように―で享受されるようになっている。まさに、スポーツは単なる身体運動としてのみ存在するのではなく、人間によって創造さ

れた多様な文化様式として存在している。しかし、その一方でドーピングの問題のように、スポーツではしばしば、スポーツの内在的性格につな

がるような、様々な問題が生じることがある。そのさい、人々はその原因を「スポーツの『本質』にある」と批判し、ともすればスポーツへの敵意を

あらわにすることさえある。しかし、はたして、スポーツをめぐる諸問題の原因を、全てスポーツの「本質」に帰結させることで、問題は解決するの

であろうか。そして、そもそも、スポーツの本質とは、なんであろうか。本講義は、これらについて検討を試みたい。そのため、まずスポーツの本質

として出されている批判にはどのようなものがあり、そこで何が批判されているかを整理してみたい。それをもとに、これまでスポーツについて書

かれた古典ともいうべき著作を紐解いて、スポーツとはどのようなものとしてとらえられているのか、皆さんと考えてみたい。そのうえで、スポーツ

を構成している重要なルール、技術、競争などについて考察を深めたい。これらを通して人間にとってスポーツとは、どのような文化なのかを考

えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

単位数 /  Credit 2

スポーツ文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 市井 吉興

13157

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①スポーツを文化として成り立たせている諸要素を検討し、「人間－スポーツ－社会」の枠組みでスポーツ　の総体を把握していく考え方を身に

つける。

②スポーツを「人間的自由の獲得」という視点から考察を試み、スポーツを介した豊かな社会構想の糸口　　（たとえば、「スポーツ・フォー・オー

ル（みんなのスポーツ）」の再検討）をつかむ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

スポーツという文化をどう考えるか：

近代スポーツへの批判から論点を整理する①

高度化するスポーツ、商業主義、勝利至上主義、ドーピ

ング

1

スポーツという文化をどう考えるか：

近代スポーツへの批判から論点を整理する②

反競争、トロプス、ニュースポーツ2

スポーツ文化の構成原理の探求①：

「スポーツ」の定義をその語源と各種「スポーツ憲章」から

辿る

遊び、気晴らし、競争、身体活動、スポーツ・フォー・

オール

3

スポーツ文化の構成原理の探求②：

スポーツ研究の古典を紐解く・カイヨワの『遊びと人間』

遊びの類型、競争、偶然、模擬、めまい、遊戯、競技4

スポーツ文化の構成原理の探求③：

スポーツ研究の古典を紐解く・ホイジンガの『ホモ・ルーデ

ンス』

遊び、真面目、不真面目、近代スポーツ批判5

スポーツ文化の構成原理の探求④：

スポーツ研究の古典を紐解く・エリアスの『スポーツと文

明化』①

文明化過程、暴力抑制、娯楽のスポーツ化、議会主義6

スポーツ文化の構成原理の探求⑤：

スポーツ研究の古典を紐解く・エリアスの『スポーツと文

明化』②

興奮の探究、興奮と緊張のバランス、見るスポーツ、狐

狩り

7

スポーツルールをどのように捉えるか①：

中村敏雄の著作（『スポーツルールの社会学』等）を手が

かりに

アマチュアリズム、フェアプレイ、オフサイド、メンバー

チェンジ

8

スポーツルールをどのように捉えるか②：

エリアスの『スポーツと文明化』を手がかりに

ルールの静態的分析、ルールの動態的分析、競争、興

奮と緊張のバランス

9

スポーツルールをどのように捉えるか③：

守能信次の著作（『スポーツルールの論理』等）を手がか

りに

平均的正義、配分的正義、面白さの保障10

スポーツの「技術」について考える①：

ルール改正と技術との関係・競泳界における泳法を中心

に

潜水泳法、バサロスタート、平泳ぎの水中ドルフィンキッ

ク

11

スポーツの「技術」について考える②：

競泳界におけるハイテク水着論争

科学的なドーピング、レイザー・レース、国際水泳連盟12

スポーツの「技術」について考える③：

強くなれれば、なんでもありか・ドーピングについて

生命倫理、薬物ドーピング、遺伝子ドーピング、自己決

定権

13

スポーツと「性別」について考える：

誰が、スポーツ選手の性別を決定するのか？

セックスチェック、半陰陽、トランス・ジェンダー、ジェン

ダー

14
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本講義は、講師からの一方通行型の講義ではなく、双方向型を機軸に、講義テーマをともに考えるようにしたいので、受講生から感想文やミ

ニ・レポートの提出を求める（予定として6～7回の提出）。ただし、4回以上提出していない場合には、自動的に評価の対象から外す＝自動的

にF評価となる。受講者の意見については講義内でフィードバックする。また、ミニ・レポートには小テスト的な要素も含まれているので、遅刻

や雑談をすると不利な状況になることを心されたい（講義終了時に回収。後日受理不可）。提出したミニ・レポートは返却されないので、各自

が責任をもってミニ・レポートの提出回数を把握しておくこと。なお、定期試験については選択式論述問題を予定している。定期試験評価の基

準は、講義で学んだ内容から自分の問題意識を発展させた答案を高く評価したい。つまり、単なる専門知識の修得度よりも各自の問題意識

の向上度を総合評価の基準としたい。

特定のテキストを用いず、講義ごとにレジュメと資料を配付し、それを用いて講義を行う。なお、講義内容の理解を深めるために、映像資料を

用いることもある。

ひとまず、上記のテキストを参考書として紹介する。しかし、これら以外にも必要な文献はあるので、講義の進度に合わせて他の文献も適宜

紹介することにしたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

かつて、皆さんは「（学校の）勉強には予習と復習が大事」と教員や親から言われた経験があろう。たしかに、このフレーズに間違いはない。しか

し、本講義においては、予習よりも復習に時間をかけていただきたい。講義を聞いて、疑問に思ったことは、講義担当者に質問したり、紹介され

た参考文献を読んだり、各自で調べたりすることを通じて、時間をかけて理解を深めていただきたい

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本スポーツ社会学会ホームページ（http://www.jsss.jp/）

日本体育・スポーツ哲学会ホームページ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/jspspe/）

国際スポーツ社会学会ホームページ（http://www.issa.otago.ac.nz/）

 その他 /  Others

①ミニ・レポートの提出回数および配布資料の入手については各自で管理をすること。問い合わせには応じ　ない。

②毎回配布済みのレジュメを持参すること。

③QRコードシールを必ず持参すること。シールがないミニ・レポートは減点とする。

④やむをえない用事で欠席する場合には、証明書（来社証明書など）付の文書を提出すること。A4用紙に、　提出日、学部、学籍番号、回生、氏

名、科目名、欠席日、欠席理由を記入のうえ、証明書を添付するこ　　と。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本講義の受講生のなかには、様々なスポーツ体験を通して、スポーツ「好き」な方もいれば、スポーツ「嫌い」な方もいるだろう。しかし、本講義で

は、それぞれのスポーツ観から離れて、あらためて「人間にとってスポーツとは、なにか」、「スポーツを支えるシステムとは、どのようなものか」、

「スポーツを介した社会構想は、可能なのか」というテーマと真摯に向き合ってほしい。とはいえ、このような本講義のテーマは、受講生にとって

「抽象的なもの」、「難解なもの」と思われよう。そこで、そのような印象を持った受講生には、本講義のエッセンスを理解する手引きとして、参考書

として紹介した『サッカーが勝ち取った自由：アパルトヘイトと闘った刑務所の男たち』（チャック・コール、マービン・クローズ　白水社）を読んでほし

い。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ホモ・ルーデンス ヨハン・ホイジンガ／中央公論社／4122000254／

遊びと人間 ロジェ・カイヨワ／講談社／4061589202／

スポーツと文明化 ノルベルト・エリアス、エリック・ダニング／法政大学出版局／4588004921／

スポーツの概念 体育原理分科会編／不昧堂／4829302003／

スポーツとルールの社会学 : <面白さ>をささえる

倫理と論理

守能信次／名古屋大学出版会／4930689236／

まとめ　スポーツと人間的自由の獲得：

『サッカーが勝ち取った自由』から学ぶべきものとは何か

スポーツ・フォー・オール、人間的自由、積極的自由15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験については選択式論述問題を予定している。定期試験評価の基準は、講義で学んだ

内容から自分の問題意識を発展させた答案を高く評価したい。つまり、単なる専門知識の修得

度よりも、各自の問題意識の向上度を総合評価の基準としたい。

60 ％

平常点評価 感想文やミニ・レポートの提出（予定として6～7回の提出）を求める。4回以上提出していない場

合には、評価の対象から外す＝自動的にF評価となる。

40 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本講義では、スポーツイベントとメディアがどのような関係にあるのか，スポーツ番組がどのように構成されているのか，視聴者や読者がどの様

な状況に置かれているのかといった問題を，スポーツ文化それ自体の特性（メディア性）をふまえて考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にない。

  教科書は使用しない。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業内で行うつもりである。

単位数 /  Credit 2

スポーツメディア論 (S)

担当者名 /  Instructor 川口 晋一

15818

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・メディアスポーツの構造と機能について理解し，説明できるようにする。

・メディアスポーツ視聴者の楽しみがいかなるものか理解し，説明できるようにする。

・スポーツの意味や価値が自明のものではなく，様々な力関係もとで，一定の仕掛けを経て創り出されてい ることを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　書籍だけで学習することが比較的難しい講義内容なので，授業に毎回出席して，分からないところがあれば質問をして欲しい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

メディアスポーツ解体 森田浩之／NHK出版／ISBN987-4-14-091148-8 C1336／「メディアスポーツ」の理解

に関わって参照されたい。

越境するスポーツ 高津勝・尾崎正峰／創文企画／ISBN4-921164-41-X C3075／「第２章　メディアス

ポーツ」を参照されたい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入／研究の領域と課題　 オリエンテーション，スポーツとメディアの関係，「メディ

アスポーツ」をどの様に考えるか？

1

スポーツ中継映像の構成原理を考える(1)　 スポーツ種目・特性による違い2

スポーツ中継映像の構成原理を考える(2)　 空間と時間の処理特性3

スポーツ番組のプロデュースとは何か 誰に向けて，何が，どの様に作られるのか？4

メディアスポーツの構造と機能 その生産・流通・消費の過程とは5

プレビュー番組(1)　 プレビュー番組とは：オリンピックを例として6

プレビュー番組(2)　 その構造と役割7

メディアがつくる物語(1)　 問題の提示と修正および「補強と脚色」の物語について8

メディアがつくる物語(2)　 「解釈と評価」の物語について9

メディアスポーツとその消費者  スポーツ視聴の「楽しみ」と「多様性」についてどの様に

考えるか

10

メディアイベント論とスポーツ(1)　 メディアイベントとは何か，新聞の企業化と学生野球の

言説，劇場化

11

メディアイベント論とスポーツ(2)　 武道の近代化・合理化，社会的意味の創造におけるメ

ディアの役割

12

文化装置としてのスポーツ(1)　 メディアによる分節・接合13

文化装置としてのスポーツ(2)　 エンコーディング―ディコーディング・モデル14

まとめ　 作り手の意図，提示される情報，視聴者の読み15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 　現象や構造の理解および問題の把握，そしてそれを説明する力の検証。70 ％

平常点評価 　何回かの「宿題レポート」を課す。レポートのテーマは授業内に提示され，次週の授業時間内

に提出するものとする。

30 ％
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　参考書は，私が講義をする上で参考にするものであり，受講者にとっては講義の内容を確認したり，より深く，また広く学習する上で役立て

ることができるものである。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業内で必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

特になし。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

近代日本のメディア・イベント 津金澤聰廣／同文舘／ISBN4-495-86281-2 ／メディアイベント論に関わって参考にさ

れたい。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

わが身に関わるこの上なく重要なことでありながら、自分でも気づいていないこと、そのありかを昔の人はあの世や霊界に想定し、現代人は無意

識に求める。

　私は何に突き動かされて生きてきたのか？私は何に向かって生きているのか？わたしは誰か？私の心の中で何が起こっているのか？

　こういった誰にとっても気になる問題に取り組む精神分析は、２０世紀の も代表的な心理療法の流れであるだけでなく、それなしには現代社

会を理解できないとさえ言える思想、精神運動、社会文化現象でもある。

　本講義では、種々の関連文献や関連サイトを紹介しながら、広い意味での精神分析（意識以外に無意識も認める深層心理学、力動心理学と

称される）を代表するフロイトとアードラーとユングの三人三様の生涯と思想と後継者たちにおける展開を紹介する。 初の３日間の 後の時間

は、深層心理学に関連する映画等（タイトルは未定だが、いずれにせよ、比較的見る機会の少ないもの）を鑑賞し、心理学的な映画の見方ある

いは映画に示唆される人間理解を学ぶとともに、現代文化における心理学の役割や功罪を冷静に見つめるきっかけを提供したいと思う。できる

だけ、DVD,CD、OHC、PCなどの視聴覚教材を駆使して授業内容の理解を促進したい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特に指定しないが、広く人文科学的教養を身につけられるような科目を意識して履修しておくことが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

臨床心理学だけでなく、人間に関わるさまざまな学問に日ごろから馴染んでいること。オンライン百科事典Wikipedia（日本語版、できれば英語版

も）の関連項目の説明に目を通しておくこと。ただし、記述の真実性に関しては慎重であること。

単位数 /  Credit 2

精神分析論 (S)

担当者名 /  Instructor 村本 詔司

20287

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）教養としての精神分析を学ぶことを通じて、人間や社会文化、歴史についてのリテラシーを広め、深めること。

（２）心理臨床関係の仕事を志望するものにとってのある程度の準備。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第1回：オリエンテーションとフロイトの精神分析（１）　

     

ユダヤ、ウィーン、唯物論、ヒステリー、性の欲動と自我

第2回：フロイトの精神分析（２）

   

【キーワード】意識と無意識、快楽原則と現実原則、エ

ディプス・コンプレックス、死の本能

第3回：フロイトの精神分析（３）

     

【キーワード】文化の解釈、フロイト以降の精神分析の

展開

第4回：深層心理学と文化（１）      【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理

学。映写時間の関係で第３回の後半から始まる可能性

がある。

第5回：アードラーの個性心理学（１）      【キーワード】劣等感と優越感、自分だけの理屈、思

い込み、ライフスタイル、人生目標

第6回：アードラーの個性心理学（２）

     

【キーワード】共同体感情、ホーリズム

第7回：アードラーの個性心理学（３）

    

 【キーワード】アードラー以降の展開：　フランクルのロ

ゴテラピー、人間性心理学、現存在分析

第8回：深層心理学と文化（２）

    

 【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理学。

映写時間の関係で第７回の後半から始まる可能性があ

る。

第9回：ユングの分析心理学（１）      【キーワード】運命としてのキリスト教、内向性と外向

性、コンプレックス

第10回：ユングの分析心理学（２）

  

 【キーワード】元型（自我、ペルソナ、影、アニマとアニム

ス、自己）

第11回：ユングの分析心理学（３）      【キーワード】錬金術、シンクロニシティ、宗教

第12回：深層心理学と文化（３）

     

【キーワード】映画（タイトル未定）に見る深層心理学。映

写時間の関係で第１１回の後半から始まる可能性があ

る。

第13回：精神史における無意識と心理療法

     

【キーワード】近代以前と近代における世界観・人間観、

科学技術と啓蒙思想、ロマン主義、ゲーテとワーグナー

第14回：現代社会における心理学

     

【キーワード】心理学人間、心理主義、ケアの管理

第15回：まとめと検証テスト

     

【キーワード】授業内容を振り返り、授業の理解度を問う



2011 年度シラバス立命館大学

まず非常に重要なことを述べておく。すなわち、レポート試験と平常点評価の両方を受けていることが単位認定の前提である。たとえ検証テ

ストの得点が非常に高いものであっても、レポートを提出していなければ、反対に、すぐれた内容のレポートを提出していても検証テストを受

験してなければ、単位は認定されない。　

　毎回終了時に、その回の内容を理解しているかどうかをチェックする設問を行い、その答えを出席カードの裏に書いて提出してもらうことに

する。正答をもって出席とする。

　レポートのテーマとして現在の時点で以下のことを考えている。

①授業で取り扱った事柄から一つ選んで、考えるところ。

②授業で提示し、リストに挙げた映画、文学作品、劇、音楽などをひとつ選んで、考えるところ（心理学的解釈、心理学への示唆など）。

③授業の感想。

①②③いずれも、サイズは1201-1600字。

　受講生の数などが明らかになった時点で、授業の内容や予定、方法を若干変更する必要が生じた場合は、授業開始前までに前もって連絡

する。

『マンガ　フロイト入門』 ブルーバックス 絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

『知的常識シリーズ　ユング』 マギー・ハイド 心交社 絶版状態だが、古書で入手可能。絶版状態。OHCで提示する

『Adler for Beginners』 Anne Hooper & Jeremy Holford Writers and Readers Publishing, Inc. 絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示

する

フロイト、アードラー、ユング関係で比較的廉価な書物がたくさん出回っており、ここにはあえて列挙しない。各自amazon.comなどで検索して、

それぞれの著者の立場に注意しながら、目を通すことをお勧めする。授業で適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

Wikipedia（日本語版、英語版）の関連項目

日本精神分析協会http://www.jpas.jp/

日本精神分析学会http://www.seishinbunseki.jp/greeting.html

日本アドラー心理学会http://adler.cside.ne.jp/

アドラー心理学ネットワークhttp://homepage3.nifty.com/adlerian/

ユングネットhttp://www.asahi-net.or.jp/~we7n-hkt/jung.html

ゲーテ自然科学の集いhttp://www.cc.okayama-u.ac.jp/~ohtaro/goethe-natur/index.htm

日本ワーグナー協会http://www.wagner-jp.org/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

できれば、授業に先立って、WebCTに教材や資料などをアップしておくつもりである。これらやWikipediaなどでの授業に関連する項目を読んでお

くと、より有利な条件で授業に臨むことができて、授業がよりわかりやすくなる。

　集中講義で夏の暑い毎日、朝から夕方まで連続授業を行うので、注意の集中力をいかに持続させるかが課題となろう。休憩時間にしっかりと

気分をリフレッシュして、新たな気持ちで授業に臨むこと。

　授業内容に関する質問は、講師の個人ホームページ（http://www5d.biglobe.ne.jp/~shojimur/）のトップページからメールで行うことができる。

講師の個人ＨＰ

http://www5d.biglobe.ne.jp/~shojimur/

のトップページ下部にあるメールコーナーから

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『マンガ　フロイト入門』 ／ブルーバックス／／絶版状態だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

『知的常識シリーズ　ユング』 マギー・ハイド／心交社／／   絶版状態だが、古書で入手可能。絶版状態。OHCで提

示する

Adler for Beginners Anne Hooper & Jeremy／ Holford Writers and Readers Publishing, Inc. ／／ 絶版状態

だが、古書で入手可能。OHCでも提示する

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 基準：授業内容の理解、授業への積極的姿勢、授業内容の創造的活用、独創性

予想されるテーマ：

①授業で取り扱った事柄について

②授業で鑑賞した映画の心理学的解釈あるいは映画が示唆する心理学的人間理解

③授業の感想

20 ％

平常点評価 検証テストを 後の時間（第15回）に実施する。授業全体の内容の理解を問う。

出席。コミュニケーションカードの提出。授業内容の理解、授業への積極的な取り組みなどを主

な基準とする。積極的な姿勢と取り組み。毎回の終わりに授業内容理解のチェックを行い、正

答をもって出席とみなす

80 ％

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

新たな社会モデルとして、「多文化共生社会」が模索されている。本講義では、異なる文化の間に生じる激しい軋轢や摩擦の現状を見極めなが

ら、いかにして、そうした困難を乗り越え、ひとびとが、文化の違いを、むしろ、「生き方の多様性＝豊かさ」として捉え返していけるのか、参加者と

ともに考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目は、現代社会専攻社会文化領域の入門専門科目として位置づけられている。そうした位置づけを意識しながら授業展開をこころがけるの

で、社会文化領域の関連科目を継続的に履修することが望ましい。

教科書は使用しない。

授業中に適時紹介していく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

期中に４回ほどレポートを課す。

単位数 /  Credit 2

多文化共生論 (S)  §  多文化共生論 (I)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

15857

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）文化の多様性について理解する。

２）自分とはいったい何者かという問いを出発点として、異なる文化に接近する

　　方法を理解する。

３）多文化共生問題の本質を理解する。

４）問題を乗り越えていく視点を獲得する。

５）具体的に提案し活動していく発想力・構想力を身に付ける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

初に、『１２人の怒れる男』を視聴する。単調な映画で、しんどいと思いの方は、この授業の受講自体を再検討されたい。なぜなら、こうした映

画を 後まで見ることができるか、いなか、それが、「多文化共生」という困難なテーマに立ち向かう皆さんの潜在能力を計る試金石となるからで

ある。分析レポートを課す予定。履修を希望する者は、初日から必ず参加すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入：映画『12人の怒れる男』鑑賞　 映画分析　レポート提出（以下、レポートスケジュールに

ついては、初回に説明する）

第１回

多文化共生問題へのアプローチ 「共生」という概念　エスニシティとは何か？第２回

ネイションとは何か？ TST分析について　「想像の共同体」　「民族という名の

宗教」

第３回

文化摩擦の事例研究 「イスラムのヴェール事件」第４回

国民国家とは何か？Ⅰ リヴァイアサンの登場　　フランス共和制の構造第５回

国民国家とは何か？Ⅱ 普遍主義のジレンマ　　　「相互性」の変質第６回

新たな国民国家像への挑戦 多文化主義のジレンマ　文化的ネットワーカーの必要性第７回

差別問題へのアプローチ ビデオ『青い目、茶色い目』　差別の普遍性第８回

文化的再生産の理論 文化にもとづく差別の構造化第９回

日本におけるエスニシティ問題Ⅰ 在日問題、新屋英子『身世打鈴』、中国帰国者問題第１０回

日本におけるエスニシティ問題Ⅱ 東九条マダン　多文化共生に向けた文化装置　第１１回

外国籍住民の政治参加 外国人市民会議の可能性　外国人選挙権付与問題第１２回

多文化共生に向けた社会形成 多文化社会とＮＰＯの役割第１３回

日本において多文化共生社会は可能か？ レポートフィードバック　ディスカッション第１４回

検証テスト 振り返りまとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験期間あるいは 終講義日に検証試験を実施する。60 ％

平常点評価 授業理解および授業参加度を評価する。

期中に、４回ほどレポートを課す。

40 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適時紹介していく。

 その他 /  Others

期中に４回ほどレポートを課す。授業への参加姿勢をできるだけ評価したい。問題領域は、社会学・福祉問題・文化に関する学・NPO論など広範

囲にわたる。紹介する図書を、少なくとも２，３冊は授業を受講しながら読んでいって欲しい。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

その他 / Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　日本語には「身をもってわかる」という表現があるように、他者理解、異文化理解には、単に知識や教養だけではなく、身体そのものを使った理

解の水準が存在する。本授業では、授業時間においてさまざまなパーフォーマンスを学生自ら演じることで、異文化理解を実践し、その過程で多

文化コミュニケーション可能な身体とこころを養えるきっかけづくりとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　文化人類学入門、多文化共生論、文化人類学、比較文化論などの科目

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

多文化コミュニケーション (S)  §  多文化コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 原尻 英樹

13349

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　（１）「身をもってわかる」ことを心身ともに受容可能とすること

　（２）身体から入っていく理解を遂行することで、自らの身体について自覚的になること

　（３）多文化コミュニケーションの考え方を理解すること

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ダイバーシティ・トレーニング・ブック 森田ゆり／解放出版社／／

心身一如の身体づくり 原尻英樹／勉誠出版／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「身をもってわかる」とは何か（１） 国際的にヒットした曲にみられる身体1

「身をもってわかる」とは何か（２） あいさつと拝礼にみられる文化の違い2

前近代的身体と近代的身体（１） 農作業にみられる身体とコミュニケーション3

前近代的身体と近代的身体（２） 古流武術にみられる身体とコミュニケーション4

パーフォーマンスと音楽（１） 東南アジアの身体5

パーフォーマンスと音楽（２） 東アジアと日本の身体6

異文化と食事作法（１） 欧米人の食事作法7

異文化と食事作法（２） アジアの食事作法8

アメリカで開発された多文化への理解作法（１） 近代的発想9

アメリカで開発された多文化への理解作法（２） 同一が前提の多文化10

前近代日本の異文化への対応（１） 歓待のテクニック11

前近代日本の異文化への対応（２） 学びのテクニック12

身もこころも受容可能のテクニック 身もこころも受容可能の倫理13

変わっていく身体と開かれていくこころ 身をもってわかるということ14

まとめ まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 (30%)授業内レポート

　パーフォーマンス展開を振り返り、パーフォーマンスの意味について理解すること。

(70%)授業に出席し、さまざまなパーフォーマンスを自ら展開すること。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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 その他 /  Others
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授業 の概要 /  Course Outline

日本には、さまざまな伝統芸能があります。この講義では、いくつかの伝統芸能を取り上げ、その歴史や特徴、個々の作品について学びます。そ

して伝統芸能が、時代や社会とどのように関わってきたのかということや、伝統芸能の現状、今日の日本文化への影響についても学びます。

講義においては、映像、絵画、写真などの資料を用います。また、教養や趣味のひとつとして伝統芸能を楽しめるきっかけになるように、鑑賞方

法の案内も行います。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

身体表現論：伝統芸能論の講義について、芸能と社会、文化、身体表現とを関連させて、より深く理解するための知見を得られます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

伝統芸能論 (S)

担当者名 /  Instructor 相原 進

15898

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

①伝統芸能の歴史や特色について知る。

②伝統芸能を鑑賞するための基礎的知識を修得する。

③各伝統芸能における代表的な作者、作品、演者などの知識を修得する。

④芸能と、時代、社会、人間とのかかわりを理解する。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入 【キーワード】成績評価方法／各回の講義の概要　【そ

の他】伝統芸能についての基礎知識や経験、講義につ

いての希望を問うアンケートを行います。 

1

「伝統芸能」の概念と今日の状況 【キーワード】伝統芸能の概念／伝統芸能の分類／産

業としての伝統芸能／伝統芸能をめぐる諸制度

2

「伝統芸能」以前 【キーワード】講義で取り上げる各伝統芸能の歴史的背

景について／神事や仏教と芸能との関わり　【映像資

料】高千穂の夜神楽／鹿島神宮祭頭祭　他

3

落語の歴史と特色 【キーワード】落語の鑑賞案内／落語の歴史／落語の

特色　【資料映像】桂枝雀『代書』　他

4

落語の演目 【キーワード】古典落語と新作落語／上方落語と江戸落

語の違い／緊張と緩和の理論　【資料映像】桂三枝『ゴ

ルフ夜明け前』／古今亭志ん生『三枚起請』　他

5

能の特色 【キーワード】能の鑑賞案内／能における役割／能の表

現様式の特徴　【資料映像】『土蜘蛛』　他

6

能の歴史と作品 【キーワード】能の歴史／作品の分類／作品についての

解説　【資料映像】『井筒』／『道成寺』

7

狂言の歴史と特色 【キーワード】狂言の鑑賞案内／狂言の歴史／狂言の

特徴　【資料映像】『附子』／『唐相撲』

8

狂言の作品 【キーワード】作品の分類／作品の解説／狂言と他の芸

能との共演　【資料映像】『濯ぎ川』／『素襖落』

9

文楽の歴史と特色 【キーワード】文楽の鑑賞案内／文楽の歴史／文楽の

特徴　【資料映像】『菅原伝授手習鑑』より「天拝山の段」

　他

10

文楽の作品 【キーワード】作品の分類（時代物・世話物・景事）／作

品の解説／文楽作品に対する統制　【資料映像】『菅原

伝授手習鑑』より「寺子屋の段」／『義経千本桜』より「大

物浦の段」　他

11

歌舞伎の歴史と特色 【キーワード】歌舞伎の鑑賞案内／歌舞伎の歴史／歌

舞伎の特徴　【資料映像】『歌へす歌へす余波大津絵』

より「藤娘」／『仮名手本忠臣蔵』　他　

12

歌舞伎の作品 【キーワード】作品の分類（荒事・和事）／作品の解説／

東西の歌舞伎の違い　【資料映像】『恋飛脚大和往来』

より「封印切」　他

13

伝統芸能とメディア 【キーワード】メディア体験としての伝統芸能／芸能と観

客／伝統芸能と権威 

14

伝統芸能のこれから／質疑応答 【キーワード】講義のまとめ／講義・試験に関する質問

の受付

15
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教科書は使用しません。毎回、レジュメを配付します。なお、受講生の増加にともない、評価方法を変更しました。定期試験（筆記）を実施しま

すので、２０１０年度とは評価方法が異なる点にご注意ください。

毎回レジュメを配布します。そこで参考書なども紹介します。

『上方芸能の魅惑』は初心者にもお勧めできますが、『日本芸能史』（全７巻）と『日本の古典芸能』（全１０巻）は専門性の高い内容です。講義

の中で、まったく未経験の初心者にでも理解できるような入門書や入門用映像資料も紹介します。

伝統芸能について、より詳しく学びたい人に向けて、参考書や映像資料、手軽な鑑賞方法などの紹介も行います。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.genpoo.org/dentou/

上記アドレスのホームページから過去のレジュメをダウンロードできるようにしています。匿名での意見申し立ても可能です。伝統芸能の場合、

個人が趣味で作った解説ページが多くありますが、内容にムラがあるのでお勧めできません。ネットでの情報については、公式の団体・流派・演

技者が作成したホームページの閲覧や、興行予定の確認程度の使用とどめておくのが賢明です。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テレビや動画サイトなど、どんな形でも良いので、講義で扱う芸能を一度鑑賞してみて下さい。また、機会があれば生で上演を鑑賞してみてくださ

い。講義を通じて映像や知識として伝統芸能に触れるのと、実際に現物を見るのとでは、印象が全く異なることも多々あります。

毎回１２時３０分～１２時５５分くらいから映像を流し始めます（開始時間は回ごとに異なります）。その際に、質問、ご意見などがあれば気軽

に申し出てください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

上方芸能の魅惑 森西真弓／NHK出版／414080808X／歌舞伎、文楽、狂言、落語について、歴史と見

どころをわかりやすく解説しています。

日本芸能史 藝能史研究会編／法政大学出版会／4588230018／全７巻あります。古代から現代に

至るまでの芸能の歴史を、時系列に沿って把握できます。

日本の古典芸能 藝能史研究会編／平凡社／4582216013／全１０巻あります。芸能の歴史について、歌

舞伎、能、狂言など、ジャンルごとに把握できます。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義の理解度を問う。７０％のうち、３０％は伝統芸能の基礎知識に関する選択問題。残り

４０％は、各問に対しそれぞれ２００字程度で記入する記述問題。

70 ％

平常点評価 第６回講義の終了時点で中間レポート課題について説明する。講義で取り上げた伝統芸能のう

ちから１つを鑑賞し、各自が学んだことや感じたことについて、講義で得た知見を踏まえた上で

記述すること。

コミュニケーションペーパーの提出を促す場合もあるが、それによって点数の増減は発生しな

い。また、出席点も加味しない。 

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

　対人コミュニケーションには言語的なものと、非言語的なものがあります。そして人は圧倒的に多く言語的コミュニケーションを使います。そこで

はしばしば上手、下手の意識が生まれます。その結果つい、「コミュニケーションは苦手・・・」などという説明を自分に貼り付けてしまいます。

　一方、得意だと思っている人は、自分のコミュニケーション技術を振り返ってみる機会はありません。上手くやれていると思っているものを、見つ

め直す必要を感じないからです。

　その結果、若くして身についた技術のまま、二十代、三十代を過ごしてしまいます。これが要注意点であることに議論は不要でしょう。

　また、得意な人も苦手な人も、非言語的コミュニケーションに関しては、自覚することが少ないものです。自分の態度が他者の目にどのように

映っているのか。気にはなるけれども、明らかにされる機会はそうありません。ここにも焦点を当てます。

　対人コミュニケーションには「スキル（技術）」と「コンテンツ（内容）」の二つの課題が存在します。当然のことですが人は、コンテンツ（伝える内

容）とプロセス構築力（伝達手段技術）の両者がうまく備わってはじめて、関係の場に自信を持って立てるのです。

　この授業では、大学の講義としては馴染みの少ない、毎回の実習形式でこれらの課題に各自挑戦してもらいます。したがって教室はコミュニ

ケーションの「ジム」だととらえてください。練習しない人や言い訳にすがりつきたい人には意味を持ちません。

　対人関係が苦手な人は少しの勇気と共に、得意だと思っている人は、持ち味だけで一生過ごせるわけがないことを内省しながら受講を決めて

下さい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

人間コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 団 士郎

15883

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　まず、対人コミュニケーションにおける自身の特徴を自覚する事から始まります。そしてそこで発見される課題に各自が取り組みます。エクササ

イズは毎回提示されますが、どう取り組むかは受講生に委ねられます。教室は知的情報取得の場ではなく、コミュニケーションスキルの練習場で

す。到達目標はそれぞれのコミュニケーション能力の一歩前進ということになります。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　授業の進め方　第一回の実習　ミニレ

ポート（記述・提出）  

１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

４

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

５

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

６

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

７

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

８

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

９

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１０

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１４

人間コミュニケーション論（実習）の到達目標　講義「戦略

と結果」

１５



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

三分の二以上（１０回）出席できそうにない者は登録しないでください。毎週フィードバックシートの提出を課しますが、授業の後半に、それだけ出

しに来るような対応には即刻、評価除外します。やむを得ない欠席、遅刻に関しては、フィードバックシートに事情を明記してください。近年の欠

席は四，五，六回生に著しく偏っています。出席が無理なら、登録しないでください。

　ここ数年、男子学生の登録と出席が増えています。開講初期、圧倒的に女子学生が多かったことを思うと、男子学生の健全化も感じます。受講

してみて初めて分かる驚きを体験してください。

danufufu@osk.3web.ne.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

対人援助学マガジン 編集・団士郎　著者多数／web雑誌／／対人援助学会hpのダウンロードフリー雑誌

家族の練習問題１，２，３ 団士郎／アソブロック／／ロングセラーのマンガ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 50 ％

平常点評価 毎回、ミニレポート提出50 ％

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

「人間らしい発達とは何か」という問いをメインテーマとしながら，人間の生涯にわたる発達のプロセスを発達の時期ごとに概観する。その際、人

格の発達に焦点を当てるが，それと同時に，認識や感情といった発達の諸相についても、可能な範囲で触れることとしたい。

それに加えて，人間発達に関わる近年の理論的発展についても触れる予定である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

上記以外にも，参考となる文献は，随時授業で紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

小レポートを2～3回程度実施する予定である。小レポートに臨むに当たっては，授業内容をよく理解していることが重要であり，授業で扱った内

容を復習しておくことが求められる。それとともに，レポートでは文献を読み解く力を求めるので，授業時に紹介した文献を読み込むことが必要で

ある。

単位数 /  Credit 2

人間発達論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

13315

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①人間の発達に関して，基本的な知識を得ること。

②人間発達に関わる知識を，福祉や教育の観点と結びつけて理解を深めること　

③これらを基礎に，発達上の諸問題について一定の考察ができるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生涯発達のダイナミズム：知の多様性 生き方の

可塑性

鈴木忠／東京大学出版会／9784130133012／講義の一部で言及する

朝倉心理学講座３発達心理学 南徹弘(編)／朝倉書店／9784254526639／講義の一部で言及する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「授業の進め方についての説明」および「発達とは何か」 機能連関，発達権第1回

人間発達と進化 進化，遺伝と環境，人間性，個体発生と系統発生第2回

胎生期の発達的特徴 受精，着床，胎芽期，胎児期第3回

乳児期前半の発達的特徴 周産期，新生児期，原始反射，顔の知覚，姿勢第4回

乳児期後半の発達的特徴 共同注意，三項関係，歩行第5回

幼児期前半の発達的特徴 言葉の始まり，表象，自我，愛着第6回

幼児期後半の発達的特徴 認知世界の広がり，素朴理論，自己主張と自己抑制第7回

児童期前半の発達的特徴 学校への移行，勤勉性，具体的操作第8回

児童期後半の発達的特徴 ギャング・エイジ，9，10歳の発達の節，仲間関係と自己

意識

第9回

青年期の発達的特徴 性的成熟，第二反抗期，アイデンティティ，自立と依存第10回

成人期の発達的特徴 労働，結婚，親になること第11回

老年期の発達的特徴 子どもの巣立ち，関係性の変容，衰退，英知第12回

人間発達理解の新しい展開①：発達の可塑性 経験の意味，進化生物学，遅れからの回復，第13回

人間発達理解の新しい展開②：知的発達を捉え直す IQ，経験知，分析的知能，実践的知能第14回

人間発達理解の新しい展開③：英知に向かう発達を捉え

る

英知，人生回顧，知識，知能，越境，意志第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 学習内容に関する基本的な理解があること，ならびに，そうした理解に基づく妥当な考察ができ

ること。

60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーや小レポートにより、講義に対する理解度や関与度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ジェンダーは一般に「社会的・文化的性別」と呼ばれる。性別は自然で普遍的な現象として捉えられがちだが、そのありようは、文化／社会によっ

て大きく異なる。この授業では、ジェンダーとはそもそも何か、という問いから始め、ジェンダーがどのように社会の中で生み出され、機能するか

を、比較社会学的観点から考える。具体的には、①ジェンダーという概念が生み出されてきた経緯を考察する。②セクシュアリティや生殖、恋愛

など、親密な関係性にまつわるテーマに焦点を当てながら、近現代のジェンダーをめぐる社会的変化を考察する。③映像資料などを用いなが

ら、ジェンダーがイメージとしてどのように作られていくかを考察する。④ジェンダーの越境可能性やその実践について考察する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

授業中に紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業中に紹介した文献や映像作品などには、できるだけ多く目を通すこと。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に紹介する。

単位数 /  Credit 2

比較ジェンダー論 (S)

担当者名 /  Instructor 赤枝 香奈子

13314

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

性別を自然な現象としてではなく、社会的に構築されたものとして見る視点を獲得する。また、性や親密な関係など、従来、「私的な問題」として

認識されてきた事柄の、社会性や歴史的背景について理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講者は半期の授業中、かなりの分量の文章を書くこと、そのために授業テーマについて深く掘り下げて考えることを要求されるので、その覚悟

を持って臨むこと。

私語は厳禁。見つかった場合は退出を求める。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：ジェンダーとは何か セックス／ジェンダー／セクシュアリティ1

ジェンダー研究の歴史（１） 第一波フェミニズム、新しい女、モダンガール2

ジェンダー研究の歴史（２） 第二波フェミニズム、ウーマン・リブ3

ジェンダー研究の歴史（３） 第三波フェミニズム、ジュディス・バトラー4

ジェンダーと親密性（１） 家族、性別役割分業5

ジェンダーと親密性（２） 友情、恋愛6

ジェンダーと親密性（３） ロマンティック・ラブ、ロマンティック・フレンドシップ7

ジェンダーと親密性（４） 同性婚、パートナーシップ制度8

ジェンダー・イメージ（１） 母／妻／娘／娼婦9

ジェンダー・イメージ（２） 少女／少年10

ジェンダー・イメージ（３） ホモソーシャリティ／ホモセクシュアリティ11

性別を超える（１） トランスジェンダー、トランスセックス、第三の性12

性別を超える（２） 性同一性障害13

性別を超える（３） 異性装、トム／ディー、ブッチ／フェム14

まとめ クィア15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったテーマや作品の中から、受講者の関心に基づいて一つを選び、それについて考

えを問うもの。論理的思考や批評的態度をもって検討、記述しているかどうかを見る。

50 ％

平常点評価 授業時間の 後に10～15分ほど時間をとって、リアクション・ペーパー（小レポート/感想文）を

課す。授業中に関心をもったことや、授業の内容に関連する身のまわりの事例、批判的意見な

どを書いてもらう。リアクション・ペーパーの内容と提出状況は成績評価に含まれる。リアクショ

ン・ペーパーは7回以上提出すること。

50 ％



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

人間の普遍的行為（生き、他者を愛し、死を迎える）への対処法を、比較宗教の視点で通文化的に考察し、個々の価値を信じる他者を理解す

る。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　授業進行上の理由・その他の事情で、講義スケジュールやＶＴＲ・ＤＶＤ視聴日に変更が生じるときは、事前に教室でアナウンスします。必要

に応じて（「小ペイパー」とは別に）出席をとり、受講実数を把握していきます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較宗教論 (S)

担当者名 /  Instructor 高木 正朗

13211

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

人間はだれでも、有為転変するこの世間で、軽蔑をうけ不安のなかで生きるよりも、誇りと自信をもって生きるほうが、よほど快適である。そのた

めの「知恵」は、人類が長期にかけて蓄積してきているので、われわれはそれを古典から容易に入手できる。世界の宗教・思想が定式化した知

恵を素材とし、自分の生き方を形成していけば、個として「現在を生きる力」を構築する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　上記「授業スケジュール」に挙げた映画・小説・エセー・古典を、下記「参考書」に挙げた本を、できるかぎり見ておくことを勧めます。国際社会で

活躍するとき、彼らとの共通話題にできるでしょう。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入／宗教とは何か？　それは役にたつ

のか？ 

文化圏とエートス、セクト、支配の諸類型、3つの徳性

（合理・論理・倫理性） 

１

中国・東アジア文化圏の宗教（1）：氏族と「個」の葛藤（1） 「論語」の世界：孔子「仁＝博愛」の発見、魯迅「阿Q正

伝」、師弟関係、葬儀 

２

中国・東アジア文化圏の宗教（2）：氏族と「個」の葛藤（2） 「孟子」の世界：４端説、孝道にみる「古代的心性」、宗

法と国法 

３

中国・東アジア文化圏の宗教（3）:血の連帯、「社会」と「個

人」の欠如     

◎ＶＴＲ－１ 『客家：土楼の生活』 + 小ペイパー

（communication paper）   

４

中国・東アジア文化圏の宗教（4）：アジア的知識人と隠遁 「老子」「荘子」の世界：玄牝、無為自然、混沌・幽玄、

「胡蝶の夢」、逃げるが勝ち 

５

インド・ヒンドゥー文化圏（1）： 民族移動と哲学創成 ウパニシャッドの世界：アーリア人（「リグ・ヴェーダ賛

歌」）、アートマンとブラフマン、バラモン 

６

インド・ヒンドゥー文化圏（2）： 民族移動と言葉の誕生（印

欧語族とノストラ祖語）

◎ＶＴＲ－２『言語の起源』（印欧語族を中心に） ＋ 小ペ

イパー 

７

インド・ヒンドゥー文化圏（3）： ダルマ・アルタ・カーマ 「マヌの法典」の世界：人生の5周期、euthanasia、疎林と

錬行、マヌ法典の女性 

８

インド・ヒンドゥー文化圏（4）： 出家とニルバーナ（1） ブディズムの世界：釈迦「苦の発見」、諸学習合、密林と

輪廻転生、日本仏教 

９

インド・ヒンドゥー文化圏（5）： 出家とニルバーナ（2） ◎ＶＴＲ－３ 『ブッダの生涯』（バラモン、ヒンドゥー教との

相違）＋ 小ペイパー 

１０

ユダヤ・キリスト教文化圏（1）： 部族宗教の論理 「旧約聖書」（映画「十戒」））の世界：モーセ、十戒、「罪

の発見」（Ⅰ）

１１

ユダヤ・キリスト教文化圏（2）：「世界宗教」の論理（1） 「新約聖書」（映画「パッション」）の世界：ユダヤ教の隘

路とキリスト教、「罪の発見｝（Ⅱ）

１２

ユダヤ・キリスト教文化圏（3）：「世界宗教」の論理（2） 「新約聖書」（映画「ヴェニスの商人」）の世界：キリスト教

の隘路、ユダヤ問題（ディアスポラ） 

１３

ユダヤ・キリスト教文化圏（4）：「世界宗教」の論理（3） ◎ＶＴＲ－４『ヴェニスの商人』（キリスト教徒とユダヤ人）

＋ 小ペイパー 

１４

ギリシア・ローマ文化圏：ヨーロッパ文明の基礎　講義の

結論／宗教とは何か？　それは役にたつのか？ 

「イーリアス」「オデュセイア」の世界：古代人の生と死、

来世・葬儀・墓参 ◎ギリシアＪＰＧ画像 

１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 筆記による回答を以下の３点で評価。1）設問に対する回答の妥当性＝講義の理解度、2）「自

分のことば」で論理的に記述、3）丁寧な文字で記述。

70 ％

平常点評価 「小ペイパー」による理解度評価。30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

その他は「授業スケジュール」に挙げた映画、小説、エセー、古典。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　用語、その概念などは「世界宗教大事典」で確認するとよい。wikipedia、google等によるキーワード検索は、あくまで第１次情報とし、キーワード

は必ず「辞書・辞典類」で確認することを勧めます。

 その他 /  Others

◎VTR・DVDは、上記より適切なものがあれば、可能なかぎり予告の上で、変更することがあります。

◎配布レジュメは、①当日分は教室で配布。②残りは次週まで（１週間）、以学館レジュメboxにおかれる。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

思想をどうとらえるか―比較思想の道標― 中村元／東京書籍 ／4-487-72157-1／世界思想の核心をわかりやすく解読

孔子・老子・釈迦「三聖対談」 諸橋轍次 ／講談社学術文庫 ／4-06-158574-6／東アジアの比較宗教を論じた名著 

ヨーガ禅道話 佐保田鶴治／人文書院／4-409-41008-3／仏教・ヒンドゥー思想の血肉化の一典型を

示す著書

福音書 塚本虎治訳／岩波文庫 ／4-00-338031-2／イエス・キリストの行動記録（生涯がわか

る

古代ローマ人と死 K. ホプキンス／晃洋書房／4-7710-0896-5 ／ローマ人の生活・死・葬儀・墓地墓石 

古代ギリシア人と死 R. ガーランド ／晃洋書房／978-4-7710-1998-0 ／アテナイ人の生活・死・葬儀・墓地

墓石

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

『スポーツに込められた社会の思い = いかにしてスポーツは生み出され展開されてきたか』

　様々な国で様々に展開されるスポーツは、それぞれかってに生み出されてきたのではない。自国から生みだしたにせよ、また他国から受け入

れてきたにせよ、それぞれの時代的背景がある。そのことが、スポーツに独特な思想と制度を付与させていくことになる。英・米・日のスポーツに

ついて、その競技形態・ルールや規範・組織機構などを、そのスポーツを生み出した社会・経済的背景とあわせて比較し、今後のスポーツ受け入

れ・交流のあり方を考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

産業社会学部に開講されているスポーツ関連専門科目をできるだけ多く受講し、それらと関連づけて学習してほしい。少なくとも教養科目のス

ポーツ方法論やスポーツと現代社会、およびスポーツの歴史と発展を履修していることが望ましい。

定期試験を必要十分条件とするが、クラス規模によっては毎回授業内容についてのコメントを提出してもらうことがある。その場合は記述内

容を必要十分条件プラスアルファとして評価に反映させる。このことは授業の初期に説明する。

教室でレジメ・資料を配布する。とくにテキストとするものは使用しない。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

スポーツ学は学際的であるので、授業の中で関係があるなと思ったらスポーツ関係の書籍だけでなく、歴史・経済・文化その他の書籍を幅広く読

み、理解を深めてほしい。また、新聞のスポーツ欄ばかりでなく政治や経済・文化欄にも常日頃から目を向けておいてほしい

単位数 /  Credit 2

比較スポーツ論 (S)

担当者名 /  Instructor 金井 淳二

15877

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この授業の中で、まず自分なりの問題意識を発見することが必要です。そして、比較を通じてどう違うかだけでなくなぜ違うのかが考えられるよう

になることが必要です。 終的には「スポーツとはこういうものだ」といった自分なりのスポーツ観を明確にもてるようになることをめざします。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

比較スポーツの視角   脱工業化社会／文化の比較法／比較の枠組み  第１回

近代オリンピックとスポーツ比較の課題  巨大化／商業化／アマチュアリズム／プロ化 第２回

スポーツの母国イギリス（英国ポーツの特質　その１）  市民革命とブルジョアジー／資本主義と民衆スポーツ   第３回

スポーツの母国イギリス（英国スポーツの特質　その２）  

 

アマチュアリズム／近代スポーツの階級性／スポーツ

の私事性と公共性 

第４回

スポーツの母国イギリス（英国スポーツの特質　その３）  

 

大衆化と高度化の矛盾／近代オリンピック  第５回

スポーツの母国イギリス（まとめ）第６回

スポーツの王国アメリカ（その１）   植民地時代／プロテスタンティズム  第７回

スポーツの王国アメリカ（その２）   南北戦争／過剰労働力／能力主義 第８回

スポーツの王国アメリカ（その３）   

 

スペクテイター／コマーシャリズム／ローカリズム／ナ

ショナリズム／アメリカ主義

第９回

スポーツの王国アメリカ（まとめ） 第１０回

日本的スポーツ（その１）   

 

英米スポーツの日本的受容／スポーツの普及と学校教

育

第１１回

日本的スポーツ（その２）   

  

農耕祭祀／封建権力／武術と武道第１２回

日本的スポーツ（その３）   

 

スポーツにおける日本的なもの／日本的スポーツの国

際化

第１３回

日本的スポーツ（まとめ） 第１４回

スポーツのグローバリゼーション（全体のまとめ）   スポーツの歴史性・社会性／スポーツ発展の法則性と

蓋然性 

第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的な述語の理解を軸にして授業内容全体の理解度および独自な考察視点の有無を重視

する。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考文献は授業の中で紹介して行く。とりあえず、創文企画という出版社からから出されている“スポーツ文化シリーズ”のいくつかを読んで

欲しい。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

特になし

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　近年、日常の様々な場面で「恥じ知らず」な行為が目につく、日本人は「恥の感覚」を失った、といった論調が新聞等で目立つようになった。そし

て、日本人は文化人類学者によって「恥の文化」を持つとされたが、一体どうしてしまったのかとか、「恥の文化」の再生は今日の日本の課題であ

る、といった議論がしばしばそれらに続く。

　確かに人間関係に関わる「恥」は社会にとって重要な問題である。だが、「恥の文化」とは何なのか、それを日本文化に当てはめることが適当な

のか、そしてそもそも「恥」とは何なのか、という検討は、十分になされているとは言い難い。

　一方「恥の文化」を持つのは日本人だけではない。ネパールにも自らを「恥の民族」と呼ぶ先住民がいる。

　本講義では、①「恥の文化」に関わる日本文化論を今日の文化理論を踏まえて読み直し、②ネパールの「恥の民族」と日本の「恥の文化」との

比較検討を行うながら「恥の文化論」の根底を問い直していく。また、その他の「恥」に関わる議論も取り上げつつ、「恥」の現代性や文化にとって

の「恥」の問題について考察する。　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文化人類学入門、文化人類学（Ｓ）、現代社会専門特殊講義（フィールドワーク論）

課題の内容や期日については、授業中に指示するので注意して欲しい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

比較文化論 (S)

担当者名 /  Instructor 橘 健一

15844

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・今日の文化論の課題を理解する。

・日本文化論やネパール社会論に関わる基本的知識を身につける。

・個別文化の理解や記述といった民族誌的な課題を理解する。

・文化人類学の理論と倫理との関わりを理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

下記の参考書を本講義では主に取り上げるが、受講者はそれ以外の日本文化論も各自で探して読んでおくこと。それにより、本講義の議論を応

用的に理解することが容易になる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

菊と刀  ベネディクト R.／講談社／／日本文化を恥の文化とした古典

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「恥」をめぐる今日の課題  イントロダクション1

日本文化は欧米文化の「あべこべ」なのか ジャポニスム2

文化を表象するとはどういうことなのか オリエンタリズム批判、表象、言説、ヘゲモニー3

日本の国民性はどう捉えられてきたか 100年前の日本4

国民性を論じることはできるのか 国民性論、ベイトソン5

文化のパターンを捉えることはできるのか 文化の型、文化相対主義6

日本文化は「恥の文化」なのか 菊と刀、ルース・ベネディクト7

日本は「タテ社会」なのか タテ社会の人間関係甘え、中根千枝、枠と属性8

日本人は「甘え」ているのか 甘えの構造、土居健郎、精神分析9

日本文化論はイデオロギーなのか イデオロギーとしての日本文化論、ベフ・ハルミ10

イデオロギーとは何か イデオロギー、アルチュセール、ギアーツ11

イデオロギーの無い社会はあるのか 交換論、互酬性、再分配、市場交換12

ネパールの「恥の民族」とは誰のことか チェパン、親族、遠慮13

イデオロギーと恥はどう関わるのか アウシュヴィッツの残りのもの、アガンベン14

全体のまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 WebCT等を活用し、授業期間中に複数回、講義の内容に関する課題の提出を求める。基本的

な概念についての確認テストも行う。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

ktt21323@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

タテ社会の人間関係 中根千枝／講談社／／日本社会をタテ社会とした論攷

甘えの構造 土居健郎／弘文堂／／日本文化の根本に甘えがあるとした論攷

イデオロギーとしての日本文化論 ハルミ・ベフ／思想の科学社／／日本文化論全般についての批判的検討

アウシュヴィッツの残りのもの アガンベン G. ／月曜社／／恥についての論攷を含む

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　「資本主義と伝統文化」

　資本主義が世界中を覆い尽くす今日の社会では、「世界が狭くなる」ことで逆に「民族」文化の個性が求められる。それにしたがい日常の様々

な場面で「民族らしさ」や「伝統文化」の重要性が論じられるようになる。時には、それらを強調した民族主義的な主張が突出し、資本主義による

グローバル化（あるいはアメリカ企業による「アメリカ化」）を敵と捉え、テロさえ起きる。

　そうした状況のなかで、資本主義やグローバル化と「民族」の「伝統文化」は対立したものとして捉えられる。だが、その際、資本主義とは何か、

「民族」とは、「伝統」とは何か、問われることはほとんどない。

　本講義では、「民族」やその「伝統文化」、資本主義の成り立ちについて、文化人類学、特に構造主義の立場から検討する。そのなかで、「伝統

文化」と資本主義が対立せずに接続される地点を示し、今後の文化のあり方を考察したい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

文化人類学入門、現代社会専門特殊講義（フィールドワーク論）

課題の内容や期日については、授業中に指示するので注意して欲しい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義理解の補助となる文献を適宜、紹介するので、参考にすること。

単位数 /  Credit 2

文化人類学 (S)

担当者名 /  Instructor 橘 健一

13214

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・文化人類学の理論（構造主義以前）の概要を理解する。

・「構造主義（関係論）」がどのような理論か、「構造分析」がどのような方法か理解する。

・「伝統文化」と資本主義の構造とその問題を理解する。

・「文化」、「民族」という枠組みの多様性や歴史性を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義では映像資料を提示し、抽象的な概念や考え方を解説する。抽象度の高い議論を理解するために、参考文献や資料をしっかり読み込むこ

と。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

はじめての構造主義 橋爪大三郎／講談社現代新書 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

資本主義と伝統文化  資本主義、伝統文化、原理主義、テロ1

文化とは何か 自然、人間、象徴、伝達2

意味とは何か シニフィアンとシニフィエ、表現と内容、隠喩と換喩3

神話と意味 二項対立、参照枠組み4

儀礼と意味 通過儀礼、コムニタス5

身体変工と意味 刺青、ピアス、切断6

贈与と意味 浮遊するシニフィアン、ゼロ記号7

貨幣と意味 原始貨幣、通貨8

市と意味 沈黙交易、共同体9

資本主義と意味 グローバル化、産業化10

ファッションと意味 流行、ナルシシズム11

裸と意味 物と科学、自由と平等12

民族＝国民と意味 国民国家、民族紛争、人種差別13

文化相対主義と意味 異文化交流と他者、同一性と差異14

全体のまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 WebCT等を活用し、授業期間中に講義の内容に関する課題提出を複数回求める。基本的概念

についての確認テストもおこなう。

毎回コミュニケーション・ペーパーを配布し、講義への質問、意見等を受け付ける。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

ktt21323@pl.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

精神と自然 ベイトソン G.／新思索社／／

神話と意味 レヴィ＝ストロース／みすず書房／／

レヴィ＝ストロース入門 小田亮／ちくま新書  ／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　余暇とは何だろうか。近代思想として日本に導入された余暇とは、少なくとも字義通りの意味で「暇を余す」といったものでは語りきれない。他方

で、現代社会における余暇は、かつての"re-creation"としての、即ち労働力の再生産、という意味以上の役割が期待され、また付与されている。

それはなぜか、またそこにいかなる可能性と問題点を見出すことができるのだろうか。

　本講義では、以上のような問題意識を抱きつつ、以下の点に焦点を据えた授業を行いたい。

①西洋における余暇概念の歴史的展開過程を読み解く。②日本における余暇生活の歴史的展開過程を読み解く。③現代日本社会における余

暇の位置づけを多角的に検討する。

　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

教科書は使用しない。

余暇に関する文献は枚挙に暇が無い。ひとまず余暇の研究に際する導入書として上記の参考書を挙げておくが、授業スケジュールのキー

ワードに挙げた人物の著作は、いずれも一読して損はない（殆どが岩波ないしちくま新書に収録）。なお、参考書は授業中にも適宜紹介す

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

現代余暇論 (S)  §  余暇論 (S)

担当者名 /  Instructor 薮 耕太郎

15882

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①余暇が誕生した理由、展開過程、現状について、社会科学的に考察する。

②余暇を通じて現代社会に活きる私たち世界のありようについて再検討する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

レジャーの誕生  アラン・コルバン編著  ／藤原書店／4894341875 ／

余暇学を学ぶ人のために 日本余暇学会監修／世界思想社／4790710904／

余暇学への招待 薗田 碩哉／遊戯社／4896594126 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

余暇論を学ぶ意義 授業の目的・進め方1

余暇思想史①―古代ギリシャ・ローマ ソクラテス・プラトン・アリストテレス・キケロ・セネカ2

余暇思想史②―中世・近世ヨーロッパ ホイジンガ・ルソー・パスカル3

余暇思想史③―近代西洋 カイヨワ・ヴェブレン・マイヤースン・リースマン4

余暇思想史④―西洋現代余暇論 ドゥマズディエ・フラスチェ・パーカー5

余暇の歴史（近代日本）①―前近代 遊び・芸能・祝祭6

余暇の歴史（近代日本）①―近代 民衆娯楽・盛り場・スポーツ・倶楽部7

余暇の歴史（近代日本）②―戦後 レクリエーション運動・高度経済成長・大衆消費者社会8

前半まとめ まとめ・ビデオ鑑賞9

現代社会と余暇①―情報化の時代 高度情報化社会・余暇情報センター・ネットワークの変

容

10

現代社会と余暇②―グローバリゼーションの時代 ライフスタイルの変化・異文化体験11

ライフスパンと余暇―余暇生活 労働時間と余暇・休暇と余暇12

新自由主義時代の余暇政策 余暇から自由時間へ・市民参加型社会13

権利としての余暇 余暇政策の問題点・人権と余暇14

21世紀社会と余暇 論点のまとめ・課題と展望15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を判定する。90 ％

平常点評価 自学自習を随時受け付け、その提出回数と内容に応じて加点する。提出は任意とする。10 ％



2011 年度シラバス立命館大学
参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代社会には、貧困、暴力、などさまざまな社会問題がある。こうした社会問題を、個人の逸脱や不適応から生まれたものとしてのみ理解するの

ではなく、それを生じさせる環境や社会関係のなかで位置づける社会学的観点をもって、実際に現場にかかわり支援を模索する実践的な知とし

て、臨床社会学を位置づける。

この授業では、貧困をはじめとする社会問題の具体的な事例をとりあげて、ビデオを見たり、ゲストスピーカーの話を聞いて、それらにアプローチ

する社会学的な洞察力を深め、支援の現場にかかわりながら「社会学する」ことの有効性と問題について考えていく。そのため、受講者の意見を

求めたりディスカッションを行うなど、できるだけ双方向のコミュニケーションにつとめる。これらを通して、個々人が関心を持つ社会問題につい

て、実践的な関わりをするのに必要となる力を身につけることを目指す。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会問題の解決・改善に寄与するボランティアや社会活動を、授業外で行っている・今後行う予定があることが、授業を理解するためには必須に

なる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

臨床社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

15827

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・貧困に関連する社会問題について、知識を得る

・社会問題の原因を、複数の視点から説明することができる

・社会問題の解決のために、各自ができることを考える

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

臨床社会学とは何か――社会問題へのアプローチ 臨床社会学と社会病理学・社会福祉学・心理学1

臨床社会学の視点① 逸脱論、ラベリング論2

臨床社会学の視点② 「羅生門」的現実をとらえる 3

臨床社会学の視点③ 構築主義、実践4

売春 ヨコハマメリー、自立と保護5

ホームレス① 不法占拠6

ホームレス② スクウォット7

ホームレス③ アルミ缶条例8

ホームレス④ アルミ缶条例9

市民社会と共生10

若者と労働① 就職活動、非正規雇用11

若者と労働② 低生活水準、社会保障12

若者と労働③ 労働法、労働組合13

臨床社会学に何ができるか②14

授業のまとめとレポート課題の解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容について、理解度を見る。 50 ％

平常点評価 授業内容についての理解度を見るために、授業内容に関連したテーマで毎回小レポートを課

す。小レポートは1点・2点・3点のいずれかの評価を行う。欠席や用紙未提出の場合は0点にな

る。毎回の評価は、WebCT上に公開する。小レポートが8回分以上提出されている場合にの

み、期末レポートを受けつける。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

 この企画研究の授業は、教員の指導の下に中国の文化や社会について、それぞれの学生が自分の関心領域やテーマを設定して研究してい

く。この授業は、前期の学習、夏休みにおける蘇州大学での特別講義の受講や上海・蘇州・南京への現地調査、後期のレポート作成向けての学

習、の三セクションの勉強を通じて、激変している中国の社会や文化に対する認識を深めていくと同時に、国際交流の能力を高めながら、簡単な

実用の中国語会話も身につけていくことを目標とする。

 一、前期では、自主的学習や研究を行うと同時に、8回程度の授業を予定している。二、夏休みの9月19―25日（予定）は中国の上海・蘇州・南

京へ出かけ、現地調査を行う。と同時に、蘇州大学の教授による特別講義も受ける。また、蘇州大学の学生との交流も大いに進めていく。蘇州

は二千数百年の歴史持つ古い街であると同時に、 先端な工業都市でもある。日本企業が300社あまり進出している。日系企業の調査・見学も

視野に入れていく。三、後期では、前期の学習、夏休みの現地調査を踏まえて、研究課題を整理学習し、レポート作成の作業を進めていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SB)  §  企画研究（自主企画研究） (SB)

担当者名 /  Instructor 文 楚雄

14551

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

 ●現地調査を通して中国の社会や文化に対する認識を深めることができる。

 ●実用の中国語会話も身につけていく。

 ●現地の人々や大学生と交流して、国際交流の能力を高めることができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

  中国現地調査のための渡航費用は10万円程度が必要である。（大学の海外スタディ奨学金の補助を申請する予定）

　中国語の能力を問わないが、現地へ行って学んでみたい、現地の大学生と交流してみたい、現地の人々と中国語を使ってみたいという意欲を

もってほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　この授業の性格、内容、達目標などの説明、各自の関

心領域の紹介

第1回

　各自の関心領域やテーマの設定第2回

　関心領域の先行研究の学習と討議第3回

　研究資料の学習と討論（1）、簡単な実用会話の学習第4回

　研究資料の学習と討論（2）、簡単な実用会話の学習第5回

　研究資料の学習と討論（3）、簡単な実用会話の学習第6回

　蘇州・南京についての学習第7回

　上海についての学習第8回

　蘇州市、南京市での現地調査、蘇州大学の特別講義を

受ける

第9回

　蘇州市、南京市での現地調査、蘇州大学の特別講義を

受ける

第10回

　上海市での現地調査第11回

　現地調査を踏まえた研究討論（1）第12回

　現地調査を踏まえた研究討論（2）第13回

　レポート作成の討論学習第14回

　レポート集の編集・完成第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　日常的な取り組みや現地調査は50％、　 終レポートは50％。100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

　電　話：　直通075－466－3132   内線3850   

　メール：　wen-chux@ss.ritsumei.ac.jp

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

テーマ：コミュニケーションの現在と未来―難病者・障害者へのコミュニケーション支援を手掛かりに―

重い病や障害のために、コミュニケーションの方法が限られている人々がいる。テクノロジーが発達した現在、文字盤やコンピュータなど、アナロ

グやデジタルのツールを駆使して病や障害とともに生きる人々の生存を支えることができる。しかし、究極、「コミュニケーション」とは、「＜声＞を

発する人」と「その＜声＞を聴こうとする人」との相互行為である。

本プロジェクトでは、ALSをはじめ、難病者・障害者へのコミュニケーション支援を通して、「コミュニケーションの現在と未来」を考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

担当者の「生命科学と倫理」「生命倫理学」などを受講していることが望ましい

授業で適宜指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

※上記の授業スケジュールは（NPO「ある」の活動、ゲストスピーカー、患者さんの都合などにより変動する）

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SC)  §  企画研究（自主企画研究） (SC)

担当者名 /  Instructor 大谷 いづみ

14552

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・NPO法人「ある」の活動を通して、難病者・障害者の「生存の技法」を学ぶ

・難病者・障害者への／とのコミュニケーション（支援）を通して、自らの「コミュニケーション」を考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本授業担当者にしてはめずらしいアクティヴィティをともなう企画で、私にとってもチャレンジですが

生命倫理問題を頭でっかち・心でっかちで終わらせることなく、ともに気軽に楽しみたいとおもいます。

メーリングリストを作成予定

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概容とガイダンス１

ALSについて学ぶ①２

ALSについて学ぶ②３

コミュニケーション支援とテクノロジー①４

コミュニケーション支援とテクノロジー②５

コミュニケーション支援とテクノロジー③６

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）７

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）８

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）９

「ひらめき・ときめきサイエンスプロジェクト」（予定）１０

ろう者とのコミュニケーション１１

「わたし・たち」の「＜コミュニケーション＞障害」１２

「わたし・たち」の「＜コミュニケーション＞障害」１３

報告書の作成１４

報告書の作成１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業や活動への参加

報告書の作成

100 ％

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

・ニュース・ジャーナリズムの現実的な議論をするための基礎知識として、新聞記事・ニュースの制作現場を実際に体験し、ディスカッションを行

います。

・朝日新聞大阪本社・朝日放送(ABC)の協力をいただいて、夏季に２日間、各４コマ分を使って、新聞記事とニュース制作の実習を行います。

・その他オプショナルで見学なども予定しています。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

クラス内で指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

時事問題は知っていることを前提に話します。新聞を読み、ニュースを見て社会の動きをきちんとフォローして下さい。クラスの中でのディスカッ

ションのネタとしても活用することが想定されます。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SD)  §  企画研究（自主企画研究） (SD)

担当者名 /  Instructor 奥村 信幸

14553

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入のはなし・ニュースの決まり事を知る ジャーナリズム・民主主義・人権第１回

取材現場で直面する問題 実名／匿名・推定無罪・取材源の秘匿第２回

取材で使われるスキル インタビュー・記者会見・調査第３回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日新聞）取材して記事を書く体験

　夏期休暇中１日に集中して実施

第４〜７回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別の日）

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

（朝日放送ABC)　テレビのニュースを制作する体験

　夏季休暇中１日に集中して実施（朝日新聞とは別

第８〜１１回

朝日放送ニュースセンター見学第１２回

変わる取材現場 メディアスクラム・デジタル第１３回

ニュースの将来と私たち ソーシャルメディア・オンデマンド・フォーラム第１４回

まとめの議論第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・回数が限られているため、出席は「前提」です。（70%）

・以下のポイントにより評価します。

　①ディスカッションへの参加・貢献度

　②実習参加での積極度

　③コミュニケーション・ペーパー（数回課す予定です）

記事やニュース制作、その後のディスカッションの成果などを「報告書」としてまとめてもらいま

す。（30%）

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

e-mail

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代社会は、経済社会環境が大きく変動する中で、貧困や格差の拡大、社会的排除など、さまざまな諸問題に直面している。これらの諸課題に

対応する中で、「コミュニティ」の可能性にあらためて注目が集まっている。村おこしや都市再生、地域福祉の試みなど、個別の諸事例について

は各科目において紹介されているが、それらを包括的に捉え、より広い観点から考察する試みはなされておらず、そのため「コミュニティ」の持つ

理論的意義と限界については十分に検討されてきたとはいえない。

　本企画研究では、これらの現状をふまえて、政治学の観点から幅広く検討することによって、「コミュニティ」の理論的可能性について明らかに

するだけでなく、そこから得られる知見をもとに、現在のコミュニティの抱える課題、および、それへの処方箋を検討していく（そして可能であれ

ば、これらの成果を社会実践へと結びつけていきたい）。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

現代社会の諸問題への対応として「コミュニティ」が注目されているため、新聞やニュースなどを通じて、時事問題に興味を持つようにしておくこと

テキストについては、必ず事前に入手し、しっかりとディスカッションできるように、精読しておくこと

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SE)  §  企画研究（自主企画研究） (SE)

担当者名 /  Instructor 加藤 雅俊

14554

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本企画研究の到達目標は、文献購読およびディスカッションを通じて、①「コミュニティ」に関する政治学的な理解を深めること、そして、②学術的

な知見を具体的提言や実践へと結びつける主体性を身に付けることにある。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

・テキストの輪読およびディスカッションを中心に運営していく

・より実りの多い時間にするために、テキストを事前に入手し、精読した上で授業に臨むこと

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

コミュニティ ジェラード・デランティ（著）／ＮＴＴ出版／／2006年

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション－コミュニティへの注目の背景－ 福祉国家の変容、ポスト工業社会への移行、グローバ

ル化の進展

1

現代社会におけるコミュニティの現状と課題 貧困・格差の拡大、社会的排除、個人化、ガバナンス、

パートナーシップ、協働

2

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ① リベラリズム、コミュニタリアニズム、リバタリアニズム3

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ② 多文化主義、シティズンシップ、新しい社会運動4

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ③ ポストモダニズム、コスモポリタニズム5

現代政治理論におけるコミュニティの位置づけ④（3回か

ら5回のまとめ）

6

政治理論と実際の関係性7

コミュニティへの政治学的アプローチ① 政治哲学、リベラリズム8

コミュニティへの政治学的アプローチ② コミュニタリアニズム、道徳的権威主義、平等主義9

コミュニティへの政治学的アプローチ③ 経済領域との関連性、社会政策との関連性10

コミュニティへの政治学的アプローチ④ 市民社会、結社、コミュニティの再生（政治化・民主化）11

コミュニティへの政治学的アプローチ⑤（第8回から11回

のまとめ）

12

コミュニティの政治学的意義と課題13

現代社会におけるコミュニティの可能性14

まとめ－21世紀におけるコミュニティ－15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 報告・レジメの作成、ディスカッションへの参加、期末レポートの作成などをもとに、総合的に判

断する

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業内で適宜紹介していく

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

本講義で扱う予定のテキストは必ずしも容易なものとは言えないが、「コミュティ」を通じて、現代政治理論の現状と課題を検討することできる。政

治理論やコミュニティの哲学的基礎に興味のある学生にとって、本講義は有意義なものとなると考えられる。テキストを丁寧に検討・解説・議論し

ていくので、政治学の基礎知識は必ずしも必要はないが、受講希　望者には難しい内容でも簡単にあきらめない学問的姿勢を期待している。

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニティの政治学 エイドリアン・リトル（著）／日本経済評論社／／2010年

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本企画研究では、国際的なメディア比較プロジェクトに取り組むこととし、特に、日韓のメディア（新聞、放送、映画、インターネットなど）について

比較メディア学の視点から学んでゆく。講義の中盤では、夏休み期間に、韓国・ソウルでのフィールドトリップ、いわゆる「インターナショナル・メ

ディアスタティーズ・キャンプ」を実施し、韓国メディアの特徴について実践的に理解する機会を持つ。これにより日本と韓国の共通点や相違点に

ついての理解を深めてもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

メディア、ジャーナリズム関連の講義を履修していることが望ましい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

本企画研究では、講義の一貫として夏季休暇中の9月に韓国ソウルでインターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプを実施するため、受講

にあたってはこれへの参加が必須となる。ソウルでは、提携大学の西江大学で、韓国メディアについて教授やメディア専門家から講義を受け、ま

た西江大学の学生とディスカッションを行う。講義・ディスカッションは英語で行われるため、受講生は英語力の向上を常に心がけておいて欲し

い。なお、メディアスタディーズ・キャンプへの参加費用は受講者の個人負担とする。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SF)  §  企画研究（自主企画研究） (SF)

担当者名 /  Instructor 金山 勉

14555

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

本企画研究の到達目標は、国際的な比較メディア学の学びを通じ、異なる国の社会で運営されているマス・メディアの特性を理解し、その中から

発生している独自のメディア文化などについて考察し、分析できる能力を身に着けることである。本企画研究では、夏期休暇中（9月2週目から3

週目にかけて）、韓国・ソウルにおいて韓国のメディアについて集中的に学ぶメディア・キャンプを実施するため、立命館での夏季集中講義で開

講される科目受講を計画しようとする場合は、時期が重なることとなる。このため、本企画研究を履修する際に、十分検討して受講すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション：国際メディア比較とは何か Comparing Broadcasting System第１回

フェーズ１（日本での学び）　

インターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプに備え

た学び

国際メディア比較研究の関連文献購読（その１）

第２回

国際メディア比較研究の関連文献購読（その２）第３回

日本と韓国のメディア比較（その１）第４回

日本と韓国のメディア比較（その２）第５回

フェーズ２（韓国・ソウルでの学び）＝夏期休暇中9月に7

日間の日程で実施する＝　

インターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプで学ぶ

　（韓国ソウルでプログラム提携大学の西江大学コミュニ

ケーション学部での講義）

韓国メディアを学ぶ

　　その１　新聞

第６回

韓国メディアを学ぶ

　　その２　放送

第７回

韓国メディアを学ぶ

　　その３　映画

第８回

韓国メディアを学ぶ

　　その４　インターネット

第９回

学生による日韓メディア比較ディスカッション（その１）

　各国メディアの特性を議論の中心とする

　立命館大学受講生と西江大学コミュニケーション学部

生との間で実施する（使用言語は英語）

第１０回

学生による日韓メディア比較ディスカッション（その２）

　日韓のメディア文化・流行を議論の中心とする

第１１回

フェーズ３（日本での学び）　

日本のメディア状況との比較

　日韓メディアの共通点

第１２回

日本のメディア状況との比較

　日韓メディアの相違点

第１３回

日韓間のメディアコンテンツ流通の可能性第１４回

まとめ、学びの報告書作成に向けて第１５回



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

韓国・ソウルでのインターナショナル・メディアスタディーズ・キャンプの日程や参加費用などについては、個別に説明の時間を設けることがある

ので、これには必ず参加すること。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

Electronic Media and Industrialized Nations: A 

Comparative Study

Donald R. Browne／Iowa State University Press／0813804221／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

東アジアのメディアコンテンツ流通 菅谷実編／慶應義塾大学出版会／4766411498／

ニュースの国際流通と市民意識 伊藤陽一編／慶應義塾大学出版会／476641148X／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 授業出席、授業参加、およびリアクションペーパーによる平常評価（60パーセント）、これに加え

てグループワークによるプレゼンテーション（20パーセント）、およびグループレポート（20パーセ

ント）により総合的に評価する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

ベトナムの障害児教育・福祉の調査研究

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

上記以外に発表（セミナーおよびゼミナール大会）の準備のために集まることがある。

2単位であるが、後期のゼミナール大会をめざして一年間をサイクルとして活動する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本ベトナム友好協会京都府連合会ホームページ（http://www4.ocn.ne.jp/~nhatviet/）

 その他 /  Others

教員全員が、授業に参加できない場合がある。

授業日以外に集まる場合がある。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SH)  §  企画研究（自主企画研究） (SH)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積、桂 良太郎、黒田 学、津止 正敏

14556

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

2011年8月にホーチミン市およびフエ市等で開催（予定）される、日本ベトナム友好障害児教育・福祉セミナーに参加し、ベトナムの障害児教育・

福祉の現状を調査する。

帰国後、調査をもとに報告書（レポート）を作成する。また、この調査をもとに2011年12月に開催される産業社会学会主催のゼミナール大会で発

表をおこなう。また、日本とベトナムの学生・研究者の交流活動に参加したり、学部内外の関連する授業に参加したりして本授業の補いとする。

また、他大学学生との共同研究も積極的にすすめる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

日頃から国際社会に目を向けて、様々な国々の障害者問題をはじめ教育・福祉に関心を持ってほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『手づくりの国際理解教育』 藤本文朗・藤井克美・黒田学・向井啓二編／クリエイツかもがわ／9784863420069／

『ベトナムの障害者と発達保障』 黒田学／文理閣／9784892595103／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

顔合わせ/各自の興味や関心を出し合う。第1回

昨年度までのセミナーの様子をビデオや写真で見たり、

先輩や関係者の話を聞いたりして、研究の方法やイメー

ジをつかむ。

第2回～4回

8月のセミナーでのフィールド調査、観察、文献研究など

の準備を始める。

第5回～8回

セミナーでの役割分担や、調査方法について打ち合わせ

を行い、準備をすすめる。

第9回～10回

帰国後、セミナーおよび調査のふりかえりや反省。ゼミ

ナール大会に向けての発表の打ち合わせを行う。必要に

応じて追加調査を実施する。

第11回～12回

ゼミナール大会にむけてのレジュメ作成とプレゼンテー

ション（パワーポイント）を準備する。

第13回

ゼミナール大会で発表する。第14回

１年間の活動のまとめと来年の課題の確認第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ゼミナール大会の発表およびその準備原稿をレポートとして評価します。

企画研究への参加度、積極性、役割などを総合的に評価します。日本ベトナム友好障害児教

育・福祉セミナー（2011年8月実施予定）に参加したか、しなかったかで評価に区別はもうけな

い。

100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本講義は、デートＤＶについて、その社会的背景について、社会学的知見から理解を深めると同時に、既存の予防開発プログラムの効果を検証

しつつ、高校生・大学生向けのデートＤＶ予防プログラムの開発・実践を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

家族社会学　臨床社会学

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SI)  §  企画研究（自主企画研究） (SI)

担当者名 /  Instructor 斎藤 真緒

14709

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本講義では、近代における親密な関係性が内包している暴力の特質を理解すると同時に、実践的解決方法を開発する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

このプログラムは当事者である若者の視点を生かしながら具体的にプログラムを作っていくので、意欲的かつ継続的に参加できる学生の受講に

限定する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

デートＤＶと恋愛 伊田広行／大月書店／9784272350346／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション デートＤＶ　ＤＶ　近代家族第1回

文献購読①第2回

文献購読②第3回

文献購読③第4回

資料分析①第5回

資料分析②第6回

資料分析③第7回

予防プログラムの開発①第8回

予防プログラムの開発②第9回

予防プログラムの開発③第10回

予防プログラムの実践①第11回

予防プログラムの実践②第12回

予防プログラムの実践③第13回

予防プログラムの編集第14回

今後の課題の整理第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 年度末にレポートを課す。20 ％

平常点評価 80 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

京都市京北町をフィールドワークの対象地として、納豆づくりをはじめ、その他当該地域での農林業活動を体験し、

それらを通じて地域の生活・産業を具体的に知るとともに、地域の経済的・社会的課題の発見と活性化に向けての

可能性について、農商工連携の推進と食育をテーマに加え、調査研究と社会的実践を行う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、フロンティ協会は学部インターンシップの受け入れ先でもあるので、ＮＰＯの活動に興味があれば

申し込んでほしい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SJ)  §  企画研究（自主企画研究） (SJ)

担当者名 /  Instructor 景井 充、高嶋 正晴

14557

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

本プロジェクトの活動を通じて、大学とＮＰＯ法人フロンティア協会との協働による地域活動について、各人の関心・

テーマからフィールドワークや調査研究を行い、その成果を学内・学外で発表するとともに、年度末に成果報告書

としてまとめる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　京北プロジェクトを中心として、フロンティア協会がアレンジする各種現地活動やボランティア活動への

積極的参加、とりわけ、毎年の納豆フォーラムや栃の木フォーラムなど学内外での成果・活動事例の

発表への参加を望みます（なお、フィールドワークや地域行事などは、土曜日、日曜日に実施することが

多いので、なるべく多くの活動への参加ができるよう、留意して下さい）。

　また、今年度は農商工連携をテーマに加えた活動を開始する予定なので、そうした分野への関心も

持ってもらえるといいでしょう。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

聞き書京都の食事（日本の食生活全集　第２６

巻）

「日本の食生活全集 京都」編集委員会（編）  ／農文協／／

伝承写真館　日本の食文化　第８巻　近畿 農文協（編）／農文協／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

はじめに　～京北プロジェクトの活動の概要および予定

の確定～ 

 第１回 

京北の概要　～現地視察から地域的特性を知る～  第２回 

京北の農業と納豆づくり①　～圃場の整備と大豆種まき

体験～

第３回 

京北の林業と栃の木植林活動①　～植林現場の視察～ 第４回 

京北の地域活性化活動の実施　～地域・ＮＰＯ・大学の

協働で～ 

（6月のホームカミングデーの一企画として、第４回「京

北納豆フェスタ」開催とその企画策定・準備・運営、ま

た、７月下旬には、京北での「カブトムシドーム」イベント

のサポートも） 

 第５～７回 

京北の農業と納豆づくり②　～大豆収穫体験～第８回 

京北の歴史文化資源　～古城調査の実践から～ 第９回 

京北の農業と納豆づくり③　～納豆作りと藁つと作りを体

験～ 

第１０回 

京北の林業と栃の木植林活動②　～栃の木植林を体験

～

第１１回 

大学の地域貢献事例の視察第１２、１３回 

学内外での活動成果報告（１１、１２月を予定：納豆フォー

ラムなど） 

第１４、１５回 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 講義への出席、活動への参加、および学内外のフォーラムでの成果報告など。 100 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・京北プロジェクトのブログＨＰ「京北プロジェクト」　http://ritskeihoku.kyo2.jp/

・特定非営利法人フロンティア協会ホームページ　http://www.nethousing.co.jp/frontier/

・京北商工会ホームページ　http://keihoku.kyoto-fsci.or.jp/ 

・大豆加工業界紙『トーヨー新報』　http://www.toyoshinpo.jp/

など

 その他 /  Others

京北プロジェクトの２０１０年度活動を報告する掲示板が以学館１Ｆにあります。納豆フォーラムの

様子なども報告されています。ブログやＨＰとともに、２０１１年度の活動の参考としてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

納豆本―やっぱり納豆が好き― ／フロム出版 ／／

農商工連携による「新地域おこし」のススメ 後久博／ぎょうせい／／

農業ブランドはこうして創る―地域資源活用促

進と農業マーケティングのコツ―

後久博／ぎょうせい／／

納豆大全―愛すべき伝統食品の謎を解く― 町田忍／角川文庫／／

農商工連携の地域ブランド戦略 関満博、松永桂子（編）／新評論／／

「食」の地域ブランド戦略 関満博、遠山浩（編）／新評論／／

「村」が地域ブランドになる時代 関満博、足利亮太郎（編）／新評論／／

《森林社会学》宣言―森と社会の共生を求めて

―

内山節（編）／有斐閣選書／／

地域と響き合う農学教育の新展開―農学系現

代ＧＰの取り組みから―

中島紀一（編）／筑波書房／／

食・農・からだの社会学 枡潟俊子・松村和則（編）／新曜社／／

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本企画研究のテーマは、産業社会学部でこそ“学習者中心の学び”を現実化することができるという考え方に立って、産業社会学部ならではの

“学び”の技法と文化の開発に取り組むことである。具体的には、以下の２点を主題とする。①「社会的構成主義」と言われる学習理論を学びな

がら、産業社会学部ならではの“学び”の可能性をつかむこと、②「学ぶ主体」を形成する文化的な仕掛けとしての、産業社会学部におけるピア・

エデュケーションのありかたや、学生の自主活動・自治活動を検討すること。授業における具体的な活動には、他大学への視察、シンポジウム

の企画・開催に取り組む中で、文献や資料を素材とする実践的な学習に取り組みたいと考えている。

本企画は当初２年間の継続事業として構想したものだが、研究の進展を受けて３年目を開講する。今年度の 終的な到達目標は、視察調査や

シンポジウムの成果を学部内外に向けて広く成果公表し、また積極的な提言を行うことである。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にないが、教育社会学や高等教育に関心を持っていると非常に好都合である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業外での意見交換や情報の共有、学習会やシンポジウムの準備などが、それ自体アクティブラーニングとなろう。私的・個人的関心から出発

して、社会的意義を有する成果にまでその関心を育て上げる経験となるはずである。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SK)  §  企画研究（自主企画研究） (SK)

担当者名 /  Instructor 景井 充、坂田 謙司、高嶋 正晴

14710

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

前半期の目標は、１）“学習者中心の学び”の理論的支柱となる「社会的構成主義」学習理論を学ぶとともに、産業社会学部の学際学部としての

特性をつかむこと、２）上掲の学習理論の研究者を招聘して学習会を開催すること、３)後期に開催するシンポジウムの開催準備を進めること、で

ある。夏期休暇中には、他大学への視察や専門家へのインタビューを含めた調査活動に取り組む。視察調査の対象としては、学際プログラムに

精力的に取り組んでいる岡山大学や、地域連携教育などの形で様々なＦＤやアクティブラーニングを展開している大学を想定している。

後半期の目標は、１）前半期から後半期中頃までの活動を総括するシンポジウムを企画・開催すること、２)、同じく、産業社会学部における“学

び”の文化を醸成する方策について検討を深めること、である。 後に、活動全体を総括して報告書や論文の形で成果を取りまとめ、ゼミ大への

参加など発信活動を行う。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

密度の濃いアクティブラーニングとなるので、積極的に楽しみながら参加して欲しい。いわゆる座学とアクティブラーニングは別物でもないし矛盾

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

年間および前期の活動内容、基本的スケジュールの説

明（１）、意見交換

1

年間および前期の活動内容、基本的スケジュールの説

明（２）、意見交換

2

「学習理論」の意義と必要性に関する概説 ――「教育」と

「学習」の峻別

社会的構成主義、学際教育プログラム3

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（１） 社会的構成主義、学際教育プログラム4

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（２） 社会的構成主義、学際教育プログラム5

「学習理論」に関する学習、学習会の準備（３） 社会的構成主義、学際教育プログラム6

「学習理論」に関する学習の総括、学習会の総括7

後期の活動内容、基本的スケジュールの説明（１）、意見

交換

8

後期の活動内容、基本的スケジュールの説明（２）、意見

交換

9

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（１）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題10

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（２）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題11

学びの「文化」醸成の方策に関する検討・シンポジウムの

準備（３）

高等教育における“学び”とは何か、青年期の発達課題12

シンポジウムの開催準備13

シンポジウムに関する総括14

年間活動に関する総括、成果の取りまとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常の活動への参加を評価対象とする。当事者意識を持って臨んでいるかどうかを判定する。100 ％
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特になし。上掲の講義概要と到達目標に相応しい文献や資料を用いる。なお、『構成主義パラダイムと学習環境デザイン』は共同購入する。

活動が進む中で、適宜紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

しもしない。両者を相乗させながら、大学での学びの面白さを味わってみて欲しいと思う。

産業社会学部において、大学・学部教育それ自体が検討される機会は今までなかった。大学における学びのあり方について関心を持つ学生の

参加を広く求めたい。大学・学部に対する“消費者主権的依存”状態からも、シニカルな傍観者的態度からも自由になって、産業社会学部での学

びを自分自身にとって意義あるものとしたいと思う学生は、ぜひ参加してほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　経済成長が続く中国を中心に、アジアの消費市場は着実に拡大しています。その反面、芸術・文化の振興、創出の産業構造では、日本は先進

国です。ところがデシタル技術とインターネットの地球規模の急速な普及で、新たな課題が続々と生じています。それには、まず速やかに時代に

対応できる人材の育成です。ついては東アジア地域（日・中・韓）を主軸に､ASEAN加盟諸国における音楽文化・産業の実態を調査・研究し、推進

役の一助になるような報告書の作成と発進を目指します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

○語学（中国語、韓国語）の積極的な履修を望む。 

特に指定はしない。独自資料・テキストを活用。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

特にありません。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

その都度指示する。 

 その他 /  Others

なし

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SL)  §  企画研究（自主企画研究） (SL)

担当者名 /  Instructor 反畑 誠一

14631

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

○音楽文化を通じて西欧と非西欧を比較し特性を学ぶ。

○ 新の市場特性を調査研究する。

○新たな情報ネットワークを構築する。

○ビジネス・プロデューサーの資質を拡充する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

国勢と民度 言語・宗教1

民族音楽の存在 洋楽事始2

市場規模と流通 海賊盤3

情報ネットワークの構築 海外交流4

教育制度の実態 音楽教育5

違法ネット利用の実態と法整備 百度（Ｂａｉｄｏ）6

メデイア事情の実態 許認可制度7

著作権制度の実態 国際条約8

J-POPの浸透度と進出の可能性 ハーリー（吟族）族9

コンテンツ産業振興戦略（韓国編） K-POPブーム10

コンテンツ産業振興戦略（中国編） C-POP11

コンテンツ産業振興戦略（シンガポール編） Ｃｏｏｌ　ＪＡＰＡＮ12

エンタテインメント産業の実情と展望 ライブ13

報告レポート作成準備 コンピレーションアルバム14

研究発表とディスカッション 報告レポート15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 100 ％

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

募集人員は10人。介護政策における家族のポジショニングは、家族依存から家族支援を経て本人支援というステージを迎えています。ただ、本

人支援を政策理念として掲げた介護保険制度や障害者自立支援法では、家族が再度、介護の人的資源として介護場面に回収されるという新た

な事態を発生させています。また、本人支援という枠組みだけでは今日の介護問題を解決するには至っていないということも明らかなっていま

す。家族･介護者支援というテーマが本人支援というステージを経て再帰的に「ケアする人へのケア」というテーマとして浮上しています。この企画

研究では、障害児家族(父母、兄弟姉妹など)という障害児者という当事者とともに「もう一人の当事者」としての家族･介護者への支援について考

えていきます。ケアする人のケアを可能とするような地域社会についての理論的実証的研究が主なテーマとなっています。皆さんの積極的な参

加を歓迎します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

地域福祉論。家族社会学。

ゼミナール大会や父母教育後援会への参加を徹底します。これを目途としながら集団で一つの論文を完成させます。

その都度指示する

その都度指示する

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

通年2単位の授業なので、基本は水曜日の2時間目に設定しますが、休日や長期休暇中にも合宿、フィールドワークを行うので、必ずしも毎水曜

日とは限りません。授業の進捗状況を見ながら、また受講生と相談しながら進めていきます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

研究連携組織として「京都障害児放課後ネット」

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SM)  §  企画研究（自主企画研究） (SM)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

14632

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

全員で一つの研究論文を作成する。既に実施した障害児家族へのインタビュー調査を元にして、家族によって語られた「暮らし」の実態から、障

害児とその家族の暮らしと社会参加支援を「働く」ということをテーマとして研究します。「障害児家族の介護離職の研究」ともなります。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

tsudome@1ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

インタビュー調査結果(文字起こし分)の分析検討 障害児　家族　介護離職　地域生活1～14

研究報告会「障害児と家族への支援を考える」の開催 障害児　家族　介護離職　地域生活15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 完成論文と報告会でのプレゼンによって評価する。100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

京都市右京区南太秦小学校区自治連合会が行政との協働で取り組んできた社会交通実験（市バス７０系統利用促進モビリティ・マネジメント）

や、社会的孤立防止プログラム（南太秦小学校におけるサンデー・モーニング・カフェ）の支援を展開する。その際、環境政策、交通政策として位

置づけられている社会交通実験には社会的孤立を防止する福祉的プログラムの付加、そして社会的孤立防止実験には食品ごみの堆肥化や軽

易な農作業などの環境的プログラムの付加を通じて、環境政策と福祉政策とが融合したまちづくりのプロセスをデザインし、各実験を推進する具

体的なプログラムを立案、実施する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「環境形成論」「景観デザイン論」「教養ゼミナール（７）」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

（１）授業時間以外にも地元関係者や行政関係者との打ち合わせ、土日に実施されるワークショップや調査、企画への参加などが予定されてい

ます。

（２）また、通常講義以外にも、衣笠セミナーハウスで合宿を行い、ワークショップや聞き取り調査のためのスキル・トレーニングなども実施するこ

とになります。実践的な活動を行うための必要となるスキルの取得と、実際に実践活動を展開していくことが必要となるので、かなりの時間と労

力を注ぎ込む必要があります。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SN)  §  企画研究（自主企画研究） (SN)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

14633

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）「聴く」ことを通じて、まちづくりにおけるステークホルダーのニーズを把握する力を身につける。

（２）「聴く」「眺める」ことを駆使して、プロセスとプログラムをデザインする力を身につける。

（３）実施したプロセスやプログラムを検証し、次の展開への改良点を明確にする力を身につける。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンスならびに自己紹介・他己紹介 己を知る・他者を知るグループワークの導入１回目

これまでの経緯と対象地域の理解と把握 対象地域におけるこれまでの活動の経緯や成果、課題

の理解。

対象地域の地図や基礎データに基づく理解。

２回目

対象地へのフィールドワーク（１） まちあるきによる地域資源の発見と理解３回目

対象地へのフィールドワーク（２） 地元の要望で開設された市バス７０系統の乗り込み調

査

４回目

 対象地へのフィールドワーク（３） 南太秦小学校ふれあいサロンで毎月２回隔週日曜日の

午前中に展開される「サンデーモーニングカフェ」への参

加

５回目

対象地へのフィールドワーク（４） 南太秦小学校区自治連合会へのヒアリング調査６回目

対象地へのフィールドワーク（５） 自治体関係者へのヒアリング調査７回目

社会交通実験チームと社会的孤立防止実験チームの形

成

市バス７０系統の利用促進や福祉的要素を付加するた

めの社会交通実験チームと、南太秦小学校における

「サンデーモーニングカフェ」への環境的要素を付加す

るための社会的孤立防止実験チームのグループ分け

８回目

各実験の内容をパワーアップする新しい企画実施のため

のプロセスとプログラムのデザイン（１）

各実験毎にどのような新しい企画を行うのか？企画を

実施するまでのプロセスと、実際に実施する企画内容

についてのプログラムをデザインする。

９回目

各実験の内容をパワーアップする新しい企画実施のため

のプロセスとプログラムのデザイン（２）

前回デザインした各企画のプロセスと、企画内容につい

てのプログラムを精査し、決定する。

１０回目

新しい企画プログラムを展開するための予備調査ならび

に予備実験（１）

決定したプログラムが実際に展開できるのかどうか、地

元関係者や行政関係者との打ち合わせや予備実験、予

備調査を行う。

１１回目

新しい企画のプログラムを展開するための予備調査なら

びに予備実験（２）

地元関係者や行政関係者との打ち合わせや予備実験、

予備調査の結果を受けて、本格実施を展開するための

準備や調整を行う。

１２回目

新しい企画プログラムの実施（１） これまでに検討してきた新しい企画の本格実施１３回目

新しい企画プログラムの実施（２） 新しい企画の本格実施を終えての関係者へのヒアリン

グ調査

１４回目

各実験の新プロジェクト実施の振り返りと総括１５回目
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（１）少人数（15名）による参加型かつ実践的な授業となります。

（２）このシラバスでは１つの目安として全１５回のプログラムと内容を記していますが、内容が前後したり、前倒しになったり、授業と授業との合

間に地元関係者や行政関係者との打ち合わせが入ったりなど、地元や行政が進める社会実験の進捗に併せて、スケジュールが変更されること

が多々あります。

（３）ただし、その場合にも、事前の連絡や調整はしっかりと行いますので安心して下さい。

（４）また２、３回分をまとめた衣笠セミナーハウスで合宿集中ワークも予定しています。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

環境と都市のデザイン―表層を超える試み・参

加と景観の交点から

斎藤・土肥編著／学芸出版社／／担当教員も執筆陣に加わり、実践的な活動の中で

合意形成やワークショップがどう展開するかを記した本。担当教員がどのような実践を

経て今日に至っているかを理解してもらえる本です。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

参加のデザイン道具箱 世田谷まちづくりセンター／世田谷まちづくりセンター／／住民参加型企画の立案や

ワークショップのプログラムデザインのアイディアや応用例が豊富な実践的テキスト！

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 地域に入っての実践的な研究活動になるため、１５回の授業のみならず、市民組織や行政組

織との打ち合わせや準備作業など、授業時間の２〜３倍の時間と労力の投入が必要となりま

す。「今の社会をもっとまともなものにしたい」「他者や地域のために活動する中で自分を成長さ

せたい」という強い動機と問題意識、そして他者への思いやりを有することが、この研究に参加

しタスクを達成させる資質として必要です。作業に対する姿勢や、作業結果の内容を判断材料

として、全１５回を通じての成績評価を行います。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　グローバル資本主義の引き起こす世界的規模での諸問題、たとえば、貧困問題や環境問題を甘受しつつ、

私たちは、なおもこのままグローバル資本主義のなかに生きるか。それとも、また別の対抗的な社会経済の

あり方、その条件をいかに構想しうるのか。

　この授業では、資本主義経済のグローバル化とポスト資本主義的な社会経済のあり方をめぐる諸文献を

読み進め、そうした構想―とりわけ地域に根ざした社会経済のあり方―について議論し、考察していく。

　

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし。

全体で共通して使用する教科書は定めない。授業で取り扱う諸文献については、参考文献一覧を参照されたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

毎回の題材となっている文献について、しっかりと目を通した上での出席を求める。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SP)  §  企画研究（自主企画研究） (SP)

担当者名 /  Instructor 高嶋 正晴

14559

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

関連する諸文献を読んで議論することを通じて、グローバルな社会経済の問題と展望について学び、知識と

理解を深めること、そして、それらを踏まえつつ、今後の望ましい社会経済のあり方と、その諸条件について

考察を深め、レポートとしてまとめること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業の方法としては、以下の参考書欄にある諸文献をしっかりとふまえて、双方向的・参加型の授業を行う。

受講生は、予習をし、授業でのプレゼンや議論を通じて、各受講生の 終レポート作成に取り組むこととなる。

授業内容については、受講生の関心などによっては、文献の加除を考慮したい。

読む文献の量が若干多いので、隔週ないしその他のテンポでの授業運営となる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

フラット化する世界（増補改訂版、上下巻） Ｔ・フリードマン／日本経済新聞出版社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

グローバル資本主義の諸問題 論点整理と問題意識、運営方法の確認第1回

グローバル資本主義の現在 Ｔ・フリードマン『フラット化する世界』 第2回

グローバル資本主義の変容① Ｐ・ドラッカー『ポスト資本主義社会』第3回

グローバル資本主義の変容② 田坂広志『目に見えない資本主義』第4回

グローバル資本主義の変容③ Ｇ・Ｋ・プラハラード『ネクスト・マーケット』第5回

経済概念の問い直し Ｋ・ポランニーの「形式経済／実体経済」論第6回

経済成長と社会発展 Ｓ・ラトゥーシュ『経済成長なき社会発展は可能か』①　第7回

経済成長と社会発展 Ｓ・ラトゥーシュ『経済成長なき社会発展は可能か』②第8回

ポスト資本主義 Ｊ・Ｋ・ギブソン＝グラハム『ポスト資本主義政治』①第9回

多様なコミュニティ経済 Ｊ・Ｋ・ギブソン＝グラハム『ポスト資本主義政治』②第10回

連帯に基礎をおく経済 西川潤ほか編『連帯経済』第11回

ローカリズム①　 Ｈ・ノーバッグ＝ホッジ『懐かしい未来へ』第12回

ローカリズム②　 内山節『共同体の基礎理論』第13回

ローカリズム×連帯経済 農と食からグローバル経済の仕組みを捉えなおす第14回

振り返りワークショップ ポスト資本主義的な社会経済のあり方とその展望第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ・日常的な授業における取り組み状況の評価として：

　授業への積極的な参加。（60％）

・レポート：毎回の予習としての要約レポートの作成（20％）

・ 終レポート：授業で取り扱った諸文献を元にレポートを執筆（20%）

100 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ポスト資本主義社会―21世紀の組織と人間はど

う変わるか―

Ｐ・ドラッカー／ダイヤモンド社／／

目に見えない資本主義―貨幣を超えた新たな経

済の誕生―

田坂広志／東洋経済新報社／／

ネクスト・マーケット［増補改訂版］ Ｃ・プラハラード／英治出版／／

人間の経済Ⅰ―市場社会の虚構性― Ｋ・ポランニー／岩波書店／／

経済成長なき社会発展は可能か―＜脱成長＞

と＜ポスト開発＞の経済学―

Ｓ・ラトゥーシュ／作品社／／

Postcapitalist Politics J. K. Gibson-Graham／University of Minnesota Press／／

The End of Capitalism (As We Know It) J. K. Gibson-Graham／University of Minnesota Press／／

連帯経済―グローバリゼーションへの対案― 西川潤、生活経済政策研究所／明石書店／／

いよいよローカルの時代―ヘレナさんの「幸せ

の経済学」―

ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ、辻信一／大月書店／／

共同体の基礎理論―自然と人間の基層から― 内山節／農文協／／

肥満と飢餓―世界フード・ビジネスの不幸のシス

テム―

ラジ・パテル／作品社／／

未来をつくる資本主義―世界の難問をビジネス

は解決できるか―

Ｓ・ハート／英治出版／／

脱「開発」の時代―現代社会を解読するキー

ワード辞典―

Ｗ・ザックス／晶文社／／

現代マルクス主義のフロンティア Ｒ・マンク／萌書房／／

グローバリゼーション［新版］ Ｍ・スティーガー／岩波書店／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　３．１１大震災に際して、多様な震災ボランティアが生まれている。こうした過程は、日本における新たな社会創造に向けた重要なステップとなる

だろう。

　本企画研究では、１）すでに自主的に震災ボランティアに参加した学生、２）まだ参加できないが、興味関心のある学生、３）そもそも、ボランティ

アに疑惑を持っている学生を対象とする（つまり、少しでも、今回の震災ボランティアに関心がある学生を歓迎する）。本授業では、震災ボランティ

ア参加者へのインタビューを通じて、震災ボランティアの体験を共有化し、その意味を探り、さらに、その過程を学内に情報発信していくことを狙

いとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別段ない。あえて言えば、ボランティア入門やNPO・NGO論などの履修は好ましい。

１）震災対応の企画研究は、この授業以外に、遠藤先生、永橋先生が受け持たれる予定である。本企画研究は、こうした他の企画研究と有

機的に連携しながら進めていく。本企画研究の特徴は、他の２つに比して、震災ボランティアの可能性と課題について学び、本学部を含む、

学生全体に情報発信していくことにある。

２）これ以外に、本学ボランティアセンターなど、多様なアクターと連携を模索する。

３）他の震災対応の企画研究や専門演習と連携して、2012年春に情報を共有化し、社会に発信する共同研究会（公開シンポジウム）を企画

する予定である。本企画研究もその際にプレゼンテイターとして参加していきたい。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　本企画研究は、教室を出て、さまざまなアクターに会って、話を聞いていくアクティブな学びが中心となる。参加者の希望によっては、実際、震

災ボランティアに参加するなどのフィールドワークを授業外に積極的に行うことも追求する。

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SQ)  §  企画研究（自主企画研究） (SQ)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

17133

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）日本におけるボランタリーセクターが抱える課題を把握する。

２）ボランタリーセクターを活性化させる様々な道筋について、とくに、震災ボランティアをフィールドとして理解する。

３）今回の震災ボランティアの意義について理解する。

４）震災ボランティア体験を広く学生に共有化する方法論を考える。

５）そして、実際、情報発信活動を行うアクティブな学びを追求する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　本企画に興味がある熱意ある学生の参加を歓迎する。もちろん、震災ボランティアに対して疑問を感じるという問題意識を持った学生も大いに

歓迎する。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

今回の大震災について企画研究参加者の問題意識の共

有化

研究テーマの確認、震災ボランティア第１回

「全国ホームレス協会のこころみ」菅野氏の問題提起（音

声データ）

NPOネットワーク、新たな公共第２回

「イオンのこころみ」古谷氏の問題提起（DVDデータ） 企業の社会貢献活動、企業の震災対応第３回

「環境市民のこころみ」堀氏の問題提起（DVDデータ） FMラジオとインターネット発信の可能性、市民メディアと

環境運動

第４回

ボランティア問題へのアプローチ 日本のボランタリーセクターの課題、ボランティアにかか

わる文化的な問題

第５回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その１） インタビュー調査と調査まとめの共有化第６回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その２） インタビュー調査と調査まとめの共有化第７回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その３） インタビュー調査と調査まとめの共有化第８回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その４） インタビュー調査と調査まとめの共有化第９回

震災ボランティア体験者との情報の共有化（その５） インタビュー調査と調査まとめの共有化第10回

情報発信に向けた戦略会議 メディアの選択第11回

情報発信に向けたフィールド調査 メディアのフィールドワーク第12回

情報発信のための準備 第６回～第10回のデータの加工第13回

情報発信の実施 放送？　インターネット構築？　フェイスブック？第14回

情報発信活動の振り返り 活動成果の自己評価第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 本企画研究は、情報発信を目的としており、その具体的な成果を中心的に評価する。100 ％
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なし。

授業中に、適時、紹介していく。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に、適時、紹介していく。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　東日本大震災の被災地から遠く離れた京都にあって、被災地の人々の支援のあり方をどう考え、どう関わっていったら良いのだろうか？本企

画研究では、人々の健康に着目し、体と心のケアをめざしたパフォーマンスの可能性を追求したい。関西に移住してきた被災地の人々を対象に

しつつも、可能であれば、被災地に赴きパフォーマンスの可能性を追求したい（被災地に行った場合、現地のニーズ（ガレキ撤去や炊き出し等）

にあわせた活動も展開する）。そのために、1．健康とは何か、体と心のケアに関するパフォーマンスの理論や実技などに関する情報収集や文献

学習を行う。2．実践例（日本ダンス・セラピー協会、日本プレイセラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽出する）を視察する。3．

被災地の人々の現状と課題を把握し、それに対応したパフォーマンスの可能性を探求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

別段ない。あえていえば、「身体論」「ウエルネス論」などの履修は望ましい。

1．震災対応の企画研究は、この授業のほかに小澤先生、永橋先生が担当する予定である。本企画研究は、こうした他の企画研究と有機的

に連携しながら、進めていく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SR)  §  企画研究（自主企画研究） (SR)

担当者名 /  Instructor 遠藤 保子

17135

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）体と心のケアに関する理論と実践を深く理解し、他者に伝えることができる。

（２）パフォーマンスの様々な意義について理解し、他者に伝えることができる。

（３）健康とは何かを、様々な観点から検討し、健康の維持・増進になにが必要なのかを理解し、他者に伝えることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業概要の説明、今回の震災についての企画研究参加

者の問題意識の共有化

授業テーマの確認、問題意識の共有化第１回

健康とは何か、体と心のケアをめざしたパフォーマンスに

関する理論学習

健康、体と心、パフォーマンス第２回

体と心のケアをめざしたパフォーマンスの理論と方法に

関する情報収集

日本ダンス・セラピー協会、日本プレイセラピー協会、日

本ミュージックセラピスト協会

第３回

実践例の視察1（日本ダンス・セラピー協会、日本プレイ

セラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽

出する）

実践、視察第４回

実践例の視察2 （日本ダンス・セラピー協会、日本プレイ

セラピー協会、日本ミュージックセラピスト協会などから抽

出する）

実践、視察第５回

ゲスト・スピーカーを招いて、被災地の人々の現状、特に

健康面に関する情報収集

被災地の人々の生活、健康、課題第６回

ゲスト・スピーカを招いて、関西に移住してきた被災地の

人々の現状、特に健康面に関する情報収集

関西、被災地の人々、健康、課題第７回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の可能性の追求

体と心、パフォーマンスの可能性第８回

関西に移住してきた被災地の人々への聞き取り調査１ 生活の現状、課題第９回

関西に移住してきた被災地の人々への聞き取り調査２ 健康の現状、課題第10回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案

体と心のケア、パフォーマンス、立案第11回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案とその検証1

体と心のケア、パフォーマンス、立案、検証第12回

被災地の人々の体と心のケアをめざしたパフォーマンス

の企画立案とその検証2

体と心のケア、パフォーマンス、立案、検証第13回

活動総括と成果のプレゼンテーション 総括、プレゼンテーション第14回

まとめと振り返り まとめ、反省第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 　体と心のケアに関するパフォーマンスの情報収集と考察、ならびにパフォーマンスの企画立

案と検証など、参加者が主体、当事者となって積極的に進めていくことが求められている。日常

的な授業の取り組み状況を評価する。担当教員は、そうした参加者の積極的な活動を支援し、

関係するNPOや被災地ボランティアネットワークとの連携に力をそそぐ。

100 ％
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2．上記以外に、本学ボランティアセンター、京都ボランティアセンターなど多様な機関と連携して模索する。

随時提示する。

授業中に、随時、提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時、提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　本企画に興味のあり、行動力のある学生の参加を歓迎する。また、パフォーマンスの実践経験がなくても、問題意識を持った学生も大いに歓

迎する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　東日本大震災ならびに福島第１原発事故による被災地の日常生活や生産活動への大打撃をどう受け止めたら良いのか？被災地から遠く離

れた京都にあって、復旧復興や被災地の支援のあり方をどう考え、どう関わっていったら良いのか？私自身、まだ明確な道筋を見出せていな

い。その理由の１つに福島第１原発の事故とその影響の大きさがあり、活動の自由度が奪われるような「もどかしさ」を感じている。逆にこの「もど

かしさ」から、被災地ならびに被災者支援、ひいては、将来の防災計画やリスク分散の知見を集積できないか？そのような問題意識から、本企画

研究では「リスクを 小限に抑える小規模分散型のエネルギーの地産地消はいかにして可能か？」という問題設定を行う。本企画研究では、現

時点での電力供給量の１割近くを占める流込式水力発電に着目し、避難所や仮設住宅におけるマイクロ水力発電活用の可能性と課題を探求し

たい。可能であれば、被災地に赴きマイクロ水力発電を含む自然エネルギー設置のためのボランティア活動に従事してみたい（しかし、もし被災

地に行き、そこでのニーズが自然エネルギーの設置よりもガレキ撤去や炊き出し等であれば、現地のニーズに適う動き方を展開する）。以上の

探求を進める上でも、日本におけるマイクロ・小水力発電の実施例や可能性、課題などの情報収集や文献学習を行う。その出発点として、１００

年前から流込式水力発電を導入し市内約２万世帯の電気を作り出している京都市内４カ所の小水力発電所ならびに嵐山渡月橋小水力発電の

フィールドワーク学習、さらには他府県の事例を学ぶ。その上で、自然エネルギーの普及という観点で東日本大震災の復興支援を行っているいく

つかのNPO法人と交流、連携しながら、マイクロ・小水力発電活用の可能性を探求していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「現代環境論」「環境技術論」「資源エネルギー論」「環境ライフスタイル論」

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

企画研究 (SS)  §  企画研究（自主企画研究） (SS)

担当者名 /  Instructor 永橋 爲介

17137

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）東日本大震災の復旧復旧への関わりについて、自分の言葉でリアリティをもって語れるようになる。

（２）日本におけるエネルギー政策の現状や問題点を理解し、マイクロ・小水力発電の可能性と課題を深く理解し、他者に伝えることができる。

（３）被災地ならびに京都におけるマイクロ・小水力発電の普及の具体的な道筋や効果そして課題を深く理解し、他者に伝えることができる。

（４）マイクロ・小水力発電を成立させるために必要となる水の循環や涵養にも思いを馳せ、小規模分散型エネルギーの地産地消と共に、山林農

地の保全や農産物の地産地消も同時に追求していく発想法と具体的方法論を理解し、他者に伝えることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

日本のエネルギー　特に電気エネルギーの現状と課題

の理解

第１回

自然エネルギー普及の現状と課題ならびに可能性を把

握するための情報収集

第２回

自然エネルギーにおけるマイクロ・小水力発電の課題と

可能性を把握するための情報収集

第３回

日本におけるマイクロ・小水力発電の歴史と実践例の把

握と理解（１）

第４回

日本におけるマイクロ・小水力発電の歴史と実践例の把

握と理解（２）

第５回

京都における小水力発電のフィールドワーク（１）第６回

京都における小水力発電のフィールドワーク（２）第７回

京都における小水力発電のフィールドワーク（３）第８回

ゲストスピーカーを招いての自然エネルギーの実践例な

らびにその可能性と課題の共有

第９回

ゲストスピーカーを招いてのマイクロ・小水力発電の実践

例の共有

第10回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の可能性と課題

の把握（１）

第11回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の可能性と課題

の把握（２）

第12回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の企画立案とそ

の検証（１）

第13回

復興支援としてのマイクロ・小水力発電の企画立案とそ

の検証（２）

第14回

まとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 担当教員も自然エネルギーやマイクロ・小水力発電に関してはゼロからのスタート。マイクロ・小100 ％
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京都市内のフィールドワーク、被災地支援などは、可能であれば後期開講の前の夏期期間中に集中的に行いたい。なお、被災地支援に行

けるかどうかは、受け入れ先の事情やこちら側の体制、サービスラーニングセンターやその他環境NPOや被災地支援ネットワーク諸団との連

携などを勘案して判断することになる。

随時提示する。

随時提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

随時提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

担当教員も右往左往、試行錯誤の中でこの企画研究を展開していく。何か知識を教える、という形には絶対にならない。被災地支援、原発問題

に関して、なんだか「もやもや」するという「心のひっかかり」を共有し、しかし、そのひっかかりを「もやもや」にとどめず、何か一歩踏み出したいと

いう気持ちを持ち寄って、積極的に、しかし、いろいろな局面で丁寧かつ誠実にコトを進めていける場や関係性を大事にしたい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

水力発電に関する情報の収集やその考察、ならびにフィールドワークの企画実施など、参加者

が主体、当事者となって積極的に進めていくことが求められている。担当教員は、そうした参加

者の積極的な活動を支援や環境NPOや被災地ボランティアネットワークとの連携に力をそそ

ぐ。

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本演習は、学生の自主的学習活動であるインターンシップを基本としています。事実上、半年間に及ぶ長期で高度な産学連携による学習プログ

ラムです。具体的には、後期セメスター期間を通じて企業等の抱える現実の課題に大学院生と学部生で編成されたチーム（5名程度）が取り組む

実践的で自律的な学習プログラムです。課題の解決にはチームメンバー各々の専攻学問をもとにあたりますので、所属する学部の学びの再検

証につながります。また、大学院生がリーダーシップを発揮しチーム運営にあたるほか、チームメンバーも多様な学部構成となりますので、レベ

ルの高い学習活動が展開されます。

本演習は4月初旬～5月中旬頃に募集と選考を行います。詳細は4月初旬～中旬頃にガイダンスを行いますので、インターンシップオフィスで日

程を確認してください。なお、選考合格後には履修料（1万円）の納入が必要となります。本科目は大学院生及び学部生が共に受講します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本演習をサポートする講義として、コーオプ教育を柱とした「コーオプ教育概論」（研究科および3回生以上配当科目、BKC開講）が夏期集中講義

として開講されます。

また、本演習は全学型キャリア教育科目にも位置づけられていて、同じ科目群の「キャリア形成論Ⅰ」（1回生以上、前期配当科目）、「キャリア形

成論Ⅱ」（2回生以上、前期配当科目）、「インターンシップ入門」（2回生以上、後期配当科目）、「キャリア形成論Ⅲ」（3回生以上、前期配当科目）

の受講も望まれます。

単位数 /  Credit 2

コーオプ演習 (GA)  §  特殊講義（各部門共通）I (RL)  §  コーオプ演習 (IA)  §  インターンシップ

演習 (LA)  §  政策科学特殊講義（コーオプ演習） (P1)  §  特殊講義（コーオプ演習） (WA)

担当者名 /  Instructor 加藤 敏明

52566

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

演習名の「コーオプ」とは、産業界と大学が連携して次代を担う人材を育成する高度な学習プログラム、コーオプ教育（Cooperative Education）に

由来しています。

名称にふさわしく、演習全体を通じて、①学習成果を専攻学問にフィードバックし発展的な学びにつなげる、②知識基盤社会に向けて求められる

高い問題発見・企画立案能力の涵養、③教室では容易に学び得ない自律的な学習意志・姿勢の確立、などを目指します。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

【学内公募】 ①参加企業からの課題が2010年度末に出揃います。②

ただちに学内公募が2011年4～5月頃にかけて行われま

す。③学内選考（リポート、面接）が行われ受講生が6月

中旬頃に決定します。定員は各チーム、大学院生1名、

学部生4名を基本とします。

（開講前）

【学内研究会】 6月26日（日）BKC、10：40-12：10、13：00-14：30、※大学

院生のみ対象　第1回（チームの顔合わせ、課題・会社

研究）が、9月下旬から2011年度後期定期試験まで原則

として毎週、授業形式で学内研究会が両キャンパスで

行われます。内容は、チームによる自主的学習活動で

す。

（開講）

【リスクマネジメント研修等】 7月2日（土）衣笠、3日（日）BKC共に10：40～16：10に実

施される、全学インターンシップ・プログラムの「リスクマ

ネジメント・ビジネスマナー研修」を受講します。  。 

【企業研修】 8月上旬-9月下旬（予定）に会社研究を目的に、原則2

日間で参加企業に出向き研修（インターンシップ）を行い

ます。初日、夏期休暇期間中にチームで取り組んできた

会社研究発表を行います。  

【企画立案研修】 9月10日（土）衣笠13：00-16：10に、専門家を学外から招

き、企画立案に関する基本的なノウハウを習得します。 

【プレゼンテーション研修】 9月11日（日）BKC9：00-12：10に、専門家を学外から招

き、企業研修における会社研究発表、中間発表および

成果発表に備えたプレゼンテーションスキルの学習を

行います。

【中間発表】 10月～11月（予定）に、専攻学問を生かした問題発見・

課題解決の企画立案発表を原則として大学で行いま

す。発表をもとに課題提示企業関係者との間で活発な

意見交換がなされ、成果発表に向けて 終的な方向性

の確認を行います。

【成果発表】 2011年末、中間発表で得られた意見や評価をもとに、何

回かの学内研究会を経て、より発展的かつ実現可能な

ものへ内容を高めた成果発表を行います。発表は原則

として、課題提示企業に出向き行います。企業側からは

幹部社員などが多数参加し、忌憚のない意見や評価が

なされます。
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評価のうち日常点は、毎週実施される学内研究会および演習に組み込まれた各種研修への出席状況、参加企業で行われる企業研修での

学習姿勢、発表内容、さらに各種提出物をもとに総合的に判定されます。中でも出席要件は厳密に運用しますので、無断欠席はもちろん遅

刻も厳禁です。日常点評価に加え、報告書の内容を検証し、コーディネーター教員（加藤）が 終的な成績評価を行います。

特に指定しません。

コーオプ演習の事前学習として役立ちそうな5冊を挙げました。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

本演習を通じてビジネス社会と長期間にわたり接触し、多くの社会人と交流することになるわけですから、 低限、毎日、新聞をしっかり読む習

慣を身につけてください。特に、参加企業に関わる記事は見落とさず、しっかり目を通すようにしましょう。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

課題提示企業の公式ホームページは、受講前に必ずチェックしてください。

 その他 /  Others

インターンシップオフィスは、情報の宝庫です。情報収集に立ち寄ることを強く勧めます。 

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本演習は「授業の概要」でも記したように、基本はインターンシップです。ですから、受講生自らがチーム力を結集して 大限学び取ろうという強

い意志の上に成り立つ学習プログラムです。過去の事例でも、「誠実な取組み姿勢が若手社員の強い刺激になった」、「大学生のレベルとは思

えない優れた立案力」など、能動的な学習姿勢と成果に対して高い評価が数多くなされました。受け身でなく、常に能動的に臨んで欲しいもので

す。

本演習に関わる質問は、コーディネーター教員の加藤（katoshi@fc.ritsumei.ac.jp）まで問い合わせてください。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「キャリア教育の現場から～日本型コーオプ教

育の実践と指導法、評価～」、『立命館高等教育

研究』

加藤敏明／立命館大学／／日米のキャリア教育、インターンシップ比較考察の上で、

日本型コーオプ教育の概念整理と実践を論述。

「立命館大学型コーオプ教育の確立に向けて」、

『立命館高等教育研究』

加藤敏明／立命館大学／／コーオプ教育をめぐる動向とともに、コーオプ演習が誕生

するまでの経緯を紹介。

インターンシップ産学連携教育白書 ／産学連携教育日本フォーラム／／国内外のコーオプ教育に関する取り組み、動向

に触れた貴重な一冊。

アメリカの産学連携 宮田由紀夫／東洋経済新報社／／産学連携の先進地、アメリカにおける理論的考察

と歴史的解析の書。

コトラーのマーケティング・マネジメント（ミレニア

ム版）

フィリップ・コトラー／ピアソン・エデュケーション／／問題発見、企画立案の基本書とし

て世界に認められる書。

【総括評価】 2012年１月初旬の学内研究会で、自己評価と他者評価

を通じた総括評価を評価シートをもとに行うほか、リー

ダーに関してはグループワーク形式で別途総括授業を

行います。

【報告書作成】 2011年度内に、チーム単位で報告書を作成します。報

告書は受講生にも配布されますので、就職活動などに

大いに活用できます。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①学内研究会や各種研修への出席状況と学習姿勢、②各種レポートの提出（随時）、③中間発

表、成果発表における取組み姿勢、④成果発表における受入者評価、⑤報告書、の5要素をも

とに総合的に評価します。　

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本演習は、学生の自主的学習活動であるインターンシップを基本としています。事実上、半年間に及ぶ長期で高度な産学連携による学習プログ

ラムです。具体的には後期セメスター期間を通じて、企業等の抱える現実の課題に大学院生と学部生で編成されたチーム（5名程度）が取り組む

実践的で自律的な学習プログラムでです。課題の解決にはチームメンバー各々の専攻学問をもとにあたりますので、所属する学部の学びの再

検証につながります。また、大学院生がリーダーシップを発揮しチーム運営にあたるほか、チームメンバーも多様な学部構成となりますので、レ

ベルの高い学習活動が展開されます。

本演習は4月中旬～5月頃に募集と選考を行います。詳細は4月初旬～中旬頃にガイダンスを行いますので、学部事務室の掲示板またはイン

ターンシップオフィスで日程を確認してください。なお、選考合格後には履修料（1万円）の納入が必要となります。本科目は大学院生及び学部生

が共に受講します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本演習をサポートする講義として、コーオプ教育を柱とした「コーオプ教育概論」（研究科および3回生以上配当科目、ＢＫＣ開講）が夏期集中講義

として開講されます。

また、本演習は全学型キャリア教育科目にも位置づけられていて、同じ科目群の「キャリア形成論Ⅰ」（1回生以上、前期配当科目）、「キャリア形

成論Ⅱ」（2回生以上、理工学部、スポーツ健康科学部、前期配当科目）、「インターンシップ入門」（2回生以上、後期配当科目）、「キャリア形成論

Ⅲ」（3回生以上、経営学部、理工学部、前期配当科目）の受講も望まれます。

単位数 /  Credit 2

コーオプ演習 (GB)  §  特殊講義（各部門共通）I (RM)  §  インターンシップ演習 (LB)  §  政策科

学特殊講義（コーオプ演習） (P2)  §  コーオプ演習 (IB)  §  特殊講義（コーオプ演習） (WB)

担当者名 /  Instructor 廣瀬 幸弘

52567

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

演習名の「コーオプ」とは、産業界と大学が連携して次代を担う人材を育成する高度な学習プログラム、コーオプ教育（Cooperative Education）に

由来しています。

名称にふさわしく、演習全体を通じて、①学習成果を専攻学問にフィードバックし発展的な学びにつなげる、②知識基盤社会に向けて求められる

高い問題発見・企画立案能力の涵養、③教室では容易に学び得ない自律的な学習意志・姿勢の確立、などを目指します。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

【学内公募】 ①参加企業からの課題が2010年度末に出揃います。②

ただちに学内公募が2011年4～5月頃にかけて行われま

す。③学内選考（リポート、面接）が行われ受講生が6月

中旬頃に決定します。定員は各チーム、大学院生1名、

学部生4名を基本とします。

（開講前）

【学内研究会】 6月26日（日）BKC、10：40-12:10、13:00-14:30、※大学

院生のみ対象　第1回（チームの顔合わせ、課題・会社

研究）が、9月下旬から2011年度後期定期試験までに原

則として毎週、授業形式で学内研究会が両キャンパス

で行われます。内容は、チームによる自主的学習活動

です。

（開講）

【リスクマネジメント研修等】 7月2日（土）衣笠、3日（日）ＢＫＣ共に10:40～16:10に実

施される。全学インターンシップ・プログラムの「リスクマ

ネンジメント・ビジネスマナー研修」を受講します。

【企業研修】 8月上旬-9月下旬（予定）に会社研究を目的に、原則2

日間で参加企業に出向き研修（インターンシップ）を行い

ます。初日、夏期休暇期間中にチームで取り組んできた

会社研究発表を行います。 

【企画立案研修】 9月10日（土）衣笠13:00-16:10に、専門家を学外から招

き、企画立案に関する基本的なノウハウを習得します。

【プレゼンテーション研修】 9月11日（日）ＢＫＣ9:00-12:00に、専門家を学外から招

き、企業研修における会社研究発表、中間発表および

成果発表に備えたプレゼンテーションスキルの学習を

行います。

【中間発表】 10月～11月（予定）に、専攻学問を生かした問題発見・

課題解決の企画立案発表を、原則として大学で行いま

す。発表をもとに課題提示企業関係者との間で活発な

意見交換がなされ、成果発表に向けて 終的な方向性

の確認を行います。



2011 年度シラバス立命館大学

評価のうち日常点は、毎週実施される学内研究会および演習に組み込まれた各種研修への出席状況、参加企業で行われる企業研修での

学習姿勢、発表内容、さらに各種提出物をもとに総合的に判定されます。中でも出席要件は厳密に運用しますので、無断欠席はもちろん遅

刻も厳禁です。日常点評価に加え、報告書の内容を検証し、コーディネーター教員（廣瀬）が 終的な成績評価を行います。 

特に指定しません。

コーオプ演習の事前学習として役立ちそうな5冊を挙げました。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

本演習を通じてビジネス社会と長期間にわたり接触し、多くの社会人と交流することになるわけですから、 低限、毎日、新聞をしっかり読む習

慣を身につけてください。特に、参加企業に関わる記事は見落とさず、しっかり目を通すようにしましょう。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

課題提示企業の公式ホームページは、受講前に必ずチェックしてください。

 その他 /  Others

インターンシップオフィスは、情報の宝庫です。情報収集に立ち寄ることを強く勧めます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

本演習は「授業の概要」でも記したように、基本はインターンシップです。ですから、受講生自らがチーム力を結集して 大限学び取ろうという強

い意志の上に成り立つ学習プログラムです。過去の事例でも、「誠実な取組み姿勢が若手社員の強い刺激になった」、「大学生のレベルとは思

えない優れた立案力」など、能動的な学習姿勢と成果に対して高い評価が数多くなされました。受け身でなく、常に能動的に臨んで欲しいもので

す。

本演習に関わる質問は、コーディネーター教員の廣瀬（hirop-se@fc.ritsumei.ac.jp）まで問い合わせてください。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

「キャリア教育の現場から～日本型コーオプ教

育の実践と指導法、評価～」、『立命館高等教育

研究』

加藤敏明／立命館大学／／日米のキャリア教育、インターンシップ比較考察の上で、

日本型コーオプ教育の概念整理と実践を論述。

「立命館大学型コーオプ教育の確立に向けて」、

『立命館高等教育研究』

加藤敏明／立命館大学／／コーオプ教育をめぐる動向とともに、コーオプ演習が誕生

するまでの経緯を紹介。

インターンシップ産学連携教育白書 ／産学連携教育日本フォーラム／／国内外のコーオプ教育に関する取り組み、動向

に触れた貴重な一冊。

アメリカの産学連携 宮田由紀夫／東洋経済新報社／／産学連携の先進地、アメリカにおける理論的考察

と歴史的解析の書。

コトラーのマーケティング・マネジメント（ミレニア

ム版）

フィリップ・コトラー／ピアソン・エデュケーション／／問題発見、企画立案の基本書とし

て世界に認められる書。

【成果発表】 2011年末、中間発表で得られた意見や評価をもとに、何

回かの学内研究会を経て、より発展的かつ実現可能な

ものへ内容を高めた成果発表を行います。発表は原則

として、課題提示企業に出向き行います。企業側からは

幹部社員などが多数参加し、忌憚のない意見や評価が

なされます。

【総括評価】 2012年１月初旬の学内研究会で、自己評価と他者評価

を通じた総括評価を評価シートをもとに行うほか、リー

ダーに関してはヒアリング形式で別途総括評価を行いま

す。

【報告書作成】 2011年度内に、チーム単位で報告書を作成します。報

告書は受講生にも配布されますので、就職活動などに

大いに活用できます。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 ①学内研究会や各種研修への出席状況と学習姿勢、②各種レポートの提出（随時）、③中間発

表、成果発表における取組み姿勢、④成果発表における受入者評価、⑤報告書、の5要素をも

とに総合的に評価します。　

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

本科目は、立命館大学が全学的に展開するインターンシップ・プログラムです。全ての学部生（2回生以上）を対象に単位授与を行いますが、そ

のためにはインターンシップ受入先機関の決定後、①受講登録を行い、②「事前、事後研修」をすべて受講し、③ 終レポートなど必要書類をす

べて提出する、ことが前提条件となります。（※受講するタイプによっては、参加必須要件となります）また、より充実したインターンシップを実現す

るために、事前学習セミナー（5～6月）も用意しています。「事前学習セミナー」とは、「会社等（株式会社や非営利組織、国際機関など）に関する

基礎知識を習得し、派遣先研究や業界研究の手法を学ぶ」ことを目的としたセミナーです。具体的には、まず、「株式会社や非営利組織、国際機

関などはどのような社会的役割を持っているのか、組織の仕組みや種類、仕事の流れや独自の制度、国内外の動向と相違点に加え、四季報を

用いた財務分析の基本等」について、学びます。その知識やスキルをもとに、さらに「派遣先研究や業界研究」について発展的に学びます。この

セミナーを通じて、皆さんが参加するインターンシップの「派遣先およびそれを取り巻く業界」に関する総合的な研究を促進させることを目的として

います。ぜひ、受講してください。具体的なプログラム内容や受講登録手続き等の詳細は、4月初旬から中旬にかけて開催されるインターンシッ

プ・ガイダンスで発表される予定です。なお、本科目は大学院生及び学部生が共に受講します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

全学インターンシップ・プログラムの内容を一段と深めるために、関連科目の「キャリア形成論Ⅰ」（1回生以上、前期配当科目）、「キャリア形成論

Ⅱ」（2回生以上、前期配当科目）、「インターンシップ入門」（2回生以上、後期配当科目）および「キャリア形成論Ⅲ」（3回生以上、前期配当科目）

の受講が望まれます。

また、企業が抱える現実的な課題の解決に大学院生との混成チームで約半年かけてあたる「コーオプ演習」（研究科及び3回生以上、後期配当

科目）の受講にもぜひチャレンジしてください。

なお、コーオプ演習をサポートする科目として、高度なインターンシップ、コーオプ教育を柱とした「コーオプ教育概論」（研究科および3回生以上配

当科目、BKC開講）が夏期集中講義として開講されます。コーオプ演習の受講生ばかりでなく、産学連携教育についてさらに発展的に学習したい

方、問題発見・課題解決能力を高めたい方の受講を勧めます。

単位数 /  Credit 4

国内インターンシップ（専門） (GA)  §  国内インターンシップ (GA)  §  海外インターンシップ (GA)  

§  海外インターンシップ（専門） (GA)  §  国内インターンシップ (IA)  §  海外インターンシップ 

(IA)  §  学校インターンシップ (GA)

担当者名 /  Instructor 加藤 敏明

55066

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

所属する学部やインスティチュートの専門的な学びを、体験学習を通じて検証するのがインターンシップ本来の目的です。そのために、立命館大

学は「基本理念」並びに「基本方針」を策定しています。日ごろ学んでいる専攻学問（あるいは興味関心をもっている学問領域）の社会的な役割

や意義、そして何よりも学ぶ楽しさを職場体験を通じて検証し、一段と高い意識をもってキャンパスに戻り、学びに向かい合う。これが、全学イン

ターンシップ・プログラムの到達目標です。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

【事前研修】

オリエンテーション（業界研究と派遣先研修） 概要／インターンシップとは何か、学びの自己紹介を通

じて確認した後、厳しい就職環境も見据えて会社・業界

研究の基本について学ぶ。第5回目に向けて課題が提

示される。

第1回目

テーマ／リスクマネジメント研修 概要／研修先で起こりうる可能性のあるあらゆるリスク

について、法学的理解を深め、基本的な心構えと対処

法を習得。

第2回目

テーマ／ビジネスマインド研修（講義） 概要／１．一組織人としての基本的な心得、２．インター

ンシップの心構え、３．仕事の進め方、４．マナーの果た

す役割、５．コミュニケーションは第一印象から、６．話し

方と聞き方、７．ケーススタディ 

第3回目

テーマ／ビジネスマナー研修（実技） 概要／１．宿題発表、２．ビジネス文書の基本、３．文書

の書き方、４．FAXとEメールの活用、５．電話対応の基

本、６．ケーススタディ＜電話対応編＞、７．総まとめ 

第4回目

テーマ／事前講義 概要／第1回目で提示された課題（企業・業界分析）をも

とに分析手法などの解説を行う。  

第5回目

テーマ／グループワーク 概要／第1回目で提示された課題（企業・業界分析）をも

とに、同業種の研修先毎のグループに分かれ、発表や

議論を通じて、研修先について深く学ぶ。

第6回目

事前研修総括とインターンシップ研修に向けて 概要／第１～６回目で学んできた内容を、インターン

シップ研修に向けて、理解し、どのように生かすべきか

を総括授業を通じて、学ぶ。

第7回目

【インターンシップ研修】

テーマ／インターンシップ研修１ 概要／原則として、大学の夏期休暇中もしくは春期休暇

中の、授業がない時期に実施される。

第8回目
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評価は、学内で行われる事前・事後研修への出席状況、企業等で行われるインターンシップ研修での体験学習、さらに提出物（ 終レポート

など）を総合的に判定し、行います。中でも産学連携のインターンシップの主旨に照らし出席要件は厳密に運用しますので、無断欠席はもち

ろん遅刻も厳禁です。正当な理由なく事前・事後研修に遅刻や欠席をしたり、各種提出物の締め切り後の提出は、大きな減点要素となりま

す。十分注意してください。

特に指定しません。

インターンシップ研修に役立ちそうな3冊を挙げました。仕事そのものを考察する上でも、十分に役立つと思われます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ビジネス社会に、短期間とはいえ出向き社会人と交流するわけですから、 低限、毎日、新聞をしっかり読む習慣を身につけてください。特に、イ

ンターンシップ先の業界、企業（団体）に関わる記事にはしっかり目を通しましょう。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

4月初旬から中旬にかけて開催される学内の様々なインターンシップ・ガイダンスに参加すると「立命館大学Internship Guide Book」が配布されま

す。その中で、情報が紹介されます。

 その他 /  Others

インターンシップオフィスは、情報の宝庫です。キャリアセンターとともに、情報収集に立ち寄ることを強く勧めます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

当たり前のことですが、インターンシップ研修が行われる企業、団体は教育機関ではありませんので、必ずしも学習プログラムが用意されている

わけではありません。ですから、研修生自らが職場体験を通じて「学び取ろう」という姿勢がなければインターンシップは成立しません。過去の事

例でも、「立命館大学の学生は主体的な姿勢で受け入れて楽しい」、「いろいろと提案してくれるのでやりがいがあった」などの声が寄せられてい

ます。受け身でなく、常に能動的に臨んで欲しいものです。

全学インターンシップ・プログラムに関わる質問は、コーディネーター教員である加藤（katoshi@fc.ritsumei.ac.jp）まで問い合わせてください。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

仕事！ スタッズ・ターケル／晶文社／ISBN4-7949-5661-4／1972年に発刊された労働解説の

古典的名著

働くということ 日本経済新聞社・編／日本経済新聞社／ISBN4-532-35114-6／日経本紙の人気連

載を再構成

13歳のハローワーク 村上　龍／幻冬舎／ISBN4-344-00429-9／人気作家が独自の視点から職業を見つめ

た一冊

テーマ／インターンシップ研修２ 概要／同上第9回目

テーマ／インターンシップ研修３ 概要／同上第10回目

テーマ／インターンシップ研修４ 概要／同上第11回目

テーマ／インターンシップ研修５ 概要／同上第12回目

【事後研修】

テーマ／事前講義 概要／インターンシップ研修を通じて得た問題意識や成

果を客観的に振り返る。

第13回目

テーマ／グループワーク 概要／インターンシップ研修を通じて得た問題意識や成

果を客観的に振り返る。

第14回目

テーマ／事後研修総括と大学での学びやキャリア形成に

ついて

概要／インターンシップ研修先での体験を総括し、自己

及び専門分野との関わり等につき、考察し、今後の学習

目標を設定、キャリアプランを明確にする。

第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常点（事前学習セミナー、事前・事後研修への出席状況、インターンシップ研修での体験学習

の内容をもとに評価します）：70%、 終レポートなど：20％、その他（研修先の担当者が記述す

る業務日誌が評価に加えられることもあります）：10%

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

本科目は、立命館大学が全学的に展開するインターンシップ・プログラムです。全ての学部生（2回生以上）を対象に単位授与を行いますが、そ

のためにはインターンシップ受入先機関の決定後、①受講登録を行い、②「事前、事後研修」をすべて受講し、③ 終レポートなど必要書類をす

べて提出する、ことが前提条件となります。（※受講するタイプによっては、参加必須要件となります）また、より充実したインターンシップを実現す

るために、事前学習セミナー（5～6月）も用意しています。「事前学習セミナー」とは、「会社等（株式会社や非営利組織、国際機関など）に関する

基礎知識を習得し、派遣先研究や業界研究の手法を学ぶ」ことを目的としたセミナーです。具体的には、まず、「株式会社や非営利組織、国際機

関などはどのような社会的役割を持っているのか、組織の仕組みや種類、仕事の流れや独自の制度、国内外の動向と相違点に加え、四季報を

用いた財務分析の基本等」について、学びます。その知識やスキルをもとに、さらに「派遣先研究や業界研究」について発展的に学びます。この

セミナーを通じて、皆さんが参加するインターンシップの「派遣先およびそれを取り巻く業界」に関する総合的な研究を促進させることを目的として

います。ぜひ、受講してください。具体的なプログラム内容や受講登録手続き等の詳細は、4月初旬から中旬にかけて開催されるインターンシッ

プ・ガイダンスで発表される予定です。なお、本科目は大学院生及び学部生が共に受講します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

全学インターンシップ・プログラムの内容を一段と深めるために、関連科目の「キャリア形成論Ⅰ」（1回生以上、前期配当科目）、「キャリア形成論

Ⅱ」（2回生以上、前期配当科目）、「インターンシップ入門」（2回生以上、後期配当科目）および「キャリア形成論Ⅲ」（3回生以上、前期配当科目）

の受講が望まれます。

また、企業が抱える現実的な課題の解決に大学院生との混成チームで約半年かけてあたる「コーオプ演習」（研究科及び3回生以上、後期配当

科目）の受講にもぜひチャレンジしてください。

なお、コーオプ演習をサポートする科目として、高度なインターンシップ、コーオプ教育を柱とした「コーオプ教育概論」（研究科および3回生以上配

当科目、BKC開講）が夏期集中講義として開講されます。コーオプ演習の受講生ばかりでなく、産学連携教育についてさらに発展的に学習したい

方、問題発見・課題解決能力を高めたい方の受講を勧めます。

単位数 /  Credit 2

国内インターンシップ（専門） (GA)  §  国内インターンシップ (GA)  §  海外インターンシップ (GA)  

§  海外インターンシップ（専門） (GA)  §  国内インターンシップ (IA)  §  海外インターンシップ 

(IA)  §  学校インターンシップ (GA)

担当者名 /  Instructor 加藤 敏明

55067

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

所属する学部やインスティチュートの専門的な学びを、体験学習を通じて検証するのがインターンシップ本来の目的です。そのために、立命館大

学は「基本理念」並びに「基本方針」を策定しています。日ごろ学んでいる専攻学問（あるいは興味関心をもっている学問領域）の社会的な役割

や意義、そして何よりも学ぶ楽しさを職場体験を通じて検証し、一段と高い意識をもってキャンパスに戻り、学びに向かい合う。これが、全学イン

ターンシップ・プログラムの到達目標です。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

【事前研修】

オリエンテーション（業界研究と派遣先研修） 概要／インターンシップとは何か、学びの自己紹介を通

じて確認した後、厳しい就職環境も見据えて会社・業界

研究の基本について学ぶ。第5回目に向けて課題が提

示される。

第1回目

テーマ／リスクマネジメント研修 概要／研修先で起こりうる可能性のあるあらゆるリスク

について、法学的理解を深め、基本的な心構えと対処

法を習得

第2回目

テーマ／ビジネスマインド研修（講義） 概要／１．一組織人としての基本的な心得、２．インター

ンシップの心構え、３．仕事の進め方、４．マナーの果た

す役割、５．コミュニケーションは第一印象から、６．話し

方と聞き方、７．ケーススタディ 

 

第3回目

テーマ／ビジネスマナー研修（実技） 概要／１．宿題発表、２．ビジネス文書の基本、３．文書

の書き方、４．FAXとEメールの活用、５．電話対応の基

本、６．ケーススタディ＜電話対応編＞、７．総まとめ  

第4回目

テーマ／事前講義 概要／第1回目で提示された課題（企業・業界分析）をも

とに分析手法などの解説を行う。  

第5回目

テーマ／グループワーク 概要／第1回目で提示された課題（企業・業界分析）をも

とに、同業種の研修先毎のグループに分かれ、発表や

議論を通じて、研修先について深く学ぶ。

第6回目

テーマ／事前研修総括とインターンシップ研修に向けて 概要／第１～６回目で学んできた内容を、インターン

シップ研修に向けて、理解し、どのように生かすべきか

を総括授業を通じて、学ぶ

第7回目

【インターンシップ研修】
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評価は、学内で行われる事前・事後研修への出席状況、企業等で行われるインターンシップ研修での体験学習、さらに提出物（ 終レポート

など）を総合的に判定し、行います。中でも産学連携のインターンシップの主旨に照らし出席要件は厳密に運用しますので、無断欠席はもち

ろん遅刻も厳禁です。正当な理由なく事前・事後研修を遅刻や欠席したり、各種提出物の締め切り後提出は、大きな減点要素となります。十

分注意してください。

特に指定しません。

インターンシップ研修に役立ちそうな3冊を挙げました。仕事そのものを考察する上でも、十分に役立つと思われます。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ビジネス社会に、短期間とはいえ出向き社会人と交流するわけですから、 低限、毎日、新聞をしっかり読む習慣を身につけてください。特に、イ

ンターンシップ先の業界、企業（団体）に関わる記事にはしっかり目を通しましょう。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

4月初旬から中旬にかけて開催される様々な学内のインターンシップ・ガイダンスに参加すると「立命館大学Internship Guide Book」が配布されま

す。その中で、情報が紹介されます。  

 その他 /  Others

インターンシップオフィスは、情報の宝庫です。キャリアセンターとともに、情報収集に立ち寄ることを強く勧めます。

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

当たり前のことですが、インターンシップ研修が行われる企業、団体は教育機関ではありませんので、必ずしも学習プログラムが用意されている

わけではありません。ですから、研修生自らが職場体験を通じて「学び取ろう」という姿勢がなければインターンシップは成立しません。過去の事

例でも、「立命館大学の学生は主体的な姿勢で受け入れて楽しい」、「いろいろと提案してくれるのでやりがいがあった」などの声が寄せられてい

ます。受け身でなく、常に能動的に臨んで欲しいものです。

全学インターンシップ・プログラムに関わる質問は、コーディネーター教員である加藤（katoshi@fc.ritsumei.ac.jp）まで問い合わせてください。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

仕事！ スタッズ・ターケル／晶文社／ISBN4-7949-5661-4／1972年に発刊された労働解説の

古典的名著

働くということ 日本経済新聞社・編／日本経済新聞社／ISBN4-532-35114-6／日経本紙の人気連

載を再構成

13歳のハローワーク 村上　龍／幻冬舎／ISBN4-344-00429-9／人気作家が独自の視点から職業を見つめ

た一冊

テーマ／インターンシップ研修１ 概要／原則として、大学の夏期休暇中もしくは春期休暇

中の、授業がない時期に実施される。

第8回目

テーマ／インターンシップ研修２ 概要／同上第9回目

テーマ／インターンシップ研修３ 概要／同上第10回目

テーマ／インターンシップ研修４ 概要／同上第11回目

テーマ／インターンシップ研修５ 概要／同上第12回目

【事後研修】

テーマ／事前講義 概要／インターンシップ研修を通じて得た問題意識や成

果を客観的に振り返る。

第13回目

テーマ／グループワーク 概要／インターンシップ研修を通じて得た問題意識や成

果を客観的に振り返る。

 

第14回目

テーマ／事後研修総括と大学での学びやキャリア形成に

ついて

概要／インターンシップ研修先での体験を総括し、自己

及び専門分野との関わり等につき、考察し、今後の学習

目標を設定、キャリアプランを明確にする

第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 日常点（事前学習セミナー、事前・事後研修への出席状況、インターンシップ研修での体験学習

活動の内容をもとに評価します）：70%、 終レポートなど：20％、その他（研修先の担当者が記

述する業務日誌が評価に加えられることもあります）：10%

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　社会的に重要な役割を持ち始めたNPO・NGOについて学んでいきたい。福祉、環境、人権、まちづくり、IT等様々な分野の組織を中心に取りあ

げる。また、企業および行政組織と比較して、NPOのサービスの特徴を考察していく(例えば、NPOのリーダーの多くが①いわゆる「専門家ではな

い」地域の市民 ②既存の制度から「はみ出した」専門家、である)。さらに、 近はより事業性の高い｢社会的企業｣｢社会起業家｣にも注目が集

まっている。

　上記のテーマを学んでいくため、講義においてはビデオ等の視覚教材を毎回使用し、ゲスト・スピーカーを2回程度招くなどして 新の話題を取

り上げていく。また受講者の意見を求める等、なるべく双方向のコミュニケーションに努める。

　なお国際協力分野のNPO・NGOについては、本講義では取り扱わず、(秋葉が後期に担当する)「国際NPO・NGO論」で取り扱うこととなるので、

留意されたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

｢国際NPO・NGO論｣(後期：担当教員：秋葉武)

ガイダンスに出席して、｢面白そうだな｣と思ったら受講登録してみましょう。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

教員が講義中に随時紹介するNPOのホームページなどは閲覧しておきましょう。

単位数 /  Credit 2

ＮＰＯ・ＮＧＯ論 (S)

担当者名 /  Instructor 秋葉 武

15809

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

下記のことを理解し、社会の動向を自ら考察することを目標とする

・サードセクターとしてのＮＰＯ――政府および企業だけでは、なぜ社会がうまく機能しなくなっているのか

・NPOは閉塞感を深める日本社会のなかで、具体的にどのような役割を果たせるのか

・NPOという組織における働き方は、新しい働き方を社会に提起しているといわれる。職員、ボランティアを含めたＮＰＯの人材をみる

・NPOは呼称、活動分野が多様であることから、一見理解し辛いイメージがあるが、その点についても整理する

・世界景気の悪化がＮＰＯセクターにいかなる影響を及ぼしているかを理解する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入 授業の趣旨、達成目標、成績評価方法、担当教員の自

己紹介

1

NPO・NGOの概論①――阪神大震災時のボランティア活

動を事例として――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、行

政の限界

2

NPO・NGOの概論②――NGOでの職員の働き方を事例と

して――

用語・概念の整理、NPO・NGOの社会的存在理由、サー

ビスの特質

3

無給ボランティアから有給スタッフへ――阪神大震災時

のボランティア活動を事例として――

NPO・NGOの学術的概念、呼称の固有性、有償化のプ

ロセス

4

政府とNPOの関係――｢NPO大国｣アメリカのボランティア

活動を事例として――

アメリカのNPOの歴史、寄付行為、公共への市民参加5

政府とNPOの関係――アメリカのNPOの企業、政府との

パートナーシップを事例として――

｢大きな政府｣の世界的な退潮、市民の公共への参加を

促す社会制度

6

地球環境問題とNGO――地球温暖化防止に取り組む

NGOの役割から――

国益追求の限界、市民組織の役割7～8

市民の公共への参加を促す社会制度――1998年のNPO

法成立の背景から――

｢認証｣と｢認可｣の違い、法人格の意味9

NPOの制度化――NPOの介護保険制度への参入を事例

として――

在宅福祉NPOと介護保険、経営管理の重要性10

企業とNPOの比較――Linuxの成功から―― 情報化、IT化とNPO11

事業型NPOおよび社会指向型企業の誕生 ソーシャル・ベンチャー、社会企業家12～13

NPOの資源開発――パブリックリソースセンターの取り組

みから――

寄付マーケットの開拓、SRI(社会的責任投資)14

NPOの将来と展望 日本のNPOの果たす役割と今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 記述と穴埋めの設問です。70 ％

平常点評価 主に、コミュニケーションペーパーの提出となります。授業内容に関して記入してください。30 ％
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他の受講生の受講権の侵害は辞めましょう。授業中の私語、大幅な遅刻、頻繁な途中入退室など

新聞でNPOの記事をチェックしてみましょう

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

NPOを取り巻く外部環境は急速に変化していますので、下記のHPなどをぜひチェックしてみて下さい。

日本NPOセンターHP　　　　　　　http://www.jnpoc.ne.jp/

パブリックリソースセンターHP　　http://www.public.or.jp/

内閣府ＮＰＯHP                 http://www.npo-homepage.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

せっかく受講されるので、ぜひ授業以外で勉強すると、新しい視野が開かれると思います。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ＮＰＯ基礎講座〔新版〕 (2005) 山岡義典／ぎょうせい／／

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

映像や新聞記事などを活用しながら、保健医療福祉諸制度の改革のなかで患者・利用者の主体化を支援する専門職としての関わりを理解する

ための知識を養う。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

単位数 /  Credit 2

医療福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 知名 純子

12601

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１．保健医療福祉を臨床的視点から問い直す

２．他の専門職との連携の意義を明確化する

３．保健医療福祉をシステムとしてみる

４．保健医療福祉の制度の変遷と改革動向を探る

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

e-mail: jct23071@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

オリエンテーション 

保健医療と法制度の歴史１ 健康日本２１

保健医療と法制度の歴史２ 年金制度

保健医療と法制度の歴史３ 医療保険制度

医療保険の法制度と現状・課題  診療報酬制度の概要

各専門職の役割と機能分担１ 医療ソーシャルワーカー 

各専門職の役割と機能分担２ 作業療法士、理学療法士、言語聴覚士

各専門職の役割と機能分担２ 保健師、看護師、助産師 

各専門職の機能と連携 保健医療福祉におけるコーディネート機能

精神障害と精神保健福祉 地域における保健医療福祉の現状と課題

まとめ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

平常点評価 50％

各回の内容を的確に理解し自分の言葉で説明できるか、及び課題の事例に対して実際に活用

できるか、についてコミュニケーション・ペーパー及び、授業中のミニ課題によって理解度を確認

し評価する（0～5点で評価する）。

50％

授業期間中に学習到達度を 終的に確認する検証テストを実施する。

100 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

急激な社会の変化にともない，多くの人びとに心身の病やストレスが蔓延している。こうした問題に対して，今こそ心のケアとしてのカウンセリン

グが注目されている。本講義では，カウンセリングが生まれるまでの歴史的経緯，心の病の捉え方ならびにカウンセリングに関する基本問題を

解説し，カウンセリングの主要理論である精神分析，交流分析，認知行動療法などを具体的な事例を交えて紹介する。また，傾聴技法の習得の

ため，紙上応答訓練や逐語録の検討などの方法を活用する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。自己理解を深め，人とのコミュニケーションのあり方を考えたい人の受講を望みます。 

特に教科書を使用しない。講義中にレジュメを配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義中に紹介した文献を読むこと。

単位数 /  Credit 2

カウンセリング論 (S)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

13170

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①カウンセリングが必要とされた歴史的経緯と心の病に関する理解を深める。

②初回面接から終結に至るまでのカウンセリングにおける基本的な問題を理解する。

③カウンセリングに用いられる代表的な理論を学ぶ。

④カウンセリングに用いられる実践的な技法を習得する。

⑤以上を通じて，自己理解を深めるとともに，対人関係におけるコミュニケーション能力を高める。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義を通じて，興味がわいた内容に関連する図書を積極的に読んでください。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

カウンセリングの理論 國分康孝／誠信書房／4-414-40308-1 C3011／

カウンセリングの実際問題 河合隼雄／誠信書房／4-414-40119-4 C3011 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

カウンセリングとは何か 心理療法・歴史的ルーツ・カウンセラーの適正第１回

心の病とは何か 心身症・臨床心理学の歴史・トラウマ第２回

カウンセリングの基本問題１ クライエントとの出会い・面接の構造化・落ち着きのない

子ども

第３回

心の深層の理解１：精神分析 フロイト・無意識・自由連想第４回

心の深層の理解２：ユング心理学 コンプレックス・言語連想検査・箱庭療法第５回

人間関係の心理学１：アドラー心理学 ライフスタイル・対人関係論・勇気づけ第６回

人間関係の心理学２：交流分析 構造分析・エゴグラム・交流パターン分析第７回

傾聴技法の習得：クライエント中心療法 ロジャーズ・自己一致・現象学第８回

反省してはいけない！：認知行動療法 学習理論・認知の歪み・論理療法第９回

心の奥底にある感情に触れてみる：ゲシュタルト療法 「今，ここ」での気づき・エンプティチェア・感情体験第10回

家族システムへの介入：家族療法 アダルトチルドレン・円環的因果論・水を飲み続ける少

女

第11回

心理アセスメントの方法 心理テスト・深層心理・フィードバック第12回

臨床心理学的支援の実際 不登校・アセスメント・否定的感情の吐き出し第13回

日本のカウンセリング技法 森田療法・内観療法・ロールレタリング第14回

カウンセリングの基本問題２ 面接中期の諸問題・終結・対話分析第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） カウンセリングにおける基本問題や主要理論に関する理解を問う。また，具体的なカウンセリン

グ場面を想定した問題も出題する。 

80 ％

平常点評価 出席点を成績の評価に加える。なお，欠席が３分の１を超える場合，単位を認定しない。20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし。

 その他 /  Others

sokamoto@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

カウンセリングを考える［上］ 河合隼雄／創元社／4-422-11166-3 C0011／

カウンセリングを考える［下］ 河合隼雄／創元社／4-422-11167-1 C0011／

教師カウンセラー・実践ハンドブック 上地安昭編著／金子書房／978-4-7608-2358-1／

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

女性の社会進出、少子高齢化の進展など現代社会の変動に伴い、家族関係にも大きな変化がみられる。そこで、現代家族はどのような問題を

抱えているのか、具体的な事例を基に心理的、社会的側面から多角的な分析を加え、多様な援助のあり方について考えてみたい。とりわけ、育

児不安、児童虐待、DVなどに焦点をあてながら、子どもの養育、親子関係、夫と妻のパートナーシップについて理解を深める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

教科書は特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

家族関係論 (S)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

13173

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・現代家族について基本的な理解を得る。

・家族問題についての理解を深め、対応策について考える。

・親子関係、夫婦関係について理解を深める。

・子育て支援・家族援助についての知識を得る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

家族問題及び家族支援についての理解を深めるために、下記にあげた参考文献だけでなく、講義中に紹介する文献も積極的に読んでください。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

 導入講義 【キーワード】家族とは何か、社会の変貌と家族の変化1 

 現代家族の特徴（１） 【キーワード】核家族化 、性別役割分業 、少子化 、子

どもの価値の変化

2

 現代家族の特徴（２） 【キーワード】恋愛観・結婚観の変化、晩婚化、未婚化、

新専業主婦論争

3

 育児困難・育児不安の増大 【キーワード】孤立育児、母性愛 、愛着障害 、３歳児神

話の影響 

4

　育児支援の課題 【キーワード】少子良育戦略、完璧志向、集団保育への

期待

5 

　子育てにおける父親の役割 【キーワード】父親の育児参加、育児休業取得率  6 

　児童虐待の理解と援助  【キーワード】貧困問題、親の養育体験・子育ての技術

不足 、家族内葛藤  

7

 子どもを虐待する家族への援助 【キーワード】親業訓練、安全の家、ネットワーク 8

 思春期、青年期の親子関係（１） 【キーワード】「良い子」の生きにくさ、不登校、非行と親

子関係

9 

 思春期、青年期の親子関係（２） 【キーワード】親の子離れ、親からの自立   10 

 家庭崩壊、機能不全家族の増加と子どもへの影響 【キーワード】家族機能、家族の再生、家族療法11 

 ドメスティック・バイオレンスにみる夫婦関係 【キーワード】暴力発生のメカニズム、被害者支援、加害

者支援、子どもの安全 

12 

カナダにおける家庭福祉・家族支援の現状と課題 【キーワード】アドボカシー、子どもの権利擁護 、子ども

のしつけの見直し

13  

 世界の動向  【キーワード】保育保障、経済的支援、父親の育児参加14 

 総括講義 【キーワード】これからの家族のあり方、家族福祉の課

題  

15 

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 通常の試験を実施する。70 ％

平常点評価 レポートを中間で提出してもらい評価に加える。また、コミュニケーションカードによる授業の感

想や意見も求めるが評価には加えない。 

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

メールによる質問等を受け付けます。

修学館の個人研究室でも対応します。 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子育て支援の現在』   垣内国光，桜谷真理子／ミネルヴァ書房／4-623-03643-XC3336 ／

『母性愛神話の罠』   大日向雅美 ／日本評論社／4-５３５－５６１５６－７ ／

『個人化する家族』  目黒依子／勁草書房 ／4-３２６－６５０７４ー５／

『「家族」と「幸福」の戦後史』 三浦展 ／講談社現代新書／06－149482－1　ＣＯ２３６／

『 21世紀家族へ』  落合恵美子／有斐閣選書／4-６４１－２８０９１－６／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

各国の子育ての状況を比較することをとおして、先進諸国の福祉制度の特徴を明らかにします。

公的機関が中心となって問題解決するのが福祉国家であるとするならば、家族、企業、公的機関、NPO 等が互いに協力し合いながら問題解決

するのが福祉社会であると考えられます。とはいえ、国によってこの協力関係のあり方は様々です。

講義の中で、各国の福祉のあり方は様々であるということを知り、なぜそれらの方法が採用されたのか考えましょう。そしてそれぞれの方法ごと

に、何が解決され、何が新たな問題として生じているのかを考えましょう。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

原則として、期末試験に基づいて成績評価を行います。

日常点を加味することもありますが、日常点はあくまでも補足資料として使います。

特に指定しません。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

テレビや新聞、雑誌、映画など様々な機会をとおして、各国の福祉のあり方はさまざまであるということを知り、その社会的背景に注意を向けて

みて下さい。

単位数 /  Credit 2

国際福祉社会論 (S)  §  国際福祉社会論 (I)

担当者名 /  Instructor 太田 美帆

13196

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

各国でさまざまな方法で行われている福祉追求のあり方を学び、それらを体系的に理解すること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義の内容と日常生活を関連づけて考えてみて下さい。

また、講義中に理解できなかったことは、早めに解決するようにして下さい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ポスト工業経済の社会的基礎：市場・福祉国家・

家族の政治経済学 

G.エスピン-アンデルセン／桜井書店／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入：福祉とは？ 社会的リスク管理第１回目

日本の子育て 家族、就労、性別役割分業第２回目

スウェーデンの子育て（１） 家族、税制度第３回目

スウェーデンの子育て（２） 保育制度第４回目

スウェーデンの子育て（３） 給付制度、短時間勤務 第５回目

スウェーデンの子育て（４） 家庭内分業の現状第６回目

スウェーデンの家族政策を支えるもの 働き方、労働市場政策 第７回目

フランスとドイツの子育て 家族、働き方、家族政策第8-9回目

アメリカの子育て 家族、働き方、家族政策第10回目

社会的リスクの管理方法 福祉レジーム第11回目

福祉国家の基本モデルとサービス産業のジレンマ 工業社会、脱工業社会第12回目

福祉国家の三類型 自由主義レジーム、保守主義レジーム、社会民主主義

レジーム

第13-14回目

まとめ：リスクと社会制度 経済と福祉と家族のつながり第15回目

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義で取り上げた基本的な問題や概念について理解し、自分の言葉で論じることができている

かを評価する。  

90 ％

平常点評価 小テストおよび出席状況によって評価する。10 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適宜、紹介します。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

福祉資本主義の三つの世界：比較福祉国家の

理論と動態

G.エスピン-アンデルセン／ミネルヴァ書房／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　本授業では，児童期および青年期における発達的特徴について講述するとともに，そうした発達的特徴を生み出す諸要因について論じる。大

まかには，認知発達的側面と対人関係的・感情的側面の両面から，発達的特徴について考察するとともに，統合的な観点としての人格発達につ

いても触れる。児童期における発達にかかわっては，特に学校教育との関係ならびに社会的関係に焦点を当てる。また，青年期における発達に

かかわっては，自立と依存という二つのモメントに揺れる心性に焦点を当てるとともに，特に現代的な青年心理の特徴についても考察を行いた

い。あわせて，発達障害に触れるとともに，児童期・青年期における発達上の諸困難に関しても論じることとする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

乳幼児心理学 S

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

小レポートを2～3回程度実施する予定である。授業内容を踏まえた上で，関連文献を読み込むことが必要なので，授業内容をよく復習するととも

に，授業で紹介した文献を適宜読み込んでレポートに臨むことが求められる。

単位数 /  Credit 2

児童・青年心理学 (S)  §  児童青年の心理 (S)  §  児童青年の心理 (SG)  §  児童・青年心理学 

(SG)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

15838

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①児童期・青年期の生活や発達的特徴に関心を深めるとともに，それらを捉える視点を獲得すること。　

②児童期ならびに青年期を中心とする心理発達上の諸特徴についての資料の読み取りや分析に習熟すること。

③児童期・青年期の発達に影響する諸条件についても基本的な知識を得るとともに，発達を捉えるための理論について知ること。

④これら３点を基礎に，児童期・青年期を中心とした発達上の諸問題について一定の考察ができるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

WebCTに、授業用レジュメや資料を掲載するので、参考にして欲しい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「授業の概要と進め方について」及び「児童期・青年期と

は何か：発達の時期区分と生涯発達上の位置づけ」

生涯発達，発達段階，歴史の中の児童・青年第1回

小学生の生活と発達 社会と学校，生活世界第2回

小学校１年生－２年生 小学生の生活と発達第3回

小学校３年生－４年生 知的好奇心，9,10歳の節，クラブ活動，動機づけの変化第4回

小学校５年生－６年生 思春期への移行，自己意識，総合的な学習，科学的思

考

第5回

思春期とは何か 性的成熟，アドレッセント・スパート，思春期危機，ジェン

ダー

第6回

青年期の発達的特徴 自己理解，アイデンティティ第7回

子どもらしさを捉える① 文化的過程，発達段階，現実の子ども第8回

子どもらしさを捉える② 生活リズム，実践性，子どもの権利第9回

児童・青年における認識と感情① 思考の発達，ピアジェ，9,10歳の発達の節，社会認識，

形式的操作

第10回

児童・青年における認識と感情② 共感性，視点取得，自尊感情，怒りと感情制御第11回

家族の中の児童青年 家族関係，親と子，依存と自立第12回

就職と労働 職業選択，キャリア発達，産業構造第13回

現代における青年の生活と人格発達 依存，自立，個性，生活時間，生活空間，文化第14回

児童・青年を理解する方法 行動観察，質問紙，面接，状況の理解，関係の中での

理解，権利主体

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業において学んだ知識の獲得状況を評価するとともに、そうした知識を踏まえて児童期・青

年期の問題について考察する能力を評価する。

60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーや小レポートにより、講義に対する理解度や関与度を評価する。40 ％



2011 年度シラバス立命館大学

上記以外にも，各授業時に参考となる書籍等については紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新 かたりあう青年心理学 心理科学研究会 (編)／青木書店／978-4250990090／問題意識を広げるために

児童心理学試論 心理科学研究会「児童心理学試論」編集委員会／三和書房／978-4783300298 ／問

題意識を広げるために

小学生の生活とこころの発達 心理科学研究会／福村出版／978-4-571-23045-5／問題意識を広げるために

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

児童福祉は、 近では「子ども家庭福祉」とも呼ばれ、社会福祉分野の重要な一領域である。特に子どもの権利を視野に入れ、子どもの福祉に

関するさまざまな制度や施策を理解すると同時に、その実現のためのソーシャルワークをも理解することが必要である。そこで、子どもの権利に

ついて学んだ上で、児童福祉の展開に関して学び、中でも特に児童虐待や非行など、援助が困難な領域の基本を学ぶ場とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

児童福祉論 (S)  §  児童福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

11285

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

社会福祉士の基本分野のひとつであり、児童に関する専門職としての基本を学ぶものである。児童虐待防止法の第1条にあるように、子どもの

命とその人生、そして次世代までを視野にいれた援助を学ぶ科目である。本来通年でも不足するボリュームを半期で学ぶため、相当厳しい内容

となり、例年相当数がＦとなる。教養レベルではないのでこころして受講されたい。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

社会福祉発達史から、具体の援助技術方法論まで言及するので、そのような領域の基本書を一度目を通しておくことをすすめる。 

 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

児童や家庭に対する支援と子ども家庭福祉制 芝野・高橋・松原／ミネルヴァ書房／9784623053995／必ず必要である。

福祉小六法 ／／／必ず必要である。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

子どもの権利と社会的子育て 許斐・望月・野田・桐野／信山社／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

子ども家庭福祉の原理と子どもの権利の系譜１

子どもの権利の系譜２

子どもの権利条約３

日本の子どもの課題４

子ども家庭福祉の施策５

子ども家庭福祉の実施体制６

分野別の課題（子育て支援・保育）７

分野別の課題（健全育成）８

分野別の課題（自立支援）９

分野別の課題（児童虐待）10

分野別の課題（非行）11

子ども家庭福祉の専門職12

子ども家庭ソーシャルワーク13

子ども家庭福祉の課題14

子ども家庭福祉の今後15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 通常の試験として実施する。70 ％

平常点評価 コミュニケーションカードを求める。

また課題レポートの提出を求めるが、

講義中に指示し、回収日を指定するので、

特に気をつけておくこと。

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/index.html

（厚労省子ども子育て支援）

 その他 /  Others

Emailにて

masato.noda@Gmail.com

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

司法福祉は、司法を通じて福祉課題を解決しようという営みであり、政策から臨床技術を含む。

従来は少年非行問題を中心に研究が進んできたが、今日では福祉全般における法的手続きの課題が大きくなり、家族への介入や権利擁護な

どの分野でも必要とされるようになっている。

本講ではその流れを受けて、非行にとどまらない分野での取り組みに言及する。

留意点として、司法福祉は法学的知識や心理学的知識が求められるものの、あくまで福祉分野の科目であることを認識して受講されたい

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

原則毎回コミュニケーションカードの記入を求める。

少年法・児童福祉法・児童虐待防止法・民法などいくつかの法令を参照するので、できれば小六法などを準備すること。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

レポート課題としても取り上げる予定であるので、2011年中の司法福祉に関する社会的事象（事件や制度制定など・特に少年法や児童虐待に関

連するものなど）に関心を向けてください。

単位数 /  Credit 2

司法福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 野田 正人

10739

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

司法福祉の分野を理解することと同時に、福祉課題解決のために司法が関与する余地の意義について学習する。非行・虐待・財産保全などに

関して、司法活用の余地がある福祉課題であるという側面と、各事例がもつ福祉的側面を理解する。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

受講期間中は、社会で生じる司法福祉上の課題に関心を持って、収集につとめてください

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

更生保護制度 ／中央法規出版／978-4-8058-3267-7／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

犯罪白書 法務省／／／

司法統計年報 高裁／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

司法福祉の概念と定義1

司法福祉の発見と発展2

司法手続の概要とシステム(家事)3

司法に関わる福祉課題（夫婦・親子）4

司法に関わる福祉課題（人事訴訟）5

司法に関わる福祉課題（刑事裁判制度１）6

司法に関わる福祉課題（刑事裁判制度２）7

少年保護制度と少年法8

少年法と児童福祉法9

非行へのまなざし10

非行を見分けること11

非行を施設で克服すること12

非行を在宅で克服すること 更生保護制度13

被害者を支えること 医療観察法14

司法福祉の今後の課題15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 70 ％

平常点評価 講義中に要求する課題と小レポート30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

masato.noda@Gmail.com 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

家庭裁判月報 高裁家庭局／／／

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現在、私たちにとって「社会保障・社会福祉制度」は、必要不可欠な生活の条件となっています。この講義では、社会保障・社会福祉制度の生

成・発展の歴史を辿ることで、社会保障・社会福祉の理念、本質、機能について学ぶとともに、２１世紀における福祉国家再生のための社会保

障・社会福祉のあり方について学びます。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

検証テストは、授業の進度によって実施時期を変更する場合があります。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

社会福祉法制 (S)

担当者名 /  Instructor 密田 逸郎

13178

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

今日、社会保障・社会福祉は、テレビ・新聞等に取り上げられない日がないほどポピュラーになっているものの、一方では、学問としてとらえると、

難しいと敬遠されているのが現状です。そこで講義では、社会保障・社会福祉の体系や理念を学び、少しでも身近なものと感じ興味を持っていた

だこうと思っています。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

世の中の動きに関心を持ってください。新聞を読むことをお勧めします。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新しい社会保障の設計 芝田英昭著／文理閣／４－８９２５９－５２１－７ ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「社会保障・社会福祉の理念の変遷とその意義①」 所得保障、対人社会サービス、社会保障法（アメリカ、

ニュージーランド） 

1

「社会保障・社会福祉の理念の変遷とその意義②」 ILO、ベヴァリッジ・リポート、憲法第２５条、社会保障制

度審議会

2

「社会保障のあゆみとダイナミックス―イギリス及びドイツ

における歴史」

救貧法、本源的蓄積、ブース、ラウントリー、飴と鞭の政

策、ビスマルク

3

「社会保障・社会福祉の基本原理と限界」 生活障害、生活危険、生活不能、生活の社会化、労働

の価値、社会保険方式、消費税

4

「生活保護①」 貧困問題、セーフティネット、社会的排除5

「生活保護②」 格差社会、ベーシックインカム6

第１回検証テスト 検証テストの時期は、あくまで予定なので変更の可能性

があります。 

7

「公的年金①」 国民年金、厚生年金保険、共済年金、国民年金制度の

成立、国民皆年金

8

「公的年金②」 年金記録管理問題、社会保険方式、消費税9

「社会福祉法の成立、社会福祉基礎構造改革」 措置制度の解体、利用料概念、営利企業参入、新自由

主義 

10

「介護保険法と障害者自立支援法」 福祉の市場化、福祉サービスの「商品化」、介護保険と

障害者自立支援法の将来的統合

11

「保健・医療制度」 国民皆保険、医療の質と水準、医療の市場化、混合診

療、後期高齢者医療制度

12

「消費税の本質と福祉目的税化」 売上税、輸出戻し税13

第２回検証テスト 検証テストの時期は、あくまで予定なので変更の可能性

があります。

14

「新しい社会保障・社会福祉の姿」 社会保障基金、社会保障事務所、社会保障税15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 授業内容の理解度を評価します。70 ％

平常点評価 前半、後半に１回ずつ計２回の検証テストを行います。配点は１回を１５点とします。また、毎回

コミュニュケーションペーパーの提出を求めます。

30 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

厚生労働省：http:/www.mhlw.go.jp

 その他 /  Others

講義中の私語、飲食、携帯電話の使用は厳禁です。受講生としての 低限のマナーを守ってください。

参考書 /  Reference Books

itsuro@mbox.kyoto-inet.or.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会保障の基本原理と将来像 芝田英昭編著／法律文化社／４－５８９－０２７２４－０／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper
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授業 の概要 /  Course Outline

人は日々コミュニケーションを重ねることで、人間関係を築き・広げ・豊かに創りだしている。また、コミュニケーションを通して、人として成長してゆ

く。

本講義では障害者、特に聴覚障害者とコミュニケーションの諸問題を中心にとりあげる。コミュニケーションの入り口である、情報の伝達、情報の

共有から阻害されてしまう聴覚障害者にとってコミュニケーションの課題はすべての生活の根元的 な課題として表出しており、聴覚障害者にとっ

てコミュニケーション保障は基本駅人権の保障といえる。聴覚障害に対する理解の不十分さやコミュニ ケーション手段等の相違からコミュニケー

ションの壁をつくられやすく、人と人との係わり合いや社会参加に大きな制約を受けてしまう。情報保障の課題は聴覚 障害者の社会生活全般に

関わる。このことの解決なしには聴覚障害者の暮らしは発展しない。聴覚障害・手話・聴覚障害者のコミュニケーション環境の実態・課題等を中

心に講義をすすめる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　障害者福祉論　コミュニケーション論　社会福祉援助技術論　などの科目を学習しておくことが望ましい

　

単位数 /  Credit 2

障害者とコミュニケーション (S)  §  障害者とコミュニケーション (SG)

担当者名 /  Instructor 近藤 幸一

12563

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

●聴覚障害について説明できる

●聴覚障害者の生活と情報・コミュニケーションについて述べることができる

●ろう運動（当事者運動）の意味を理解し聴覚障害者の権利保障について意見を述べることができる

●コミュニケーション支援の実際を学び支援者としての姿勢がもてる

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

聴覚障害とコミュニケーションの諸相そしてヒューマン

サービス労働

情報から閉ざされて　学校や職場で　日常のくらしの中

で　あらゆる場面で

第1回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（１）： 聴覚障

害・言語コミュニケーション障害

聴覚機能　聴覚障害の種類、原因、程度　検査　言語

獲得期と障害　重複障害

第2回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（２）：障害の

早期発見と聴覚補償

聴覚スクリーニング検査、療育、小児難聴のリハビリ

テーション　補聴器　人工内耳　　

第3回

聴覚障害とコミュニケーションの基礎的理解（３）：コミュニ

ケーションの機能と障害

言語的・非言語的コミュニケーション　情報の伝達　共同

化　関係性の障害

第4回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（１）聴覚障害

者とバリアフリー

障害の概念　物理的障壁、心理的障壁、文化・情緒面

での障壁、制度的障壁　　

第5回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（２）聴覚障害

者の生活とコミュニケーション

高齢聴覚障害者　中途失聴・難聴者　盲ろう者　生活

ニーズ　コミュニケーション手段

第6回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（３）聴覚障害

当事者から学ぶ

ゲストスピーカー　障害受容とアイデンティティの確立　

グループ討議　

第7回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（４）手話コ

ミュニケーション

ろうコミュニティ　手話の生成と発展　日本手話と日本の

手話　新しい手話　手話の意義　　

第8回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（５）福祉制度

とろう運動の歴史（その１）

全日本ろうあ連盟結成　差別撤廃運動　３・３声明　手

話の普及　手話通訳　

第9回

聴覚障害者の情報・コミュニケーション保障（６）福祉制度

とろう運動の歴史（その２）

手話サークル　手話通訳士資格制度　聴覚障害者情報

提供施設　ろう重複障害者施設　

第10回

聴覚障害者とコミュニケーション保障の課題（１）生活圏で

の情報・コミュニケーション課題 

「生活圏における聴覚障害者の情報・コミュニケーション

の実態」の調査結果の発表

第11回
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11回講義までに、自らの生活圏域でのコミュニケーションバリアフリー調査結果。または、講師が紹介する聴覚障害者関連施設等でのボラン

ティア体験を通した自らのコミュニケーション体験についての考察のレポートを提出すること

毎回の授業時に資料等を配布する

関係団体等の資料、調査報告書など講義を通して紹介します

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.jfd.or.jp/

http://www.zentsuken.net/

http://www.zennancho.or.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

ゲスト当事者講師による講義とそれに基づくグループ討議など取り入れるので参加すること。

講義中に聴覚障害者関連の社会資源を紹介するので積極的なボランティア体験をを行ってほしい。その状況やコミュニケーションの意味や役割

について実践的に学ぶこと

興味関心のある事項について、関連文献等の相談は遠慮なく

kondo@kyoto-chogen.or.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

聴覚・言語障害者とコミュニケーション 共著／中央法規出版／／講義の主な内容はこのテキストに負うところが多い

聴覚障害児・者支援の基本と居実践 奥野英子　編著／中央法規出版／／聴覚障害者支援の観点から広く社会資源も紹介

されている

新しい聴覚障害者像を求めて 共著／（財）全日本ろうあ連盟／／ろう運動の理解

手話通訳学入門 林　智樹／クリエツかもがわ／／手話通訳制度の理解

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（２）：コミュニ

ケーション保障の動向（１）

契約福祉　申請主義、情報の非対称性　介護保険サー

ビスの利用　当事者ヘルパー　当事者相談

第12回

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（３）：コミュニ

ケーション保障の動向（２）

先端技術を使った情報保障の課題　大学での情報保障

の課題

第13回

聴覚障害者のコミュニケーション保障の課題（４）：コミュニ

ケーション支援事業の概要と課題 日本における手話通訳保障の歴史、手話通訳制度、手

話通訳者の役割　要約筆記制度　地域生活支援

第14回

まとめ　 京都における聴覚障害者コミュニケーション支援の現状

と課題

第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業で扱ったいくつかのテーマから、受講者の関心に基づいて一つのテーマを選びそれについ

ての考えをとうもの。

テーマにたいする理解と自らの見解が説得的に述べられているかをみる

50 ％

平常点評価 毎回の授業終了時に、コミュニケーションレポートを求める。

受講態度の優れた者への加点はあり得る

中間レポート発表評価を行う

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業は、大きく変わる制度改革のもとで、それらに貫かれるべき、障害者福祉の理念をはじめ、障害者福祉の歴史、障害者の実態、障害者

福祉法制の体系と内容の基本を学ぶこととする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

とくになし

とくになし 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

とくになし

単位数 /  Credit 2

障害者福祉論 (S)  §  障害者福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 峰島 厚

12527

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

21世紀の初頭に、日本の障害者福祉制度は措置から契約へと抜本的な転換を成し遂げた。この転換は、「同一年齢の他の国民と同等な生活を

障害者に権利として保障する」というノーマライゼーションの原理を尊重したものであろうか。今、この転換への反省がされつつある。この授業で

は、障害者福祉に関する基本的な制度理念の発生の背景を理解し、今日の争点となる障害者福祉制度改革の問題点を見る視点を学ぶ。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

障害者福祉に関する日々の現実を複眼的に見る力を養う。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者自立支援法と実践の創造 峰島厚／全国障害者問題研究会出版部出版部／８８１３４－２７４－６／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

Ⅰ．現代の課題を考える 障害者自立支援法の廃止をめぐって。障害観・発達観

をめぐって。

１

Ⅱ．障害者福祉の基本理念（１） 人権、リハビリテーション、完全参加と平等、ノーマライ

ゼーション

２

Ⅱ．障害者福祉の基本理念（２） 発達保障３

Ⅲ．障害の定義・概念（１） 国際的な動向と日本における制度上の定義４

Ⅲ．障害の定義・概念（２） 日本における制限列挙主義の問題点５

Ⅳ．障害者問題の歴史（１） 原始社会、古代社会、封建社会６

Ⅳ．障害者問題の歴史（２） 市民社会、現代へ７

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（１）

１９６０年代の「福祉国家をめざして」と１９７０年代の「福

祉見直し」

８

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（２）

措置から利用契約制度への転換９

Ⅴ．日本における社会福祉基礎構造改革と障害福祉制

度改革（３）

障害者自立支援法の基本的性格１０

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（１） 日中活動・暮らし・地域生活の三つの世界と現行制度体

系

１１

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（２） 日中活動系サービス、就労・雇用保障１２

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（３） 居住系サービス１３

Ⅵ．障害者への施設事業等のサービス（４） 地域生活、所得保障、障害児の放課後１４

Ⅶ．まとめ 障害者自立支援法の廃止後について１５

注）なお障害当事者をゲストスピーカーに招くものをでき

たらどこかに入れたい。

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基礎知識、論述80 ％

平常点評価 １－２回の小レポート20 ％
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とくになし

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

とくになし

 その他 /  Others

とくになし

0620mine@ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

障害者自立支援法の基本と活用 峰島厚、白沢仁、多田薫／全国障害者問題研究会出版部出版部／８８１３４－３５４－

８／

転換期の障害者福祉 峰島厚／全国障害者問題研究会出版部／８８１３４－０１１－５／
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授業 の概要 /  Course Outline

複雑多様化する現代社会を背景に，学校では不登校，いじめ，非行や神経症などの問題への対応に教師は苦慮し，青年期においてはひきこも

り，リストカット，フリーターやネットカフェ難民といった問題が深刻化している。本講義では，児童期から青年期に至る過程で起きるさまざまな問

題を具体的事実から捉え，その背景や要因を分析・検討する。講義では，事例研究やビデオ視聴をはじめ，実際にクライエントが書いた文章も

取り上げ，問題をかかえる人の内面理解を深めつつ，支援のあり方を解説する。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

前期に開講される「カウンセリング論」を受講していることが望ましい。

特に使用しない。講義中にレジュメを配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

講義中に紹介した文献を読むこと。

単位数 /  Credit 2

心理臨床論 (S)

担当者名 /  Instructor 岡本 茂樹

15894

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①不登校，ひきこもり，非行などの問題を学ぶなかで，自己の価値観を問い直す。

②思春期の心の病理の理解を通して，青年期の心の病の支援のあり方を考える。

③「人の心を受けとめる」とはどういうことかを体験的に習得する。

④以上を通じて，今の自分の生き方とこれからの人間関係を考える契機とする。 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義を通して，興味がわいた内容に関連する図書を積極的に読んでください。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

魂の殺人 アリス・ミラー／新曜社／4-7885-0173-2 C1037 ／

少年をいかに罰するか 宮崎哲弥・藤井誠二／講談社／978-4-06-281143-9 ／

現代のエスプリ　ロールレタリング 松岡洋一・小林剛編集／至文堂／978-4-7843-5482-5 ／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

思春期の心の病理 抑圧・浜崎あゆみ・「いい子の病」 第１回

不登校の心理臨床 学校恐怖症・初期対応・長期的支援のあり方第２回

いじめの心理臨床１ 現代の「いじめ」・四層構造・いじめ自殺第３回

いじめの心理臨床２ いじめる子の心理・いじめ指導・不満感情の表出 第４回

非行臨床１ 「強い子」とは・非行少年の理解・ロールレタリング第５回

非行臨床２ 少年犯罪の推移・薬物への対応・本音の吐き出し第６回

思春期の心の病理１：ひきこもり 「引き」こもり・家族支援・家庭内暴力の対応第７回

思春期の心の病理２：摂食障害 思春期から青年期女子の心理・母子関係・寂しさとスト

レス 

第８回

思春期の心の病理３：青年期境界例 見捨てられ不安・悪性の依存・尾崎豊第９回

思春期の心の病理４：自傷行為 リストカット・行動化・限界設定 第10回

思春期の心の病理５：「うつ」と神経症 うつ病患者の増加・強迫神経症・クライエントに寄り添う

こと 

第11回

児童虐待とトラウマ グリム童話・虐待の４つの形態・虐待する親の心理第12回

犯罪臨床 加害者意識・裁判員裁判・被害者の視点を取り入れた

教育

第13回

青年期の心の葛藤の支援 内観療法・ロールレタリング・反省と吐き出し 第14回

子どもの心の受けとめるには ひきこもり・宮本亜門・支援者としての生き方第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 心の問題や社会病理についての理解を試す問題を出題する。80 ％

平常点評価 平常点を成績の評価に加える。なお，欠席が３分の１を超える場合，単位を認定しない。20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし。

 その他 /  Others

sokamoto@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

児童虐待の心理治療 黒川昭登／朱鷺書房／4-88602-548-X C0011／

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

この科目は、社会学の一分野に位置し、福祉の制度・政策と実態について学ぶものです。福祉には、対象者を限定しない「幸福」を意味する広義

のものと、対象者を「社会的弱者」に限定し社会福祉を意味する狭義のものがあります。近年、雇用や家族が不安定化し、失業・貧困問題が深

刻化するなか、就労困難な層にとって社会保障の持つ重要性が増しています。このようななかで、具体的な事例を交えながら、私たちの生活が

どのように労働と社会保障によって成り立っているのか基本的な仕組みについて理解し、今後の福祉のあり方について展望します。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特にありません。

日常的な授業における取組状況については、コミュニケーション・ペーパーを使って評価します。

特に指定しません。資料を配布しながら授業を進めます。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

新聞記事やテレビ報道ならびにドキュメンタリー映画などから得られる社会的ニュースについて、講義で導入した概念をもとに考えてみてくださ

い。

単位数 /  Credit 2

福祉社会学 (S)  §  生活福祉論 (S)

担当者名 /  Instructor 小林 勇人

15932

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

① 労働と社会保障の関連性を理解する。

② 制度利用者の立場に立って政策を考える力を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

私語ならびに携帯電話の使用を禁止し、厳しく注意します。注意に従わない者は、教室から退出させ受講を認めません。また成績評価方法の詳

細については、初回の講義で連絡するので必ず出席するようにしてください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『福祉社会――社会政策とその考え方』 武川正吾／有斐閣／4641121192 ／

『はじめての社会保障』 椋野美智子・田中耕太郎／有斐閣／／既に購入している人はそれで構いませんが、

これから新しく購入する人は、 新の版を購入することをお勧めします。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 福祉、必要、社会保障１

労働市場と雇用 失業問題、消費社会、非正規雇用、労働の分割２

雇用保障 日本型雇用システム、家族賃金３

医療保険 非正規雇用、国民健康保険、健康保険４

年金保険 不労所得、国民年金、厚生年金５

労働保険 ワーキング・プア、雇用保険、労災保険６

障害者福祉 身体障害者の自立生活、介助サービス７

高齢者福祉 介護労働の現場、介護保険８

母子福祉 シングルマザー、社会手当、保育サービス９

貧困問題 若年者の貧困、ネットカフェ難民、奨学金１０

生活保護 生存権、捕捉率、ワークフェア１１

福祉国家論 リスク管理と福祉レジーム、脱工業社会、女性雇用の変

化

１２

新しい福祉政策① アクティベーション、積極的労働市場政策１３

新しい福祉政策② ベーシック・インカム、私的所有の再考１４

検証テスト（60分）と講義（30分）１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） ・学習到達度を 終的に確認するテスト　60％60 ％

平常点評価 ・日常的な授業における取組状況の評価　40％40 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

・講義中に適宜、紹介します。

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『生活保障――排除しない社会へ』 宮本太郎／岩波書店／4004312167 ／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

新たな社会モデルとして、「多文化共生社会」が模索されている。本講義では、異なる文化の間に生じる激しい軋轢や摩擦の現状を見極めなが

ら、いかにして、そうした困難を乗り越え、ひとびとが、文化の違いを、むしろ、「生き方の多様性＝豊かさ」として捉え返していけるのか、参加者と

ともに考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本科目は、現代社会専攻社会文化領域の入門専門科目として位置づけられている。そうした位置づけを意識しながら授業展開をこころがけるの

で、社会文化領域の関連科目を継続的に履修することが望ましい。

教科書は使用しない。

授業中に適時紹介していく。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

期中に４回ほどレポートを課す。

単位数 /  Credit 2

多文化共生論 (S)  §  多文化共生論 (I)

担当者名 /  Instructor 小澤 亘

15857

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１）文化の多様性について理解する。

２）自分とはいったい何者かという問いを出発点として、異なる文化に接近する

　　方法を理解する。

３）多文化共生問題の本質を理解する。

４）問題を乗り越えていく視点を獲得する。

５）具体的に提案し活動していく発想力・構想力を身に付ける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

初に、『１２人の怒れる男』を視聴する。単調な映画で、しんどいと思いの方は、この授業の受講自体を再検討されたい。なぜなら、こうした映

画を 後まで見ることができるか、いなか、それが、「多文化共生」という困難なテーマに立ち向かう皆さんの潜在能力を計る試金石となるからで

ある。分析レポートを課す予定。履修を希望する者は、初日から必ず参加すること。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

授業の概要と導入：映画『12人の怒れる男』鑑賞　 映画分析　レポート提出（以下、レポートスケジュールに

ついては、初回に説明する）

第１回

多文化共生問題へのアプローチ 「共生」という概念　エスニシティとは何か？第２回

ネイションとは何か？ TST分析について　「想像の共同体」　「民族という名の

宗教」

第３回

文化摩擦の事例研究 「イスラムのヴェール事件」第４回

国民国家とは何か？Ⅰ リヴァイアサンの登場　　フランス共和制の構造第５回

国民国家とは何か？Ⅱ 普遍主義のジレンマ　　　「相互性」の変質第６回

新たな国民国家像への挑戦 多文化主義のジレンマ　文化的ネットワーカーの必要性第７回

差別問題へのアプローチ ビデオ『青い目、茶色い目』　差別の普遍性第８回

文化的再生産の理論 文化にもとづく差別の構造化第９回

日本におけるエスニシティ問題Ⅰ 在日問題、新屋英子『身世打鈴』、中国帰国者問題第１０回

日本におけるエスニシティ問題Ⅱ 東九条マダン　多文化共生に向けた文化装置　第１１回

外国籍住民の政治参加 外国人市民会議の可能性　外国人選挙権付与問題第１２回

多文化共生に向けた社会形成 多文化社会とＮＰＯの役割第１３回

日本において多文化共生社会は可能か？ レポートフィードバック　ディスカッション第１４回

検証テスト 振り返りまとめ第１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験期間あるいは 終講義日に検証試験を実施する。60 ％

平常点評価 授業理解および授業参加度を評価する。

期中に、４回ほどレポートを課す。

40 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

授業中に適時紹介していく。

 その他 /  Others

期中に４回ほどレポートを課す。授業への参加姿勢をできるだけ評価したい。問題領域は、社会学・福祉問題・文化に関する学・NPO論など広範

囲にわたる。紹介する図書を、少なくとも２，３冊は授業を受講しながら読んでいって欲しい。

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct

その他 / Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　グローバル化のもとでの経済変動や人口の流動、少子高齢化のなかでの不透明な未来社会への不安や危機意識の拡大など、ゆらぐ現代社

会のなかで、いまあらためて地域社会の機能が問い直されつつある。戦後の高度経済成長期における急激な都市化を経て、身近な地域社会の

人間関係が希薄化してきた事態に鑑み、とくに近年では、福祉や教育、食、環境など人々の暮らしに関わる問題領域への関心の高まりとともに、

日々の暮らしの場である地域社会での対応力が期待されてきている。

　本講義では、こうした地域社会を分析対象としてきた地域社会学を中心に据えながら、地域社会の成り立ちや構造的特質をふまえ、戦後日本

の地域社会変動を都市と農村の双方を視野に入れつつ読み解いていく。また、現代において、地域社会で生起している具体的な社会問題に対

して、その背景にある政治・経済・社会・文化など複数の視点から分析し、問題解決の可能性について地域社会を構成する様々なアクターの主

体的営為に着目しながら多角的に考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

　講義で配布するプリントや資料は限られた時間内では消化しきれないため、講義後にも隅々まで目を通しておくこと。また、講義は本テーマをよ

り深く考えていくための素材を提供する契機であるため、上記の参考書以外にも、関連する文献・資料を自ら熟読して、知見を豊かにしていくこ

と。さらに、講義内容は、福祉社会学や理論社会学などの社会学隣接領域、政治学（地方自治論、行財政論、福祉国家論など）や経済学（社会

政策、社会経済論など）、地理学などの隣接諸科学にも触れることになるので、それらの分野の基礎知識も視野に入れておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

地域社会論 (S)

担当者名 /  Instructor 中西 典子

15900

授業 スケジュール / Course Schedule

到達目標 /  Attainment Objectives

（１）地域および地域社会を対象としてきた地域社会学の基本的概念や分析方法を習得するとともに、地域社会の変動過程とその要因につい

て、都市・農村の連関構造から解明することができる。

（２）戦後日本資本主義の展開と地域政策の動向を把握するとともに、近年の地方分権改革や規制緩和、民営化という流れのなかで、地域社会

に生活する人々の具体的な諸相を社会科学的に把握することができる。

（３）現在の地域社会が抱えている様々なコンフリクトや生活課題に気づくとともに、それを解決していくために実際に様々な取り組みがなされて

いる現状を学びながら、一アクターとして積極的に地域社会に関わっていくことの重要性を認識することができる。

（４）地域社会を理論的・経験的に理解し、「持続可能な地域社会」像を描くことのできる職業人・地域人としての素養を身につけることができる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション—いまなぜ「地域社会」なのか 地域、地域社会、生活の社会化、共同消費、地域の福

祉力

第1回

「地域社会」の原型とその変容 —「村落」の解体と再編— 村落、自然村、聚落的家連合、農村、過疎問題、限界

集落

第2回

＜続＞「地域社会」の原型とその変容 —「村落」の解体と

再編—

村落、自然村、聚落的家連合、農村、過疎問題、限界

集落

第3回

「地域社会」の現状と課題（１）—農業・農村問題と地域社

会—

世界同時食糧危機、農業問題、 WTO（世界貿易機

関）、FTA（自由貿易協定）

第4回

「地域社会」の現状と課題（２）—雇用・就労と地域社会— 雇用・労働問題、フリーター、非正規労働、派遣労働、

就労支援

第5回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（２）—雇用・就労と地域

社会—

雇用・労働問題、フリーター、非正規労働、派遣労働、

就労支援

第6回

「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と地域社

会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第7回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と

地域社会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第8回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（３）—寄せ場・野宿者と

地域社会—

日雇い労働者、寄せ場、野宿者、貧困、公的扶助（生活

保護）、社会保障

第9回

「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域社会— 福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第10回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域

社会—

福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第11回

＜続＞「地域社会」の現状と課題（４）—福祉・介護と地域

社会—

福祉、障害者、介護の社会化、ボランティア、自立支援第12回

「地域社会」の再生と創造に向けて（１）—地域社会の新し

い主体像—

全戸包括型住民組織、目的意識型市民組織、NPO、公

共性

第13回

「地域社会」の再生と創造に向けて（２）—英国の「第三の

道 The Third Way」と地域再生戦略—

イギリス、Welfare to Work、第三の道、地域再生、パート

ナーシップ、コミュニティ・ガバナンス、グラスルーツ

第14回

「地域社会」の再生と創造に向けて（３）—社会的企業と社

会起業家—

社会的企業、社会起業家、ボランタリー・アソシエーショ

ン、市民セクター、サードセクター、非営利・協同組織

第15回
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教科書は使用しないが、毎回、プリントおよび資料を配布する。

上記以外の参考文献は講義の中で適宜提示する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

○地域社会学会ホームページ　http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarcs/

○内閣府ホームページ　http://www.cao.go.jp/

上記以外のホームページは講義の中で適宜提示する。

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会科学的な見地から地域社会をめぐる諸事象・問題に関心を持ち、日頃からそれに関する新聞やテレビのニュース・話題に接し、社会的想

像力を働かせて自分自身の考えや行動の指針を表明できるようにしておくこと。また、地域社会の学習にあたっては、当該の現地を観察するとと

もに人々の生の声を聴くこと（ヒアリング）が重要な分析材料ともなるので、可能な限り、実際のフィールドに出向くことを心がけてもらいたい。そし

て、複数の文献や資料、事例にあたり、それらの裏づけをもとに真理を追究していくという姿勢を忘れないこと。

オフィスアワーに研究室に来室するか、メールで連絡のこと。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『地域社会へのまなざし』 大久保武・中西典子編著／文化書房博文社、2008／9784830110757／

『地域社会学講座３ 地域社会の政策とガバナン

ス』

岩崎信彦・矢澤澄子監修／東信堂、2006／4887136803／

『越境する都市とガバナンス』 似田貝香門・矢澤澄子・吉原直樹編著／法政大学出版会、2006／4588675117／

『キーワード地域社会学』 地域社会学会編／ハーベスト社、2000／4938551462／

『現代都市と地域形成』 蓮見音彦・似田貝香門・矢澤澄子編／東京大学出版会、1997／4130501372／

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 設問と小論形式で、授業全体を通しての受講者の理解度を把握する。小論では、論理的思考

力と独創性を評価する。

80 ％

平常点評価 授業の節目において数回の小レポートを課すが、コメントシートとして、質問や感想を求めるも

のである。

20 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

地域福祉とは何か。この一見単純な問いかけに一言で答える事はそれほど容易ではない。老人福祉法や児童福祉法などといった根拠法をもつ

分野別福祉とは違ってその領域・対象確定が難しいこと、分野・領域というよりむしろ関連領域とのネットワークやシステム化、組織化といった方

法論に特徴をもつこと、ボランティアなど制度を補完し、あるいは先導する市民の自主的活動により深くコミットすること、さらにはその活動を通し

て市民の福祉に対する価値観や態度、ひいては法制度など社会システムの変容すら課題とすること、などという地域福祉の特質がその理解をこ

とさらに難しくしている要因かもしれない。そして、「地域福祉の推進」を柱にして社会福祉法が新たな地域福祉理解を提起していることもその理

解をより複雑にしている。この講義で現実の地域福祉プログラムの臨床研究を通して「地域福祉とは何か」に迫ってみようと思う。 

 

 

    

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

児童、老人、障害の各分野別福祉論並びに社会福祉概論、社会福祉援助技術論等は事前に履修しておくことが望ましい。この講義は、具体的

な地域福祉と地域福祉活動の臨床研究を中心に展開するが、全体を通して「地域福祉とは何か」を問う講義となる予定である。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

地域福祉活動やボランティア活動についての体験があれば、講義内容の理解が容易であると思われる。実際に活動に参加・体験してみたり、友

人知人の体験談や活動実施機関・団体等のレポートなどにも目を通しておくこととを薦める。ゲストスピーカーも予定し、毎回簡単な感想／意見

(コミュニケーションペーパー)を求め、可能な限り教員学生の双方向の授業実現に努めたい。毎回の出席が学びの達成に直結するよう進めてい

く。

単位数 /  Credit 2

地域福祉論 (S)  §  地域福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 津止 正敏

12497

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

１.高齢・児童・障害等各分野別福祉との比較検討による地域福祉理解を図ると共に、地域福祉の固有の構造と領域、方法,歴史について理解を

深める。

２.福祉を通して地域社会への興味・関心を深める。

※原則として、変更されることはありません。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション－地域福祉論スケッチ－   

 

歴史　社会問題　地域社会　社会福祉  1 

地域福祉とコミュニティ ー論文「地域福祉とネットワーク」

－  

コミュニティ　少子高齢化　ネットワーク  2

新しい地域福祉プログラム－論文「福祉とコミュニティ」 

－  

コミュニティ　少子高齢化　ご近所  3

新しい地域福祉活動プログラム 2－ネオ町内会－  町内会･自治会　ソーシャルキャピタル  4

地域福祉と当事者支援①－子育て支援①－  子育て支援　子育てサークル　当事者  5

地域福祉と当事者支援②－子育て支援②－   子育て支援　子育てサークル　当事者  6

地域福祉と当事者支援③－障害児と地域福祉①－  障害児　放課後保障　ボランティア  7

地域福祉と当事者支援④－障害児と地域福祉②－  障害児　放課後保障　ボランティア  8

地域福祉と当事者支援⑤－男性介護者支援①－  男女共同参画　ジェンダー　介護　社会資源  9

地域福祉と当事者支援⑥－男性介護者支援②－  男女共同参画　ジェンダー　介護　社会資源  10

地域福祉の方法①－コミュニティワーク－  ソーシャルワーク　コミュニティワーク　間接援助技術  11

地域福祉の方法②－地域福祉(活動)計画－   地域福祉(活動)計画　市民参画　ワークショップ  12

地域福祉の方法③－地域福祉の機関と担い手－  

  

社会福祉協議会　民生委員　社会福祉施設　ＮＰＯ13

地域福祉の方法④－ボランティアリズムと地域福祉－  ボランティアセンター　ボランティアコーディネーター　Ｎ

ＰＯ  

14

地域福祉とは何か－地域福祉の歴史的発展を踏まえて

－  

 

地域福祉　分野別福祉　住民主体　関係性　当事者性

　社会運動  

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 講義内容に即した地域福祉理解について評価する.  50 ％
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本講義は、2回生以上の配当科目ではあるが、各分野別福祉論(児童、障害、老人、など)や援助技術論を受講後の3回生以降の方が望まし

いし、その方が講義理解を容易にすると思われる。各分野別福祉との比較検討の中で地域福祉固有の構造や領域、方法について具体的に

講義していく予定。

教科書としては特に指定はないが、講義中にその都度適宜紹介する。また、社会福祉士の国家試験の受験を予定しているものは、本講義で

は特にその受験対策は行なわないために、該当テキストによって自学自習すること。 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

全国社会福祉協議会　http://www.shakyo.or.jp/

厚生労働省　http://www-bm.mhlw.go.jp/index.html

内閣府　http://www.cao.go.jp/

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教科書としては特に指定はないが、講義中にその都度適宜紹介する。また、社会福祉士の国家試験の受験を予定しているものは、本講義では

特にその対策は行なわないために、該当の受験テキスト等によって自学自習すること。 

tsudome＠ss.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

男性介護者白書 津止正敏他          ／かもがわ出版／978‐４‐0117‐5／

ボランティアの臨床社会学 津止正敏他          ／クリエイツかもがわ／978-4-86342-022-9／

平常点評価 講義時のコミュニケーションペーパーなどを活用して、出席状況、理解度を評価する。また随時

小レポートによって提出状況や内容理解も評価する.

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

 人々の健康には、病原体や寒冷という自然の影響だけでなく、消費や生産のあり方、所得、など多面的な事柄が関わっている。社会によって

人々の健康は左右されるという側面を重視しながら、地域における健康課題とそれへの対策を検討していく基本的観点の修得をめざす。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

地域社会論，地域福祉論，現代人とヘルスケア，衛生学などとあわせて受講することで理解が深まるだろう。

・課題や成績評価など重要事項は、授業だけでなくコースツールでも告知するので、やむをえない理由で欠席した場合も、コースツールは点

検していることを前提とする。

・授業スケジュール一部修正（11月10日）

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

それぞれに関心のある健康問題（たとえば，がん，糖尿病，自殺，交通外傷，薬物依存など）を決めて、各テーマに添って掘り下げて考えること。

授業において、リーディング・リストを配布するので、読んで理解し、活用すること。

単位数 /  Credit 2

地域保健論 (S)

担当者名 /  Instructor 松田 亮三

15840

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

この科目を修了した学生は、次のことができるよう期待されている。

１．人々の健康状態を把握し、記述する方法とその限界について説明できる。

２．人々の健康状態に影響を及ぼす要因について、具定例をあげながら説明できる。

３．人々の健康状態の改善をめざす取り組みを,理論的に、また具体例を示しながら議論できる。

４．人々の健康を保持あるいは増進するために、医療・福祉や住環境など社会制度が持つ意味を説明できる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

ガイダンス 地域保健へのいざない 地域，人口，健康，公衆衛生，地域保健，健康づくり１回

地域における健康問題の具体的検討1　子どもの健康問

題

 死亡統計，乳児死亡，事故評価２回

地域における健康問題の具体的検討２　健康 保健行動，喫煙，喫煙対策，分煙3回

地域における健康問題の具体的検討３　精神保健，疾病

負担，精神保健の難しさ

感染,伝播，予防接種４回

健康のとらえ方 健康の定義，積極的健康観，動的な健康観，健康の次

元

５回

地域保健の戦略形成論 地域保健戦略、健康課題と要因分析、予防戦略、健康

資源の動員

６回

地域の健康評価 疫学，死亡率，罹患率，有病率, 主観的健康感，地域保

健アセスメント，リスク評価

７－８回

健康のリスクと疾病モデル 疾病モデル，健康リスク，要因分析，リスク評価、保健

行動、健康の決定要因，健康の社会要因

９－１０回

予防・健康増進戦略形成論 予防の３段階（1次予防，２次予防，３次予防），全人口

(ポピュレーション）戦略，高リスク戦略，健康増進（ヘル

ス･プロモーション）

１１－１２回

健康格差とその対策 健康格差、社会政策１３回

地域健康資源動員論 地域の健康資源，行政計画，保健組織，医療制度１４回

総合　地域保健の戦略形成論再検討 地域保健戦略、健康課題と要因分析、予防戦略、健康

資源の動員

１５回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標を基準に評価する。80 ％

平常点評価 １）授業内で提示あるいは実施する課題の実施状況を評価の基本とする。成績に加味する課

題は受講者の状況などによって 終的に決定するが、小レポート・課題シートの遂行・プレゼン

テーションなど、多様な方法がありうる。課題を出す場合は、授業内だけでなく、コースツールで

も告知するので、やむを得ない理由で欠席した場合も、コースツールを毎回点検すること。

２）単なる出席は評価対象とならない。またコミュニケーション・ペーパーの提出についても、そ

れだけでは評価対象としない。

３）質疑応答・グループワークなど授業内活動において特段の貢献があった場合は20％の枠内

で追加的に評価する。

20 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

（行政）

厚生労働省(http://www.nih.go.jp/eiken/index.html)

健康日本２１　http://www.kenkounippon21.gr.jp/

（研究機関）

国立健康・栄養研究所(http://www.nih.go.jp/eiken/index.html)

国立保健医療科学院(http://www.niph.go.jp/)

電子図書館からは、『保健医療科学』（かつての『公衆衛生研究』）が読める

http://www.niph.go.jp/toshokan/denshi-toshokan.htm

厚生労働科学研究のデータベースもある

http://www.niph.go.jp/wadai/mhlw/index.htm

（ポータルサイト）

健康ネット　http://www.health-net.or.jp/　（健康に関連したＮＧＯ）

その他、多数あり。授業中に紹介する。

 その他 /  Others

教員ウエブサイト http://bit.ly/ihpowiki

教員ツイッター   @ihpo

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

本授業では総論を理解して，各人が健康課題に取り組み考えることが求められるので，予防や健康づくりを考えたい課題を具体的に想定して授

業を受けることが望ましい。この授業では、学生の積極的な参加を期待しており、受講者数によるが授業でも討論・グループワーク・発表などを

積極的に組織する。そのような心構えをして授業に臨んでほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

シンプル衛生・公衆衛生学 鈴木庄亮・久道茂／／／地域保健の概要の把握について

健康づくりと社会環境   松田亮三他 ／法律文化社／／主に健康づくりについて 

国民衛生の動向   ／財団法人　厚生統計協会 ／／公衆衛生の動向など全体的な理解について 

健康と医療の公平に挑む　国際的展開と英米の

比較政策分析 

松田亮三編／勁草書房 ／／健康格差や医療格差について

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

　対人コミュニケーションには言語的なものと、非言語的なものがあります。そして人は圧倒的に多く言語的コミュニケーションを使います。そこで

はしばしば上手、下手の意識が生まれます。その結果つい、「コミュニケーションは苦手・・・」などという説明を自分に貼り付けてしまいます。

　一方、得意だと思っている人は、自分のコミュニケーション技術を振り返ってみる機会はありません。上手くやれていると思っているものを、見つ

め直す必要を感じないからです。

　その結果、若くして身についた技術のまま、二十代、三十代を過ごしてしまいます。これが要注意点であることに議論は不要でしょう。

　また、得意な人も苦手な人も、非言語的コミュニケーションに関しては、自覚することが少ないものです。自分の態度が他者の目にどのように

映っているのか。気にはなるけれども、明らかにされる機会はそうありません。ここにも焦点を当てます。

　対人コミュニケーションには「スキル（技術）」と「コンテンツ（内容）」の二つの課題が存在します。当然のことですが人は、コンテンツ（伝える内

容）とプロセス構築力（伝達手段技術）の両者がうまく備わってはじめて、関係の場に自信を持って立てるのです。

　この授業では、大学の講義としては馴染みの少ない、毎回の実習形式でこれらの課題に各自挑戦してもらいます。したがって教室はコミュニ

ケーションの「ジム」だととらえてください。練習しない人や言い訳にすがりつきたい人には意味を持ちません。

　対人関係が苦手な人は少しの勇気と共に、得意だと思っている人は、持ち味だけで一生過ごせるわけがないことを内省しながら受講を決めて

下さい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

人間コミュニケーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 団 士郎

15883

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　まず、対人コミュニケーションにおける自身の特徴を自覚する事から始まります。そしてそこで発見される課題に各自が取り組みます。エクササ

イズは毎回提示されますが、どう取り組むかは受講生に委ねられます。教室は知的情報取得の場ではなく、コミュニケーションスキルの練習場で

す。到達目標はそれぞれのコミュニケーション能力の一歩前進ということになります。 

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション　授業の進め方　第一回の実習　ミニレ

ポート（記述・提出）  

１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

４

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

５

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

６

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

７

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

８

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

９

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１０

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１１

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１２

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１３

前回のレポート振り返り（レクチュア）・今日の課題実習・

今日のフィードバック（記述・提出）  

１４

人間コミュニケーション論（実習）の到達目標　講義「戦略

と結果」

１５
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

三分の二以上（１０回）出席できそうにない者は登録しないでください。毎週フィードバックシートの提出を課しますが、授業の後半に、それだけ出

しに来るような対応には即刻、評価除外します。やむを得ない欠席、遅刻に関しては、フィードバックシートに事情を明記してください。近年の欠

席は四，五，六回生に著しく偏っています。出席が無理なら、登録しないでください。

　ここ数年、男子学生の登録と出席が増えています。開講初期、圧倒的に女子学生が多かったことを思うと、男子学生の健全化も感じます。受講

してみて初めて分かる驚きを体験してください。

danufufu@osk.3web.ne.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

対人援助学マガジン 編集・団士郎　著者多数／web雑誌／／対人援助学会hpのダウンロードフリー雑誌

家族の練習問題１，２，３ 団士郎／アソブロック／／ロングセラーのマンガ

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 50 ％

平常点評価 毎回、ミニレポート提出50 ％

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

「人間らしい発達とは何か」という問いをメインテーマとしながら，人間の生涯にわたる発達のプロセスを発達の時期ごとに概観する。その際、人

格の発達に焦点を当てるが，それと同時に，認識や感情といった発達の諸相についても、可能な範囲で触れることとしたい。

それに加えて，人間発達に関わる近年の理論的発展についても触れる予定である。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

上記以外にも，参考となる文献は，随時授業で紹介する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

小レポートを2～3回程度実施する予定である。小レポートに臨むに当たっては，授業内容をよく理解していることが重要であり，授業で扱った内

容を復習しておくことが求められる。それとともに，レポートでは文献を読み解く力を求めるので，授業時に紹介した文献を読み込むことが必要で

ある。

単位数 /  Credit 2

人間発達論 (S)

担当者名 /  Instructor 竹内 謙彰

13315

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

①人間の発達に関して，基本的な知識を得ること。

②人間発達に関わる知識を，福祉や教育の観点と結びつけて理解を深めること　

③これらを基礎に，発達上の諸問題について一定の考察ができるようになること。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

生涯発達のダイナミズム：知の多様性 生き方の

可塑性

鈴木忠／東京大学出版会／9784130133012／講義の一部で言及する

朝倉心理学講座３発達心理学 南徹弘(編)／朝倉書店／9784254526639／講義の一部で言及する

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

「授業の進め方についての説明」および「発達とは何か」 機能連関，発達権第1回

人間発達と進化 進化，遺伝と環境，人間性，個体発生と系統発生第2回

胎生期の発達的特徴 受精，着床，胎芽期，胎児期第3回

乳児期前半の発達的特徴 周産期，新生児期，原始反射，顔の知覚，姿勢第4回

乳児期後半の発達的特徴 共同注意，三項関係，歩行第5回

幼児期前半の発達的特徴 言葉の始まり，表象，自我，愛着第6回

幼児期後半の発達的特徴 認知世界の広がり，素朴理論，自己主張と自己抑制第7回

児童期前半の発達的特徴 学校への移行，勤勉性，具体的操作第8回

児童期後半の発達的特徴 ギャング・エイジ，9，10歳の発達の節，仲間関係と自己

意識

第9回

青年期の発達的特徴 性的成熟，第二反抗期，アイデンティティ，自立と依存第10回

成人期の発達的特徴 労働，結婚，親になること第11回

老年期の発達的特徴 子どもの巣立ち，関係性の変容，衰退，英知第12回

人間発達理解の新しい展開①：発達の可塑性 経験の意味，進化生物学，遅れからの回復，第13回

人間発達理解の新しい展開②：知的発達を捉え直す IQ，経験知，分析的知能，実践的知能第14回

人間発達理解の新しい展開③：英知に向かう発達を捉え

る

英知，人生回顧，知識，知能，越境，意志第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 学習内容に関する基本的な理解があること，ならびに，そうした理解に基づく妥当な考察ができ

ること。

60 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーや小レポートにより、講義に対する理解度や関与度を評価する。40 ％
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参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

発達障害の概念、発生・成立のメカニズム、診断、予後および療育・指導方法などについて、人間の発達段階と関わらせて論じる。乳児期、幼児

期においては早期発見・早期対応・早期療育などの課題と関わらせて、学童期・青年期においては学校教育・集団活動などの視点から発達支援

の課題と関わらせて考えていきたい。

　本講義では、人間発達の過程において発達の質的転換期（例えば、「階層-段階」理論など）との関わりで発達障害をとらえていく。発達障害

児・者への支援の実際について学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

乳幼児心理学、児童青年の心理、人間コミュニケーション論、障害者福祉論、心理検査法 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

・実習やフィールドでの経験があると理解しやすい。

・日頃、耳にする用語や概念を授業で正確に理解してほしい。

・自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害をもつ当事者や家族の手記などを読んでみると理解がしやすい。

単位数 /  Credit 2

発達障害論 (S)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積

12348

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・発達障害の基礎的概念や用語を学ぶ。

・発達障害の発生・成立のメカニズムを学ぶ。

・人間発達における質的転換期と発達障害の関係について理解を深める。

・発達障害児・者への支援の実際について学ぶ。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

１．発達障害とは（１）－基礎的用語と定義の説明－  発達、障害、発達障害、学習障害、言語障害、情緒障

害、行動障害、自閉症、アスペルガー障害

第1回

発達障害とは（２）－歴史・現状－ 障害者数、発達障害者数、発達障害者支援法、障害の

定義

第2回

発達障害とは（３）－生命の誕生と障害の成立－ 人間進化、遺伝病、障害の成立、機能障害、共同社

会、社会の進歩と障害者、知的障害と能力主義、障害と

社会

第3回

発達の「階層－段階」と発達障害（１）－胎生期（その１）

－

受精、卵体期、遺伝病、染色体異常、胎芽期、器官形

成期、形成異常

第4回

３．発達の「階層－段階」と発達障害（１）－胎生期（その

１）－ 

卵体期、胎芽期、遺伝病、染色体異常第5回

発達の「階層－段階」と発達障害（３）－周生期・新生児

期－

未熟児、低体重児、仮死、アプガー指数、重度重複障

害

第6回

発達の「階層－段階」と発達障害（４）－乳児期前半－ 原始反射、親と子の絆、運動発達、笑顔の獲得、情緒

の発達、親子関係、脳性まひ

第7回

発達の「階層－段階」と発達障害（５）－乳児期後半－ 移動、コミュニケーション、注意共有機構（SAM）喃語の

獲得、模倣と学習、愛着の発達、対人関係障害、情緒

障害

第8回

発達の「階層－段階」と発達障害（６）－脳性まひ－ ボイター法、乳幼児健診、大津方式、早期発見、早期対

応

第9回

 発達の「階層－段階」と発達障害（７）－幼児期（その１）

－

歩行、道具の操作、言語の獲得、遊びと模倣、自我の

誕生

第10回

発達の「階層－段階」と発達障害（８）－幼児期（その２）

－

ケンケン、描画の発達、「心の理論」の獲得、自己と他

者、自制心の形成

第11回

発達の「階層－段階」と発達障害（９）－自閉症スペクトラ

ム（その１）－

自閉症スペクトラム、カナータイプ、アスペルガー症候

群、フエノタイプ、3つ組みの障害、診断基準、二次障害

第12回

発達の「階層－段階」と発達障害（10）－自閉症スペクトラ

ム（その２）－

早期発見、早期診断、共同注意、マインド・リーディン

グ、障害の受容

第13回

発達の「階層－段階」と発達障害（11）－自閉症スペクトラ

ム（その３）－

アスペルガー症候群、二次障害、いじめ、不登校、ひき

こもり、社会参加、障害の自己認識、こだわりと個性

第14回

授業のまとめ第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.
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授業の途中でレポートの提出をもとめる。必ず提出のこと。

レポートは、コースツールを活用して提出物をもとめる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

日本自閉症協会：http://www.autism.or.jp/

日本ダウン症ネットワーク：http://jdsn.gr.jp/

日本知的障害者福祉連盟：http://www13.ocn.ne.jp/~jlid/

日本発達障害者ネットワーク：http://jddnet.jp/

全国障害者問題研究会：http://www.nginet.or.jp/

文部科学省: http://www.mext.go.jp/

厚生労働省：http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

レジュメは当日配布します。授業後はコースツールにアップロードしておきますので各自ダウンロードしてください。授業の連絡事項も授業場面及

びコースツールの連絡事項で指示をします。 

研究室は修学館340号です。

Tel＆Fax：075-466-3069

E-mail:hozumi@ss.ritsumei.ac.jp

（事前に面談の予約をお願いします）

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

授業テーマと関連する教材や文献を活用して知識をひろげる努力をしてほしい。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『発達診断と障害児教育』 荒木穂積・白石正久 ／青木書店／978-4250207259 ／乳幼児期の発達の基礎を学ぶ

『自閉症と遊び』 ヤニック・ベイヤー＆ローネ・ガメルトフ クリエイツ／かもがわ／978-4902244922／自

閉症とその発達支援の基礎を学ぶ

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『子どもの発達と診断①～⑤』 田中昌人・田中杉恵／大月書店 ／／乳幼児期の発達の基礎を学ぶ

『障害医学への招待-特別支援教育・自立支援

法時代の基礎知識-』

杉本健郎・二木康之・福本良之／クリエイツかもがわ／／障害の医学的基礎を学ぶ

『自閉症スペクトラム生き方ガイド-自己権利擁

護と「障害表明」のすすめ-』

スティーブン・ショア／クリエイツかもがわ／／自閉症の発達障害支援の基礎を学ぶ

『乳幼児期の自閉症スペクトラム障害－診断・ア

セスメント・療育-』

カタルツィナ ハヴァースカ・フレッド・R. フォークマー・アミ クリン/竹内 謙彰・荒木 穂積 

(監訳)／クリエイツかもがわ／／自閉症スペクトラムの早期発見、早期療育の研究成

果を学ぶ

定期試験（筆記） 配点にそって採点する。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％

平常点評価 中間レポートの提出を求める。

事実と自分の意見・感想が区別して述べられているか。

資料や文献の読み込みがしっかりできているか。

資料や文献の紹介が中心のレポートは減点となる。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％
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授業 の概要 /  Course Outline

発達保障とは、社会福祉や保育・教育、医療などの実践や理論と関わる、人権や社会保障を根底から成り立しめるためにうまれてきた権利保障

の思想と科学である。人間が一生をかけて自己実現を成し遂げるためには、生まれてから死をむかえるまでのライフサイクルをとおして、人生の

それぞれの時期にどのような人間的自由を獲得し、人間発達が保障される中で、人格の拡大・充実・発展を成し遂げるかを考える学問である。

　本年度は、特に子ども、障害者（児）、教育の視点から発達保障の諸課題を取り上げる。人間発達の阻害状況とともに、子どもや障害をもつ人

たちの発達の可能性とそれを保障するための理論と実際について考察していく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会保障論、人格発達論、障害者福祉論、現代人権論、ライフサイクル論、発達障害論 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

授業の途中でレポートの提出をもとめる。

授業テーマと関連する資料を配付するので自主学習をすすめてほしい。 

単位数 /  Credit 2

発達保障論 (S)

担当者名 /  Instructor 荒木 穂積

13287

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

発達保障の成り立ってきた歴史的背景、現代社会における人間発達の阻害状況、およびそれを発達の契機として築きあげてこられた人間の発

達を保障するための諸理論と実践についての理解を深める。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

人権や教育の歴史にふれるが、人物史が中心になるので詳しくは伝記など関連文献で深めてほしい。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

第１章　発達保障とは何か（１） 歴史的性格、構成要素、３つの系1

発達保障とは何か（２） この子らを世の光に、糸賀一雄、階層段階－理論、田

中昌人

2

第２章　子どもと発達保障（１）－「子どもの世紀」－　 児童心理学の誕生、プレイヤー、子どもの世紀、エレ

ン・ケイ、子ども学の誕生

3

子どもと発達保障（２）－保護から権利へ－ 子どもの権利宣言（ジュネーヴ宣言）、ヤヌシュ・コル

チャック、ホロコースト、児童保護

4

子どもと発達保障（３）－「子どもの権利宣言」から「子ども

の権利条約」へ　

子どもの権利宣言、子どもの権利条約、 発達主体、意

見表明、パラダイム転換

5

子どもと発達保障（４）－「国連・子どもの権利委員会」－ 子どもの権利の実質化、国境を越える権利、「子どもの

貧困」

6

障害者と発達保障（１）－発達保障の思想の誕生－ 戦前の障害児教育、戦災孤児の救済、知的障害、近江

学園、糸賀一雄

7

障害者と発達保障（２）－重症心身障害者の権利－ 「夜明け前の子どもたち」、慈悲から権利へ、国際人権

年、療育、発達観の転換

8

障害者と発達保障（３）－養護学校義務制移行－ 就学猶予・免除、教育を受ける権利、特殊教育、障害児

教育

9

障害者と発達保障（４）－インクルーシブな教育－ 特別なニーズ教育、特別支援教育、合理的配慮、インク

ルーシブ（排除しない）社会

10

第4章 現代社会と発達保障（１）－「子どもの貧困」と人間

発達の危機－

発展途上国での発達的危機、子ども白書（ユニセフ）、

先進国での発達的危機、現代の貧困

11

現代社会と発達保障（２）－子どもの虐待－ 児童虐待、虐待の連鎖、自己形成12

現代社会と発達保障（３）－不登校・引きこもり－ いじめ、学力不振、ストレス、受験競争、遊び仲間13

現代社会と発達保障（４）－非行－ 体罰、落ちこぼし、家族機能、地域社会14

まとめ15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 配点にそって採点する。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％

平常点評価 事実と自分の意見・感想が区別して述べられているか。

資料や文献の読み込みがしっかりできているか

資料や文献の紹介が中心のレポートは減点となる。

日本語としの文章や表記が正確でない場合は減点となる。

50 ％
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教科書は使用しない。

授業時に毎回、授業用資料を配付する。欠席した場合には、コースツールにアップロードしておくので適宜ダウンロードして活用してほしい。

その他の参考図書は、授業の中で紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

UNDP：http://www.undp.org/

UNICEF：http://www.unicef.org/

国連広報センター：http://www.unic.or.jp/

日本ユニセフ協会：http://www.unicef.or.jp/

全国障害者問題研究会：http://www.nginet.or.jp/

外務省：http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

文部科学省: http://www.mext.go.jp/

厚生労働省：http://www.mhlw.go.jp/

 その他 /  Others

研究室は修学館340号です。

Tel＆Fax：075-466-3069

E-mail:hozumi@ss.ritsumei.ac.jp

（事前に面談の予約をお願いします）

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

現代の発達保障の動向については、視聴覚教材や新聞、テレビの記事を利用することがある。

授業内容と関係する、ゲストスピーカーを招聘することがある。その場合、シラバスの変更もあるので授業時、コースツールで知らせる。

欠席した場合には、適宜コースツールで内容に変更がないかどうかチェックすること。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

発達保障の探求 田中昌人・清水寛（編著）／全国障害者問題研究会出版部／／

障害のある人びとと創る人間教育 田中昌人／大月書店／／

復刻この子らを世の光に―近江学園二十年の

願い－

糸賀一雄／NHK出版／／

世界子供白書（各年版） ユニセフ／財団法人日本ユニセフ協会／／

人間開発報告書（各年版） UNDP／阪急コミュニケーションズ／／
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授業 の概要 /  Course Outline

「バリアフリー」には背景があり歴史がある。それをふまえながら、バリアを感じている人、バリアにより、「参加」できない人、特に障害のある人の

ことを理解し、バリアとは何か、そのバリアをどうずれば取り除くことができるのかを考えていきたい。また、具体的なバリアの解消方法を可能な

限り体験もしながら学んでいきたい。また、バリアフリーの延長線としてのユニバーサルデザインについても考えていきたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特定の科目の履修が必要であるとは考えないが、広い視野とできれば様々な実体験が望まれる。そのためにも各科目について、深く学んでほし

い。

適時、資料配付。

講義の中で適時紹介を行う。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

自らの生活の中での「バリア」となりうるものを様々な視点から見いだし、その解決方法を探る。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

バリアフリー論 (S)

担当者名 /  Instructor 増澤 高志

13175

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

障害を持つことは特別なことではない。

であるとすれば、障害を持ったとしても「特別」な人生ではなく、あたりまえの一人の人間として人生を歩むことができないか。そのキーワードの一

つとしてバリアフリーがある。

自らの問題として考えることが大きな目標である。

また卒後、社会福祉の現場に限らず仕事に就いたときに、直接間接に仕事の対象者の抱える課題解決の視点の一つとしてバリアフリー、ユニ

バーサルデザインの引き出しを持つことができればと考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

バリアフリーとは何か。その歴史と背景。 バリアフリー1

バリアフリーと国際条約関係、各国の状況、国内法の状

況

バリアフリーと法2

バリアフリー、ソフトでできること、ハードでできること ソフトとハード3

バリアフリーの対象としての障害を考える① 肢体不自由4

バリアフリーの対象としての障害を考える② 肢体不自由5

バリアフリーの対象としての障害を考える③ 視覚障害6

バリアフリーの対象としての障害を考える④ 聴覚障害7

バリアフリーの対象としての障害を考える⑤ 知的障害・発達障害8

バリアフリーとテクノロジーの果たす役割① テクノロジー9

バリアフリーとテクノロジーの果たす役割② テクノロジー10

バリアフリーを考える① 今できること11

バリアフリーを考える② 今できること12

バリアフリーを考える③ 今できること13

まとめ①14

まとめ②15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 課題に沿って考察ができているか。50 ％

平常点評価  ５０％出席と出された課題を取り組む姿勢。50 ％

その他 ／ Other
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 その他 /  Others

メールにて連絡

JZA00265@nifty.ne.jp

連絡時には、件名に「バリア」と用件を必ず記載のこと。
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授業 の概要 /  Course Outline

この講義では、経済社会の変化が進むなかでの、社会保障･社会福祉に関する行政･財政政策の現状と問題について学ぶ。社会保障･社会福

祉をめぐる問題を考えるためには、その理念、歴史、制度の仕組み、財政構造を理解することが大切である。その上で、これらの制度が抱える

問題やその経済的･社会的背景や地域性にも目を向け、高まる福祉需要への対応について理解を深めたい。日本は、21世紀にどのような福祉

システムに再編･調整しようとしているのか、諸外国にも目を向けながら展望する。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会保障論、福祉政策論、財政学関連の科目の履修が望ましい。

基本的に、上記の本をテキストとして用いる。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日ごろから新聞・雑誌などに目を通し、私たちの生活に関わる問題や、社会保障･社会福祉政策に関わる動向に関心を持つようにすること。

単位数 /  Credit 2

福祉行財政論 (S)

担当者名 /  Instructor 長谷川 千春

11855

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

（1）私たちの生活のなかでの社会保障･社会福祉に関わる問題の現状を知る

（2）社会保障･社会福祉に関わる政策・制度と行財政への理解を深める

（3）社会保障･社会福祉に関わる政策と経済的・社会的背景との関連性についての理解を深める

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

テキストは必ず購入し、授業時に持参すること。

授業中に適宜配布する資料を見直し、整理・保存すること。

日ごろから新聞に目を通すこと。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

福祉国家と地域と高齢化 渋谷博史・桜井潤・塚谷文武／学文社／／2009年12月刊行

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

福祉行財政論ではなにを学ぶのか 講義の導入、社会保障、社会福祉、公的扶助、福祉

サービス、少子高齢化社会

1

社会保障･社会福祉の歴史的変遷～政策理念と福祉国

家の変容

国民皆保険、福祉六法、福祉元年、新自由主義2

社会保障･社会福祉財政の展開～国際比較の観点から 社会保障財源、社会保障給付費、ヨーロッパ、アメリカ3

医療の福祉：医療制度をめぐる問題と医療保険財政 医療費増加、財政赤字4

医療の福祉：医療保険制度改革と「皆保険」 国民健康保険と職域保険、給付と負担の見直し、医療

費の適正化、無保険問題

5

年金の福祉：年金制度をめぐる問題と年金保険財政 国民年金、厚生年金、国と地方6

年金の福祉：年金制度改革と老後の所得保障 給付と負担のバランス、国庫負担、積立金7

高齢者の福祉：介護に関する行財政の歴史と介護保険

制度

措置制度、社会保険、要介護認定8

高齢者の福祉：介護保険の財政構造と地域間再分配 給付、保険料、公費、介護報酬9

子どもの福祉：少子化の現状とその背景 合計特殊出生率、出産・育児の費用負担、核家族化、

晩婚化

10

子どもの福祉：子育て支援政策とその財源 サービス給付、経済的支援、仕事との両立支援11

子どもの福祉：保育所サービスと地域性 認可･無認可保育所、待機児童12

後のセーフティネット：生活保護の現状と財政 国と地方、地域格差、 低生活費13

後のセーフティネット：生活保護行政と「自立支援」 就労支援、「無保険者」14

21世紀の日本の福祉行財政の展望 講義のまとめ、少子高齢化社会、格差社会、グローバ

ル化

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 到達目標に照らして評価する。70 ％

平常点評価 講義期間中盤に、理解度の確認のため小テストを実施する。30 ％
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基本テキストと合わせて、参考書に挙げた文献の内容も一部講義で扱う。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

オフィスアワー

事前にメールで確認することが望ましい。　chasegaw@fc.ritsumei.ac.jp

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

グローバル化と福祉国家と地域 渋谷博史・樋口均・櫻井潤編／学文社／／2010年4月刊行

社会保障と地域 渋谷博史・根岸毅宏・木下武徳／学文社／／2008年4月刊行

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other
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授業 の概要 /  Course Outline

少子高齢社会の進捗、格差社会の広がりのもとで現在と未来に安定を託した社会福祉拡充への期待は極めて大きいが、制度としては公的責任

が薄らぎ契約制度への移行が進められている。その中にあって真に憲法に保障される生活権、生存権に値する福祉事業の運営と経営のあり方

を考える。そのためには、社会福祉とは何か、社会福祉事業とは誰のため何のために存在するか、学ぶべき立脚点を明確にする。その上で、福

祉事業の運営と経営の実際を学ぶとともに、公的な責任のもとで真に国民に開かれた福祉事業の運営と経営のあり方を見出すことを中心とす

る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

社会福祉法、社会保障論他各種の福祉法

なお、できれば福祉施設・事業所への見学等をしておくことが望ましい

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

できれば福祉にかかる事業所（福祉施設等）を見学しておくことが望ましい。

単位数 /  Credit 2

福祉経営論 (S)

担当者名 /  Instructor 芝田 宇佐男

11615

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・社会福祉と社会福祉事業の役割と使命及び実際を理解する

・公的責任のもとでの福祉事業を営む社会福祉法人の設立と運営、及び役割、使命を理解する

・福祉現場を支える福祉従事者を取り巻く環境と福祉労働の役割を理解する

・市場化されている福祉現場の運営と経営の実際を学びながら、国民の権利保障としての福祉事業の運営と経営　のあり方を理解する

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

福祉を必要とする人の暮らしやハンデイキャップを理解し、共感することのできる自らの人間性が重要である。そして福祉に関る知識と共に対人

援助事業をとおして行われる人間性豊かな援助実践の役割を理解することが大切である。人を理解し、自らの人間性を高めること、そして、人と

社会を見つめる確かな目を養うよう努力することが望まれる。それは、単に福祉ではなく「社会」を冠する社会福祉の意味と役割をしっかりと理解

することに通じるものと思われる。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義 自己紹介、授業計画1

福祉経営を学ぶ視点 社会の現状と国民の生活実態。権利としての社会福

祉。ノーマライゼーション。

2

社会福祉の理念 社会福祉の歴史、福祉実践の到達と課題3

社会福祉法 社会福祉法の概要と社会福祉事業4

公的福祉を推進する社会福祉法人 社会福祉法人の概要と設立、運営、定款準則5

社会福祉法人の運営 資産、役員、運営原則、事前規制、監査など6

公的福祉サービスの運営と経営 措置制度と措置費の仕組み・特別養護老人ホームを中

心に

7

障害施設の運営と経営 障害者福祉を巡る情勢と共同作業所等の運営と経営の

実際

8

保育所の運営と経営 保育を巡る情勢と保育所の運営と経営の実際9

介護保険制度のもとでの事業経営 介護保険制度の概要と仕組み10

市場化のもとでの福祉経営 特別養護老人ホームの運営、経営の実際と特徴11

市場化のもとでの福祉経営 在宅福祉サービスの運営、経営の実際と特徴12

福祉労働と専門性 福祉従事者をとりまく法的整備と給与等の実態。福祉労

働における専門性。

13

良質な福祉サービス提供のために サービスマネージメント、危機管理、外部評価等14

社会福祉法人の役割、使命 社会福祉法人のアイデンテイテイとこれからの姿を求め

て

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 社会福祉にかかる運営と経営に関する知識と考え方の明確化40 ％

平常点評価 出席　40％

日常のコミュニケーションペーパー等による問題意識の明確化　　20％

なお、出席率７０％以下は及第しない。

60 ％
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毎回、レジュメ・資料を配布する

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会福祉辞典 社会福祉辞典編集委員会／大月書店／4-272-36040-ｘ／

民間社会福祉事業と公的責任 福祉労働福祉経営共同研究所／かもがわ出版／4-87699-731-4／

転換期の社会福祉事業経営 石倉康次／かもがわ出版／4-87699-651-2 ／

福祉サービスの組織と経営 社会福祉士養成講座編集委員会／中央法規出版／／
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授業 の概要 /  Course Outline

福祉産業論と一口に言っても、現状を見る限り自動車産業や鉄鋼産業などの天下国家を支えるほど巨大なものではない。また、明確な共通イ

メージがあるわけでもない。一般的なイメージでは保健・医療・福祉など日常の生活部面で提供されているサービスが多く見られるところである。

少子高齢社会の到来とともに保健・医療・福祉など、それぞれの分野で市場が形成また拡大されつつあり、今後のこれらの分野の成長が見込ま

れることから既存産業からの参入が図られているところである。本講義では、その現状を見ながらこの分野の将来性とその成長が市民生活の支

援等にどう寄与するかを見る。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

基本的に社会福祉論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論などを履修していることが望ましいが、これらの分野に対して日頃から新聞や雑

誌から時事的な話題に関心を持つことが大事である。特に政権交代から、介護保険制度の改正をはじめ障害者自立支援法の制定、後期高齢

者医療制度の改正など大きな変化が検討されている。そのような背景のなか、既存の事業から新規に参入する企業やその商品などを生活実践

から学び取る姿勢が大事である。

定期試験は実施しないが、日頃の受講態度から福祉産業に関する関心事や興味など、視野の広がりや知識の習得度合いを見るため、期間

中に１から２回程度、課題を与えて小レポートを提出してもらう。そのため、毎回の出席に占める比重は高い。また、全体のまとめとしての到

達度合を測るため期末レポートの提出を求める。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

福祉産業論 (S)

担当者名 /  Instructor 今井 久人

13158

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

保健・医療・福祉といった生活関連産業のそれぞれの分野の特徴や具体的な事業展開例から、福祉産業を俯瞰的に広く理解するレベルに達す

ること。さらにその理解の上にたって、今後、社会人として生活の様々な場面で利用するであろう保健・医療・福祉などのサービスを、供給側・受

給側など視点を変えながら、その抱える諸課題や産業としての発展性や可能性を探るレベルまでに高めること。

（若い学生諸君にはまだそれぞれのサービスの利用は身近なものではないが、関心を持つことによりその公的・私的なサービスを消費者として

理解するような学習態度を期待する） 

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

 ／／／

 ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

日本を元気にする健康サービス産業    島田晴雄 ／東洋経済新報社 ／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

総括的導入講義1

福祉産業とは何か（講義の概要） 一般産業の動向　　　生活関連産業2

医療産業の市場　　　日本の医療（医療機関）の現状と課

題

厚生動向　　医療保険制度　　高齢者医療制度　　診療

報酬

3-4

医療産業の市場　　日本の医療（医療周辺産業）の現状

と課題

医療機器　　医薬品　　医療廃棄物 5-6

健康産業市場　　日本の健康産業の現状と課題 健康増進ビジネス フィットネスクラブ　　サプリメント市場

　　健康グッズ

7-9

福祉産業の市場　介護保険制度　　障害者自立支援法 介護報酬　介護ビジネス　紙おむつ　介護機器　高齢者

住宅　有料老人ホーム

10-11

介護保険関係サービス事業　（訪問介護、通所介護、施

設介護など） 

介護保険の各法定サービス12

中国の高齢化と高齢者医療・高齢者福祉の動向、現状 社会保障制度　　13-14

総括（まとめ）15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 定期試験に代わるものとして全体の講義を通して、理解度と全体的な視点、気づきを問う。 50 ％

平常点評価 出席を重視する。中間に小レポートの提出を求め関心事や理解の深さを確認する。出席時のコ

メントシートを利用しながら、授業内容の質問やコメントの提出を求める。 

50 ％
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参考文献は多くないが、日常から新聞・業界誌等、社会保障等の動向や関連法案等の記事やＴＶニュースに注意を払うこと。

厚生労働省のＨＰ・経済産業省等のＨＰ

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

シルバーサービス論 川村正匡／ミネルヴァ書房／／

日経ヘルスケア21 ／日経ＢＰ社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students
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授業 の概要 /  Course Outline

テーマ「高齢者・障害者が住まいで地域で安心して住み続けられるために」我国の急速に進む高齢社会において、障害を持つ高齢者も増え続け

ている。高齢者・障害者が住まいで、地域で人間らしく安心して住み続けられる環境はどうあるべきか。日本の住宅政策、福祉政策を先進の北

欧等の国々と歴史的に比較しながら考察していく。また、国連においての「居住の権利」宣言等の 近の動きも学びながら、「住まうことは基本的

人権」であることを確認する。なお現在、世界および日本の各地で取り組まれている住民と各分野の専門家及び行政の連携による「住まいの環

境改善」や「福祉のまちづくり」の実践例を学ぶ。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

高齢者・障害者の福祉および「住まい」「まちづくり」に対して興味を持っていること。又、将来それらに関わることを目指している。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

配布資料および参考書のポイントを復習、また事前に配布された資料の予習

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

福祉住環境論 (S)

担当者名 /  Instructor 蔵田 力

13163

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

世界的な流れである「住まいは福祉の基盤」「住まいは人権」を理解する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

（１）配布資料は必ず整理し、毎回の講義に持参する。

（２）コミュニケーションカードには、積極的に感想、意見を述べる。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

高齢社会の住まいづくり・まちづくり 蔵田力／東信堂／／大学生協等で各自購入

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

住宅の権利・誓約集 監修・中林浩／日本住宅会議／／日本住宅会議が注文販売

居住福祉 早川和男／岩波新書／／大学生協等で各自購入

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義概要、流れ、到達目標等説明1

住宅総論Ⅰ　「住まい」とは2

住宅総論Ⅱ　「居住の権利宣言」を学ぶ3

住宅総論Ⅲ　日本、世界の住宅政策と福祉政策4

住宅各論Ⅰ　バリアフリーの考え方 5

住宅各論Ⅱ-1　「住まいの環境改善」のあり方6

住宅各論Ⅱ-2　「住まいの環境改善」における専門家の

連携

7

住宅各論Ⅱ-3　事例研究8

住宅各論Ⅲ　「住まい」と家族9

住宅各論Ⅳ　「住まい」と健康10

住宅各論Ⅴ　ホームレス問題11

地域論Ⅰ　日本と世界の都市政策12

地域論Ⅱ-1　高齢者・障害者が住み続けられる“まちづく

り”

13

地域論Ⅱ-2　生活圏構想14

まとめ・超高齢社会を展望する“まちづくり”の課題（討15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 講義の理解度および与えられたテーマに対して、主体的にどう深めたのかを評価80 ％

平常点評価 コミュニケーションカードの講義に対する感想等で評価20 ％
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 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff
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授業 の概要 /  Course Outline

介護保険制度の導入は、介護・福祉分野におけるコンピュータ活用のあり方を大きく変えた。社会福祉施設や在宅サービス機関においても、パ

ソコンや情報システム、情報ネットワークがごく当たり前の存在となり、サービスの利用と提供を支える重要な役割を担っている。さらに、社会福

祉法の施行によって、情報の開示・提供、苦情解決、サービス評価など情報に関わる事柄が、利用者のサービス選択を保障しサービスの質を高

めていく重要なファクターとして位置づけられるようになった。

　また、情報の入手や利用、発信の障壁（バリア）に直面する「情報弱者」の問題が顕在化し、先端的なＩＣＴ（情報通信技術）を駆使した情報バリ

アフリー、情報のユニバーサルデザインへの取り組みが展開されている。福祉情報機器を用いた様々な自立支援システムなど支援技術

（Assistive Technology）の発達と普及も著しい。社会全体が、ＩＣＴと情報への依存を強めようとしている中で、介護・福祉分野も例外ではなく、今

や、介護・福祉の立場からの主体的な取り組みが強く求められている。

　この講義では、福祉情報化とは何か、何をすることなのかについて、福祉の立場からあきらかにするとともに、福祉における情報化とコンピュー

タ利用のあり方について、コンピュータ実習をはさみながら考えていくことにする。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

「情報リテラシー」を履修し、メール、Web閲覧、ワープロ操作など、基礎的なパソコン操作を的確に行えることが望ましい。

別途指示します。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

福祉・介護とICT・情報というと、福祉分野の学生諸君にはあまり関係がないように思われるかもしれません。しかし、私たちの生活が、今やICT

や情報の活用なしには成り立たないように、福祉・介護分野におけるサービスの利用や提供もICTや情報の活用と深く関わっています。そして、

福祉や介護に関する情報を入手・活用し、あるいは発信することが、当事者や地域住民にとって非常に重要な課題となりつつあります。私たちの

生活と福祉・介護を前進させていくためにICTや情報をいかに活用していくのかという観点から、社会の動き、制度や政策の動きに対する関心を

深めて授業に臨んでください。

単位数 /  Credit 2

福祉情報論 (S)

担当者名 /  Instructor 生田 正幸

13159

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・福祉・介護分野におけるＩＣＴ化・情報化の実態と考え方を知る。

・福祉・介護に関する情報を利用するための基礎的な知識と方法を身につける。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

イントロダクション 福祉情報論とは何か？　なぜ今、福祉情報化なのか？第01回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化①

－

社会が変わる、生活が変わる、人生が変わる、そしても

ちろん福祉も変わる！

第02回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化②

－

少子・高齢社会を生きるということ第03回

福祉情報化の背景　－ICT化・情報化と少子・高齢化③

－

少子・高齢社会のライフツールとしてのICTと情報第04回

福祉情報は今…　① 福祉情報を発見する　－インターネットを活用する①第05回

福祉情報は今…　② 福祉情報を発見する　－インターネットを活用する②第06回

福祉情報は今…　③ 記録を使う　－テキストマイニングへの誘い第07回

情報について考える 本当は怖い情報の話第08回

福祉情報とはなにか？　① 私たちにとって福祉情報とは…第09回

福祉情報とはなにか？　② 福祉情報の体系と構造第10回

福祉情報化とは？ 私たちは何をするべきなのか第11回

福祉情報化の現実① 福祉を支える情報化とは？第12回

福祉情報化の現実② 福祉を拡げる情報化とは？第13回

福祉情報化と関連問題 福祉情報化を支える「あんなこと」や「こんなこと」第14回

福祉情報化の課題と展望 ソーシャルメディアが開く新たな福祉と情報化第15回

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 出席状況と受講状況30 ％
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別途指示します。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）
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授業 の概要 /  Course Outline

この授業では、生活者が、生活上の諸課題に対峙し、主体的な生活を創造することが可能となるために求められる福祉実践を“子ども”“思春

期・青年期”“成人期”“に限定し取り上げる。そのなかで、人生の各期に共通するソーシャルワークの視座と各期に固有なソーシャルワークの視

座及び実践（方法ならびに運動）、政策につき考える。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

福祉臨床論 (S)

担当者名 /  Instructor 山本 耕平

15851

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

☆社会福祉を学ぶ学生として、社会の諸要因により国民の生活が阻害されている状況を科学的に捉える力を獲得する。

☆今各分野の実践で共通して求められているソーシャルワーカーの役割りを認識する。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

福祉に関する新聞記事を丁寧に読むようにして下さい．参考書のなかでも何冊かは勉強して取り組みようにして下さい．

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

ひきこもりつつ育つー若者の発達危機と解き放 山本耕平／かもがわ出版／978-4780302400／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

今日の社会とソーシャルワークの課題 人と生活,発達,主体，社会

 

1

パターナリズムからフレンドシップへ，侵襲的介入から自

尊を獲得する実践へ

自尊心，所属感，依存，自己決定，生活主体 2

子どもの発達・生活と福祉課題①　－障害の受容に関わ

る課題－

早期発見，障害受容，早期発見差別論,3

子どもの発達・生活と福祉課題②　－子どもの虐待と再

養育－

再養育，親アセスメント，親支援4

思春期・青年期の課題①－不登校・ひきこもりと当事者

支援①― 

不登校・ひきこもりと福祉実践，アセスメント，保護者相

談

5

思春期・青年期の課題①－不登校・ひきこもりと当事者

支援②―

居場所支援，ピアアウトリーチ，ピア支援6

思春期・青年期の課題②－社会参加困難と諸障害①ー 軽度発達障害，社交不安障害，境界例，社会適応，社

会参加

7

思春期・青年期の課題②－社会参加困難と諸障害②ー ニート，フリーター，非正規雇用の背景ー社会，個人ー8

成人期の課題①－中途障害や難病と家族崩壊、スティグ

マ－

慢性疾患，所得中断，生活崩壊，危機 9

成人期の課題②－自死と家族－ 過労自死，自死要因，自死予防アセスメント10

成人期の課題③－ドメスティック・バイオレンスと家族①

－

DV，虐待サイクル，緊急保護，体と心11

成人期の課題③－ドメスティック・バイオレンスと家族②

－ 

自尊心，家族内トラウマ 12

精神障害と自立 精神障害，社会的孤立，自立13

福祉実践と協同　－地域福祉要求の組織化と地域づくり

－

要求の組織化，乳幼児期から円熟期，麦の郷実践 14

総括講義 実践，実践哲学15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 70 ％

平常点評価 コミュニケーションペーパーでの教員と学生の意見交換を大切にしたい．この為，コミュニケー

ションペーパーの提出を１回あたり２点とする．

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

 その他 /  Others

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

ちのソーシャルワーク

対人援助の臨床福祉学ー「臨床への学」から

「臨床からの学」へ 

佐藤俊一／中央法規／978-4805824528／

脱「子ども貧困」への処方箋 浅井春夫／新日本出版社／978-4406053808／

自殺予防 (岩波新書) 高橋 祥友／岩波書店／978-4004310280／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

人の一生について理解を深め、より豊かな人生を送るための課題や社会の在り方について考えてみたい。特に、生涯発達心理学の視点から、

自己形成過程および人格発達について考察を加える。なお、それぞれの発達段階における心理的危機について注目し、その背景や要因を探

り、援助や福祉の課題を明らかにする。児童虐待や引きこもりなどの問題も取り上げる。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

特になし

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

ライフサイクル論 (S)

担当者名 /  Instructor 櫻谷 眞理子

15899

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・ライフサイクル（人生周期）についての理解を深める。

・自己形成の過程で生じる心理的危機とその社会的背景・要因について理解する。

・様々な困難や危機に直面した人々を支えるための心のケアや福祉的援助について考える。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

人間の一生について概説し、様々な問題を扱うために幅広い知識が必要です。そこで、授業中に紹介する文献を読み、理解を深めるように努め

てください。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

    ／／／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

導入講義：ライフサイクルとは何か 【キーワード】 人生周期、発達段階 1

乳児期の発達（その１）と子育て 【キーワード】基本的信頼感 、愛着（アタッチメント）の形

成

2

乳児期の発達（その２）と育児支援の課題 【キーワード】仲間集団、育児サークル、父親の育児参

加

3

幼児期の発達ー自我の芽生えと自制心の育ちー 【キーワード】甘えと自立、自尊心、仲間との育ち合い4

学童期の発達特徴と課題 （その１） 【キーワード】子どもの貧困、早期教育の影響5

学童期の発達特徴と課題 （その２） 【キーワード】学級崩壊、いじめ、不登校 、児童虐待6

虐待を受けた子どものケア

 

【キーワード】児童相談所、一時保護所、心のケア 7

青年期の特徴と発達課題 アイデンティティの確立、人生観、価値観の形成、友情

 

8

青年期の心理的危機と親子の葛藤  【キーワード】ひきこもり、ニートの増加、親子の葛藤 9

成人期の発達課題（その１） 【キーワード】職業選択、恋愛、結婚、子育て 10

成人期の発達課題（その２）  シングルマザーの子育て、仕事、ネットワーク11

中年期の発達特徴（その１） 【キーワード】心身の変化、空の巣症候群、生きがい感

の喪失 

12

中年期の発達特徴（その２） 【キーワード】人生の転換期、新しい自己の再生、個性

化、内面の充実 

13

老年期の特徴と発達課題 【キーワード】孤独、対象喪失、老いの受容、支え合う関

係

14

 総括講義：ライフサイクル論のまとめ 

 

【キーワード】

人間の尊厳、生活の質、人間関係、人格的統合対絶望

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 発達の特徴、発達課題に対する基本的理解がなされたのか、また、それぞれの段階で生じる

問題を克服するために必要な社会的支援についての理解が深まったのか把握するための試験

を実施する。 

70 ％

平常点評価 レポートを中間で提出してもらい評価に加える。また、コミュニケーションカードによる授業の感

想や意見も求めるが評価には加えない。 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

教科書は特に指定しません。

参考書は教科書に準じる文献を主に挙げたので、講義の理解を深めるためにも読むことをすすめます。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

特になし

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

メールによる質問等を受け付けます。

修学館の個人研究室でも対応します。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

  ／／／

  ／／／

  ／／／

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『ライフサイクルの臨床心理学』  馬場禮子・永井徹共編／培風館／4-５６３－０５６10-3／

『女性のためのライフサイクル心理学』 岡本祐子・松下美知子編／福村出版／4-５７１－２００５１－X／

『子育て支援の現在』 垣内国光・櫻谷眞理子共編／ミネルヴァ書房／４-６２３－０３６４３－ｘｃ３３３６／

『ライフサイクルの心理学』 松尾恒子他／燃焼社 ／4-８８９７８－９９２－８／

『ライフサイクル、その完結』 Ｅ．Ｈ．エリクソン著村瀬孝雄他訳 ／みすず書房／4-６２２－０３９６７－２／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

私たちはいろいろなものを抱えながら生活をしている。さまざまな葛藤、苦しみや困難は、私たちの人生に訪れないことはない。抱え込んでいる

それらを、私たちはどのように理解しどのように対応することができるだろうか。「心の世紀」「心のケア」という言葉が表すように、「心」や「心理」

への関心は高い。しかし、今後いっそう複雑化する社会状況の中で、人間を理解しサポートする際には、総合的・多面的に捉える視点が必要と

なるだろう。

本講義では、苦しみや困難を抱えながら生きることや、それらを生み出す社会的な装置に注目しながら、「人間」が「生きる」こと、それに対する援

助について考えていく。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

臨床社会学。また、社会学の基本的な科目を履修していると、講義内容に対する理解が深まるだろう。

指定しない。必要な資料は講義中に適宜配布する。

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

ふだんから、新聞・小説・映画などに触れ、社会的なテーマや人間関係のあり方に興味関心を持つこと。また、講義中に浮上した疑問点や問題

点については、講義担当者への質問もよいが、併せて自ら調べることも進めていって欲しい。

単位数 /  Credit 2

臨床人間学 (S)  §  ライフデザイン論 (S)

担当者名 /  Instructor 松島 京

15927

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

臨床的な援助課題を社会問題という視点から捉えなおすことができる。

臨床的な援助課題に対するアプローチの仕方について理解することができる。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

講義スケジュールは目安である。現代的なテーマを持つ講義なので、時事問題を組み込んでいくこともある。その際はスケジュールが若干変動

する場合もある（大きく変動することはない。また事前に連絡をする）。

毎講義時にコミュニケーションペーパーを配布し、講義内容に対する意見や質問を受け付ける。次回講義開始時に回答をする。これは講義をイ

ンタラクティブに進行するためのものであり、評価に反映されるものではない。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

講義の概要と導入／臨床とはなにか 講義の到達目標、講義の進め方、成績評価方法／ベッ

ドサイドの視点、援助課題と社会問題

1

臨床人間学の視点（１） ライフコース、ライフデザイン2

臨床人間学の視点（２） 近代家族、親密性3

臨床人間学の視点（３） ジェンダー、セクシュアリティ4

臨床人間学的課題（１） 家庭内暴力（ドメスティック･バイオレンス、児童虐待、高

齢者虐待）

5

臨床人間学的課題（２） 戦災、災害、事故6

臨床人間学的課題（３） 病、死7

臨床人間学的課題（４） 性、アイデンティティ8

ケアと回復（１） 問題の社会化と回復、エンパワメント、アドボカシー9

ケアと回復（２） 「ケア」とは何か、careとcure、相互作用性10

ケアと回復（３） 語ることと聴くこと、物語の再構築、配慮と責任11

当事者・家族と援助者（１） ケアの非対称性、依存する／される、支配／被支配12

当事者・家族と援助者（２） 二次受傷、共感疲労、バーンアウト13

臨床人間学の可能性 共生、連帯、再生14

講義総括／あらためて臨床人間学とは あなたにとって臨床人間学とは／成績評価方法につい

ての 終確認 

15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 論述形式の試験を課す。講義内容について総合的に理解し自分なりの考えを持つことができて

いるか、論理的に記述しているか、を評価する。

70 ％

平常点評価 講義中に数回の小レポートを課す。講義内容の理解度に応じて評価する。いわゆる「出席点」

による加点は行わない。 

30 ％



2011 年度シラバス立命館大学

講義中に必要に応じて紹介する。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

講義中に必要に応じて紹介する。

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

インタラクティブシート ／ Interactive Sheet



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

リハビリテーションは、理念的には「全人間的復権」を目的とし、従来の「疾患を対象とし、治癒を目的とした」医学とは異なり、障害を対象とすると

いう特徴を持つ。医療の現場ではこの従来の医学とリハビリテーション医学の両方が求められている。また高齢化がすすみ、介護保険が施行さ

れた時代にあって、リハビリテーションは医療と福祉をつなぐ重要な役割を持っている。本講義は、医療を中心としたリハビリテーションの現場の

諸問題をとりあげ、リハビリテーションの理念とともに、現場で役立つ知識をえることを目的とする。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

本講義の詳細なスケジュール(確定版)は 初の講義時に提示する。以下に記載するのは(暫定版)講義の基本的内容で、これを押さえた内容で

行うが、講義順序などや詳細は変更することがある。社会福祉士などの取得をめざし、将来医療・福祉の現場で働くことを希望する学生が、現場

をイメージできるように、ビデオ、スライドなどを利用して施行する。 

試験は、講義プリント、教科書・参考書など、全て持ち込み自由。 

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

リハビリテーション論 (S)

担当者名 /  Instructor 安東 一郎、垣田 さち子、神田 豊子、冨田 素子、野々村 光生、長谷 斉、増田 和人、松田 

亮三、宮崎 博子、門 祐輔

15850

教科書 /  Textbooks

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

障害者の置かれている状況や心情などが理解出来る。

リハビリテーションの概念と手法が理解できる。

個々の分野におけるリハビリテーションがイメージ出来、対応が分る。

今、医療・福祉の現場で、何が求められているかが理解出来る。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

基本的な概念を形成するための教科書に加えて、授業ごとに必要なプリントを作成し配布する。 

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

リハビリテーションの森-ツアーガイド-寝たきり

が9割いなくなる！

京都府保険医協会・地域リハビリテーションシステム研究会 ／かもがわ出版／978-4-

7803-0177-9／

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

リハビリテーション概論、廃用症候群のリハビリテーショ

ン、障害者の心理と障害受容  

宮崎9/29第１回  

障害論・障害の変遷

  

門10/6第２回  

地域リハビリテーション 

 

垣田10/13第３回  

運動器疾患のリハビリテーション  増田10/20第４回  

義肢装具のリハビリテーション 増田10/27第５回  

摂食嚥下障害のリハビリテーション 宮崎11/3第６回  

小児のリハビリテーション、教育的リハビリテーション 神田11/10第７回  

介護保険のリハビリテーション 垣田11/17第８回  

神経・筋疾患のリハビリテーション  冨田11/24第９回  

精神疾患のリハビリテーション  安東 12/1第10回  

排尿障害のリハビリテーション   

 

野々村  12/8第11回  

内部障害のリハビリテーション 宮崎  12/15第12回  

脳卒中、脳外傷のリハビリテーション    冨田  12/22第13回  

脊髄疾患のリハビリテーション 長谷  1/5第14回  

悪性疾患、加齢性疾患のリハビリテーション  宮崎  1/12第15回  

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 基本的概念を理解し、自分の言葉で表現出来ているかも含めて、評価する。  80 ％

平常点評価 学習意欲や態度を評価する  20 ％



2011 年度シラバス立命館大学

障害児の包括的評価法マニュアル 全国肢体不自由児施設運営協議会編 メジカルビュー社

 

変わるリハビリ 上月正博 ヴァンメデイカル社 

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

http://www.copd-info.net/　　　COPD情報ネット 

 その他 /  Others

参考書 /  Reference Books

受講登録をしている学生のみ、Web‐コースツールに掲載されているシラバスを通じて、閲覧することが出来ます。 

http://webct.ritsumei.ac.jp/webct/entryPageIns.dowebct 

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

リハビリテーション医療入門 ／医学書院／／

目で見るリハビリテーション医学　第２版 上田　敏／東京大学出版会／／

脳卒中のリハビリテーション ／医歯薬出版株式会社／／

狭心症、心筋梗塞のリハビリテーション ／南江堂／／

嚥下障害ポケットマニュアル 藤島一郎 ／医歯薬出版株式会社／／

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

現代社会には、貧困、暴力、などさまざまな社会問題がある。こうした社会問題を、個人の逸脱や不適応から生まれたものとしてのみ理解するの

ではなく、それを生じさせる環境や社会関係のなかで位置づける社会学的観点をもって、実際に現場にかかわり支援を模索する実践的な知とし

て、臨床社会学を位置づける。

この授業では、貧困をはじめとする社会問題の具体的な事例をとりあげて、ビデオを見たり、ゲストスピーカーの話を聞いて、それらにアプローチ

する社会学的な洞察力を深め、支援の現場にかかわりながら「社会学する」ことの有効性と問題について考えていく。そのため、受講者の意見を

求めたりディスカッションを行うなど、できるだけ双方向のコミュニケーションにつとめる。これらを通して、個々人が関心を持つ社会問題につい

て、実践的な関わりをするのに必要となる力を身につけることを目指す。 

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

社会問題の解決・改善に寄与するボランティアや社会活動を、授業外で行っている・今後行う予定があることが、授業を理解するためには必須に

なる。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

単位数 /  Credit 2

臨床社会学 (S)

担当者名 /  Instructor 丸山 里美

15827

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

・貧困に関連する社会問題について、知識を得る

・社会問題の原因を、複数の視点から説明することができる

・社会問題の解決のために、各自ができることを考える

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

臨床社会学とは何か――社会問題へのアプローチ 臨床社会学と社会病理学・社会福祉学・心理学1

臨床社会学の視点① 逸脱論、ラベリング論2

臨床社会学の視点② 「羅生門」的現実をとらえる 3

臨床社会学の視点③ 構築主義、実践4

売春 ヨコハマメリー、自立と保護5

ホームレス① 不法占拠6

ホームレス② スクウォット7

ホームレス③ アルミ缶条例8

ホームレス④ アルミ缶条例9

市民社会と共生10

若者と労働① 就職活動、非正規雇用11

若者と労働② 低生活水準、社会保障12

若者と労働③ 労働法、労働組合13

臨床社会学に何ができるか②14

授業のまとめとレポート課題の解説15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

レポート試験 授業内容について、理解度を見る。 50 ％

平常点評価 授業内容についての理解度を見るために、授業内容に関連したテーマで毎回小レポートを課

す。小レポートは1点・2点・3点のいずれかの評価を行う。欠席や用紙未提出の場合は0点にな

る。毎回の評価は、WebCT上に公開する。小レポートが8回分以上提出されている場合にの

み、期末レポートを受けつける。

50 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper



2011 年度シラバス立命館大学

 その他 /  Others

Web ‐ コースツール ／ Web Course Tool （ Blackboard system ）

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

　本講義においては、人口問題から団塊の世代が、2015年に65歳になり、2025年には、後期高齢者になる。　わが国の高齢者福祉の歴史と、現

行の高齢者福祉制度や、他の関連する福祉法制度の実践とあわせて、高齢者自身が抱えている心身機能の低下、所得、疾病、医療制度問題

等が、「無縁社会」といわれる一人世帯の増加などで多発している生活課題を、家族の支援、地域福祉、社会保障制度のあり方を中心に解決す

る手法を学び、2010年に改正（案）が提起される今後の介護保険制度のあり方を、実態から学び考察を深める。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

　社会保障論、障害者福祉論、公的扶助論、心理学、地域福祉論、医学一般、介護概論

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

単位数 /  Credit 2

老人福祉論 (S)  §  老人福祉論 (SG)

担当者名 /  Instructor 西村 清忠

11437

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

　わが国の高齢者の置かれている高齢者の実態を把握し、社会経済の発展により人口の「向都離村」現象が、福祉制度や他の社会サービスの

地域間格差、家族構成の変化、文化の伝承の変化、高齢者の生きがいに関する問題、増加する介護問題等に対する課題を把握し、高齢者の

抱えている生活問題が、高齢者自身の問題ではなく、国民全体が関わる喫緊の課題であり、「近未来の高齢者の福祉のあり方」を習得し、把握

することを到達目標とする。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

　オリエンテーション・高齢者の特性 　社会的理解・身体的理解・精神的理解・総合的理解　　　１

　少子高齢社会と高齢者 　少子高齢社会と社会問題・高齢者を取り巻く諸問題　　　２

　高齢者保健福祉の発展 　高齢者保健福祉の起源と生成・高齢者保健福祉制度

の発展

　　　３

　３回のつづき　　　４

　高齢者支援の関係法規 　高齢者保健福祉の法体系・老人福祉法・医療の確保

に関する法律・虐待防止法・その他関係法　規（ユニ

バーサルデザイン）・住居・権利擁護事業・社会参加と

生涯学習等

　　　５

　５回のつづき　　　６

　介護保険制度の基本的枠組み 　介護保険制度の全体像・介護保険制度の目的理念　　　７

　介護保険制度の仕組み 　要介護認定の仕組みとプロセス・保険給付・介護報

酬・地域支援事業・介護保険事業計画・サービスの質を

確保するための仕組み

　　　８

　介護保険サービスの体系 　介護保険サービスにおける専門職の役割と実際・居

宅サービス・施設サービス・介護予防サービス・地域密

着型サービス

　　　９

　高齢者を支援する組織と役割 　行政機関の役割・指定サービス事業者・国民健康保

険団体連合会の役割・地域包括支援センターの野組織

体系と役割・社会福祉協議会・ボランティア団体・ＮＰＯ

等の活動

　　１０

　10回のつづき　　１１

　高齢者支援の方法と実際 　高齢者支援の方法・介護保険法における連携と実際　　１２

　高齢者を支援する専門職の役割と実際 　専門職の役割と実際・専門職による協働（他職種連

携・理解）・専門職の倫理

　　１３

　介護ケア 　認知症ケア・終末期ケア・住環境・　　１４

　近未来の高齢者福祉の課題 　当面している課題・求められる社会活動支援システ

ム・就労と生涯学習などリタイア後の過ごし方・予防シス

テム・投資的社会システムとしての高齢者福祉の推進

　　１５

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 定期試験で、論述形式で２問

講義のなかから、高齢者に対する福祉の実態・解決方法・課題などを文章表現力を含めて評価

する。

70 ％
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　講義中の「私語」は、他の受講者の迷惑になり、学習権の侵害となるので厳しく対応する。注意しても止めない場合は、授業妨害行為として

学籍番号を確認のうえ退出を命じることがある。

教科書はレジメに記載しているので、購入は、必須ではないが、国家試験を受験する人は購入を勧める。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

　福祉・保健・医療情報（ワム・ネット）

 その他 /  Others

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

　社会福祉士国家試験受験のための必須科目であるので、出題傾向などを考慮して、過去問題出題箇所はできるだけ触れます。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

新・社会福祉士養成講座13 ／中央法規出版／9784805832608／介護概論と併用

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

社会福祉小六法 ／ミネルヴァ／9784623056248／福祉根拠法令を学ぶために必須

よくわかる高齢者福祉 ／ミネルヴァ／9784623051861／テーマーごとに解説されている

国民の福祉動向 ／（財）厚生統計協会／／年度ごとの福祉解説と統計

社会福祉用語辞典 ／ミネルヴァ／9784623053759／専門用語が多く、復習に役立つ

高齢社会白書 ／内閣府／9784903729831／政府の高齢者福祉の動向が理解

平常点評価 中間で小レポートの提出を求める。日程は予告しません。当日、講義終了時に、コミュニケー

ションペーパーと引き換えに、「レポート用紙を手交」する。

コミュニケーションペーパーによる出席確認を行う。注：無記載については、出席と認めないこと

もあるので、必ず、感想、疑問点、質問等を記載すること。

30 ％

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students



2011 年度シラバス立命館大学

授業 の概要 /  Course Outline

私たちは生まれ、病み、老いて、いずれは死んでゆく。〈いま・ここ〉で生きている私たちの〈生〉は〈老い衰えてゆく〉過程とも言える。本講義では、

〈老い〉という視点から現代社会に立ち現われる様々な論点（雇用、ジェンダー、社会保障、ケアワーク、社会参加等）について、深く考えることを

目指す。各講の内容は、連続ないし循環しているので、つながりを意識して受講すること。ときには、一般的に「問題」と言われている現象につい

て、「どのように問題なのか」と根本的に問い返す姿勢で受講してもらいたい。

履修 しておくことが望 まれる科目 /  Required Preparatory Study

(学部科目 /  Undergraduate Courses) 授業外学習 の指示 /  Recommendations for Private Study
(大学院科目 /  Graduate Courses) 授業 の方法 /  Study Metho

日常生活の中で、〈老い〉に関わることに関心を向けること。また新聞・雑誌等の〈老い〉に関する記事を読む際は、生活の場で何が起きている

か、そこに影響している人間同士の力関係や社会制度の仕掛けを考えながら読むこと。

単位数 /  Credit 2

老年社会学 (S)  §  老年社会学 (SG)

担当者名 /  Instructor 北村 健太郎

15807

教科書 /  Textbooks

参考書 /  Reference Books

授業 スケジュール / Course Schedule

成績評価方法 /  Grading Criteria and Method of Evaluation

到達目標 /  Attainment Objectives

〈老い〉を切り口として、社会学的視点から（日本を中心に）現代社会に対する認識を深め、受講者が各々の考察を論述できるようになること。ま

た、様々な社会現象や各種論点に対して、根本的に問い返す姿勢が身につくとより望ましい。

受講 および研究 に関 するアドバイス / Advice to Students on Study and Research Methods

〈老い〉を想像し、〈老い〉に関する様々なことを自らに引きつけて考えてほしい。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『老いをめぐる政策と歴史』 天田城介・北村健太郎・堀田義太郎編／生活書院／／戦後日本の政策と歴史分析

等。

書名 /  Title 出版社 ・ISBNコード・コメント / Author, Publisher, ISBN Code, Comment

『老いと社会――制度・臨床への老年学的アプ

ローチ』

冷水豊編／有斐閣／／社会学的視点は少なめ。

『アクティブ・エイジングの社会学――高齢者・仕

事・ネットワーク』

前田信彦／ミネルヴァ書房／／雇用、ライフコース等。

 テーマ / Theme  キーワード / Key Word授業日（第 N回）

本講義の視点と概要1

〈老い〉を想像する（１）2

〈老い〉を想像する（２）3

〈老い〉とケア（１）4

〈老い〉と身体5

〈老い〉とケア（２）6

〈老い〉とライフコース（１）7

〈老い〉とライフコース（２）8

〈老い〉とライフコース（３）9

〈老い〉と病い10

〈老い〉と社会保障（１）11

〈老い〉と社会保障（２）12

〈老い〉と政治（１）13

〈老い〉と政治（２）14

〈老い〉と残された問い15

種別 /  Kind 割合 /  Percentage 評価基準等 /  Grading Criteria etc.

定期試験（筆記） 〈老い〉に関わることの理解および授業参加を評価する。60 ％

平常点評価 出席、講義中に課すミニレポートなど。40 ％
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2000年代以降の出版で、総合的かつコンパクトな社会学的視点からの〈老い〉に関するテキストは少ないので、各自の関心に合わせて参考

にすること。

参考 になる WWW ページ / Web Pages Useful for Reference

livingroom

http://www.livingroom.ne.jp/

担当者のウェブサイト。講義用のファイルがあるので、適宜参考にすること。

 その他 /  Others

受講者のみに担当者のメールアドレスを告知する。

教員 との連絡方法 /  How to Contact Teaching Staff

『老いへのまなざし――日本近代は何を見失っ

たか』

天野正子／平凡社ライブラリー／／ジェンダー、マイノリティ等。

『〈老い衰えゆくこと〉の社会学〔普及版〕』 天田城介／多賀出版／／相互作用論、意味の生成等。

コミュニケーションペーパー／Communication Paper

学生との直接対話／Talk with Students

その他 ／ Other


