
 

授業科目名 世界を知る 

担当教員 山中 俊之 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

双方向のやり取りを通じて、「世界の今とその背景」を知り、自らの意見を持
つことを目標とする。授業は、毎回自分か関心を持った世界情勢について発表
をしてもらい、それらについて議論する。さらに、教師が毎回のテーマについ
て、世界の象徴的な事件や出来事を、写真や映像も用いてビジュアルに取り上
げる。最後には自分の関心のある地域・国の文化についてロールプレイで演じ
てもらうことで文化を実感してもらう。現在の世界を形作っている政治経済は
もちろん、歴史、宗教、芸術などのテーマについても知識・見識を持つことを
目指す。 

到達目標 

・現在世界で起きている重要なことについて、自分の言葉で説明できる。 
・世界で起きている重要なことの背景（歴史・宗教・科学）について基礎的な
一定の知識を持ち、説明できる。 
・今後世界で起きることについて、自分の意見を基に語ることができる。 
・メディアの海外報道を批評的に読むことができる。 
・世界各地の文化についての理解を基に、自国の文化について多面的かつ客観
的に語ることができる。 

授業計画 

第 1回：世界を知るために必要な視点は何かー空間軸、時間軸、深堀軸 

第２回：東アジア（中国・韓国・北朝鮮）で何が起きているかー歴史と現在 

第３回：東南アジアと南アジアで何が起きているかー歴史と現在 

第４回：西欧・ロシア・東欧で何が起きているかー歴史と現在 

第５回：中東・アフリカで何が起きているかー歴史と現在 

第６回：北米・中南米で何が起きているかー歴史と現在 

第７回：宗教（ユダヤ教・キリスト教・イスラム教）と文化・生活習慣（食を

含む）を理解する 

第 8回：宗教（仏教・ヒンドゥー教・神道）と文化・生活習慣（食を含む）を

理解する 

第 9回：人口・資源・エネルギー問題を解決するには 

第 10回：グローバル化と排外主義の行方 

第 11回：世界を変える芸術の力 

第 12回：世界の文化を演じる 

事前･事後 
学習 

・毎回 1 週間のニュースで気になったものを発表してもらい、その発表をも

とに各自の意見をもってもらいます。 

テキスト 特になし 

参考文献 山中俊之「世界で通用する地頭力」（ＣＣＣメディアハウス 2018 年） 
成績評価 
の 基 準  

レポート（50％）、授業中の発言及び積極性（50％） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 地域の医療と福祉 

担当教員 星 雅丈 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

 わが国では少子・高齢化や経済の低成長に伴い、国民生活を守るための「社
会保障」の今後が不安視されている。10％の消費税増税は、概ね社会保障へ
の用途とされているが、現在の制度における課題の解決がまず必要である。本
講義のテーマである「医療」「福祉」はその社会保障の一部である。 
本講義の前半では、主にわが国の社会保障のうち、医療・福祉の制度全般に

ついて、その運営体制や実施を担う専門職について学ぶ。さらにドキュメンタ
リー映画の視聴を通じ、諸外国とわが国の社会保障制度との違いについても理
解する。 
本講義の後半では、地域において実際にどのように医療・福祉のサービスが

提供されているかについて学ぶ。例えば、施設のバリアフリー化を進めるため
にどのような福祉制度が利用可能か、地域ではどのようにしてユニバーサルデ
ザインを推進しているかなど、具体例を元にグループワーク（以下、GW）な
どを交え共に考える講義を行う。 

到達目標 

1）わが国の医療・福祉制度について、仕組みや具体的内容を説明できる。 
2）わが国と諸外国の社会保障制度の違いを説明できる。 
3）地域における医療・福祉の制度の運用と実態について説明できる。 
4）医療・福祉制度を鑑みて地域の諸活動の計画等につなげることができる。 

授業計画 

１ ガイダンス： 社会保障を学ぶ意義、社会保障の概念と給付の仕組み 
２ 医療保険制度①： 医療保険制度の沿革と必要性、制度の概要 
３ 医療保険制度②： 高齢者の医療制度と医療提供体制の実態 
４ 介護保険制度： 介護保険の仕組みと介護サービスの提供体制 
５ 生活保護と社会福祉制度： 生活保護・福祉サービスの仕組みと給付 
６ 他国の社会保障制度： ドキュメンタリー映画に学ぶ米国等諸外国の制度 
７ 地域の医療と福祉： 地域における制度の運用と実施体制、実態と問題点 
８ 医療・福祉制度のまとめ、【中間試験】、GW の課題提示と準備 
９ 地域の医療・福祉 講義と GW①：ユニバーサルデザインの推進と現状 
10 地域の医療・福祉 講義と GW②：バリアフリー実現のための制度と実態 
11 地域の医療・福祉 講義と GW③：高齢者の見守りと看取り 
12 地域での医療・福祉サービスのまとめ、地域を支える社会保障とは 

事前･事後 
学習 

各回講義の終わりに次回講義の教科書の範囲を指定するので、事前学習として

該当箇所を一読しておくこと。事後学習は、講義資料とノートを合わせて読み

返し、理解を深めるよう努めること。 

テキスト 適宜、資料を配布する。 

参考文献 『袋小路の向こうは青空』, 鷹野和美著, 法研, 2008．（Kindle 版にて無料） 



 

成績評価 
の 基 準  

S： わが国の医療・福祉制度、地域における医療・福祉サービスの現状につ

いて、わかりやすく説明ができ、かつ問題点を的確に指摘できている。 
A： わが国の医療・福祉制度、地域における医療・福祉サービスの現状につ

いて、関連するキーワードを挙げ、わかりやすく説明することができている。 
B： わが国の医療・福祉制度、地域における医療・福祉サービスの現状につ

いて、関連するキーワードを挙げ、概要を述べることができている。 
C： わが国の医療・福祉制度、地域における医療・福祉サービスの現状につ

いて、関連するキーワードの理解において最低限の水準を満たしている。 
D： 上記の基準に達していない。 

履修上の注意

履修要件 
グループワーク（GW）では事前に課題を提示する。必ずグループで調べ検討

した内容をまとめた上で次回の講義に臨むこと。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 
成績評価方法は以下の通りとする。 
期末試験：50％、中間試験：20％、GW 課題の取り組み：30％ 



授業科目名 持続可能な社会 

担当教員 栗田 匡相 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 １年第３クォーター 

講義内容 

「持続可能性」・「永続可能性」・「持続可能な社会」という言葉は、一般的に定
着し何気なく使われているが、意味する内容は非常に奥深く、歴史ある大きな
概念である。1970 年代前半に世界の政治と経済が大きく転換するが、これと
軌を一にして歴史上に現れる。以後、意味する内容や具体的な方策等が深めら
れ、国際政治経済および地域社会を考える上での重要なキーワード、キーコン
セプトとして今日に至っている。 
 講義は、「持続可能な発展」理念、理念の実践過程・歴史的展開過程、理念
に基づく現代社会や地域社会の見方、「持続可能な社会」のあり方、地域社会
における理念の実現方法等について講じる。またこうした理念を実際の社会の
中にどのように反映させ共生社会を構築していくのかという実践的な知につ
いても簡易のフィールドワーク実習等を行い、経験的に学習する。 

到達目標 

学生が、「持続可能な発展」理念を踏まえて、現代社会を俯瞰的に把握でき
るようにするとともに、地域課題を改善・解決することに大きな関心をもつよ
うにするため、次の点を到達目標にする。 
１．（基礎知識の獲得と応用）日本と世界が直面している種々の課題を整理、
理解し、それらを地域の実情に即して把握、考察、討議できるようにする。 

２．（実践知としての学習）豊岡でのフィールドワークを適宜実施し、座学と
現実社会との橋渡しが出来る人材になる。 

授業計画 

１．「持続可能な発展」の理念と変遷（1）現代社会の課題 
２．「持続可能な発展」の理念と変遷（2）分析のための方法論 I 
３．「持続可能な発展」の理念と変遷（3）分析のための方法論 II 
４．「持続可能な発展」の理念と変遷（4）分析のための方法論 III 
５．「持続可能な社会」のデザイン（1）自然環境保護を考える 
６．「持続可能な社会」のデザイン（2）格差社会を考える 
７．「持続可能な社会」のデザイン（3）共生社会を考える 
８．「持続可能な社会」のデザイン（4）マクロからミクロへ 
９．私が描く「持続可能な社会」（1）持続可能な社会としての豊岡 I 
10．私が描く「持続可能な社会」（2）持続可能な社会としての豊岡 II 
11．私が描く「持続可能な社会」（3）学生プレゼンテーション I 
12．私が描く「持続可能な社会」（4）学生プレゼンテーション II 

事前･事後 
学習 

（毎回の授業前に行うべき予習） 
⭐各講義回で出される小課題に取り組み、関連資料を読んだり、関連情報を調

べたりしてください。 
（毎回の授業終了後に行うべき復習） 
⭐授業で学んだことや考えたことに関する資料を調べたり、人と話したりする

などして自分の意見を創るようにしてください。 
（その他） 
⭐フィールドワークではインタビュー調査などが課されるので、真剣に取り組

んでください。 
  



 

テキスト 特定のテキストは使用しない。 

参考文献 参考書や資料等は適宜講義で提示する。 

成績評価 
の 基 準 

講義終了前の 10 分程度の「理解度試験」を適宜実施（計 20 点）、期末にレポ

ート提出（40 点）、毎回の小課題（計 20 点）、プレゼンテーション（20 点）で

合計 100 点（100 %） 
 
評価基準は次のとおり 
 Ｓ ９０点以上 
  到達目標を十分に達成できている非常に優れた成績 
 Ａ ８０点以上９０点未満 
  到達目標を十分に達成できている優れた成績 
Ｂ ７０点以上８０点未満 

  到達目標を達成できている成績 
Ｃ ６０点以上７０点未満 

  到達目標を最低限達成できている成績 
Ｄ ６０点未満 

  不合格 

履修上の注意

履修要件 
講義中、特段の理由がない限り私語、飲食、着帽、無断退室、携帯電話の操作

を慎むこと。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄 面談の希望や問い合わせ等は、Mail でお知らせください。 



授業科目名 地域コミュニティー論 

担当教員 古賀 弥生 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

人口減少をはじめとする社会の現状や人と人、人と社会とのつながりの希薄化

などを背景として、地域コミュニティーには多くの課題が存在する。その課題

の解決には「公」「共」「私」それぞれの領域における取り組みとその連携が必

要である。この授業では、地域コミュニティーの課題と「公」「共」「私」の領

域に関する概念や実際の活動の枠組み、手法を理解し、自らが地域に参画する

姿勢を身につけることを目標とする。 

到達目標 
・地域コミュニティーに関わるキーワードを正しく理解し説明できる 
・履修者各自が理想とする地域コミュニティー像を語ることができる 
・その理想像に近づくための行動を起こす意欲を持つ 

授業計画 

１．イントロダクション/地域コミュニティーとは？ 

  基本的な概念と言葉の定義を整理する 

２．コミュニティーの課題 

  履修者各自の経験と文献資料等からコミュニティーの課題を抽出する 

３．人口減少の先進地に学ぶ 

  離島や中山間地域における課題と取り組みの実際を知る 

４．空き家問題 

  高齢化の進展により都心部も含めて問題化している空き家について、解決 

に向けた地域での取り組みを学ぶ 

５．屋外空間のデザインと地域コミュニティー 

  人の流れやつながりを生み出す屋外空間のデザイン例を学ぶ 

６．コミュニティーデザインとソーシャルデザイン 

  街並みや建築物、人のつながりにも働きかけるデザインの概念を知る 

７．コミュティーデザインの手法 

  対話の場の作り方、ファシリテーションや概念の可視化、地域住民や行政 

職員と接する姿勢などの具体的な手法を知る 

８．地域おこし協力隊と I・Uターン 

  地域コミュニティーの担い手を確保・育成する施策を学ぶ 

９．市民活動と地域コミュニティー 

  地域課題にアプローチする担い手としての市民が活動する枠組みを学  

  ぶ 

10．SDGｓと地域コミュニティー 

  身近な地域の課題と持続可能な開発目標（SDGｓ）を関連付ける 

11．社会関係資本と地域コミュニティー 

  社会関係資本の概念と地域コミュニティーの課題へのアプローチを関連 

付ける 

12．総括/理想の地域コミュニティー形成に向けて 

  履修者の「地元」を理想の地域コミュニティーへと変貌させるために自ら 

行動できることを考える 



 

事前･事後 
学習 

・毎回の授業テーマに関連したキーワードを提示するので事前に文献等で学習

すること。 
・次の講義の前に、配布したプリントや参考資料を用いて前回の授業内容を復 
習のこと。 

テキスト なし。各回の授業において資料を配付する 

参考文献 授業内で適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

授業内で実施する小レポート（40％）、課題レポート（60％）により評価する 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 国際防災論 

担当教員 塩川 太郎 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第１クォーター 

講義内容 

日本は地震や台風などの自然災害が多い地域であるが、世界では様々な災害が
起こっている。近年、想定外と言われる災害が多発しているが、その多くは災
害への認識不足に起因している。世界各地で起こる災害と防災について理解す
ることは、これから起こる災害への備えとなるだろう。本講義では、世界の自
然災害及び防災事情を学び、日本が世界に貢献できる防災・減災の取り組みを
考える。 

到達目標 世界の自然災害と防災の取り組みについて理解し、日本が今後行うべき防災・
減災のあり方について考えることができる。 

授業計画 

1.「授業紹介」授業に関するガイダンス、自然災害とは 

2.「日本の災害と防災」日本の災害史と防災事情について 

3.「アジアの災害と防災 1」台湾の地震と防災事情 

4.「アジアの災害と防災 2」スマトラ島沖地震と津波被害 

5.「北米の災害と防災 1」ハリケーン被害と防災について 

6.「北米の災害と防災 2」アメリカ・カナダの寒波・雪害について 

7.「中南米の災害と防災」中南米の地震・火山噴火と防災について 

8.「ヨーロッパの災害と防災」セーヌ川の洪水と防災について 

9.「オセアニアの災害と防災」オーストラリアの森林火災と防災について 

10.「アフリカの災害と防災」アフリカの干ばつと支援について 

11.「災害文化と防災」過去の災害を伝える災害文化と防災について 

12.「課題発表」グループ発表（日本が世界に貢献できる防災・減災の取り組

みについて） 

事前･事後 
学習 

事前：授業テーマに関連したキーワードについて事前に調べておくこと。 
事後：授業で学んだ内容について復習しておくこと。 

テキスト 
なし 
各回の授業において資料を配付する 

参考文献 適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

課題発表（グループ発表）にて評価 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 NPO・NGO と国際社会 

担当教員 中尾 公一 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ２年第２クォーター 

講義内容 

講義の形態は、一方的な知識伝達ではなく、受講生とともに考え、創る講 
義とする。 
受講生が、自身のキャリアや地域の未来を切り拓くきっかけとなる、国際社

会や我が国が抱える課題と、芸術や観光を中心とした NPO/NGO の役割を幅広く
考える材料を提供する。 
国際社会や我が国の社会課題に取り組む NPO/NGO の運営と、様々な活動分野

を学ぶ。ただ単に講義を受講するのではなく、受講生が主役となって学んだこ
とをグループ発表若しくはレポートにより表現する。 

到達目標 

受講生が、次の 3点を達成することを目標とする。 
①NPO／NGO の基礎的な知識を身につけること。 
②現代の国内外の社会が抱える諸問題について理解すること。 
③NPO／NGO の基礎知識をもとに、国内外の社会課題の対応策を考え、論理
的に議論できるようになること。 

授業計画 

１ NPO／NGO とは何か 

２ NPO／NGO と組織運営 

３ NPO／NGO の協働戦略 

４ 国際協力・多文化共生と NPO／NGO 

５ アート・芸術と NPO／NGO 

６ グループ発表① 

７ 観光とまちづくりの NPO／NGO 

８ 環境・農林中山間地の NPO／NGO 

９ グループ発表② 

10 子どもや社会教育と NPO／NGO 

11 グループ発表③ 

12 グループ・ワーク「NPO を創ってみよう」／総括 

事前･事後 
学習 

・事前に、各受講生が関心をもつ NPO/NGO について調べておくこと。 
・事後学習については「成績評価の基準」欄を参照すること。 

テキスト 特に指定しない。必要に応じ、講義で資料を配布し参考文献を紹介する。 

参考文献 

澤村 明, 田中 敬文他『はじめての NPO 論 -- 一緒に役割を考えよう』 (有斐

閣ストゥディア) 
田尾 雅夫他（2004）『ボランティア・NPO の組織論―非営利の経営を考える』

学陽書房 

成績評価 
の 基 準  

次の 3 点の課題を通じて、到達目標の達成度・理解度を判定する。 
・ミニッツペーパー（50%） 
各講義後に提出するペーパーの内容。講義発展への貢献は別途加点する。 

・グループ発表（25%） 
受講生が関心をもつ NPO/NGO に関するグループ発表の内容 

・個人レポート提出（25％） 
 別途指定する課題レポートの内容 



 

履修上の注意

履修要件 
・講義ではミニッツペーパーの提出や、受講生によるグループ討議、グループ

等による発表等、受講生の積極的参加を求める。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 多文化社会の社会教育 

担当教員 大谷 杏 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 2 年第 3 クォーター 

講義内容 

国境を越えた移動が増えるにつれ、多文化共生は多くの人びとにとって身近な
問題となりつつある。日本も決して例外ではない。この講座では、それぞれの
国や地域の状況を概観し、国内外の様々な社会教育施設（公民館、図書館、博
物館）による共生へ向けた取り組みを学んでいく。多文化共生への対応は、そ
の地域の持つ特性や外国人住民の居住の状況、また時代の変化によっても変わ
っていく。国内外の先進的な事例から、自分の住む地域で応用できることと、
変えていく必要がある点について考えていく。 

到達目標 

・国内外の地域の特性とその多文化的状況を把握することができる。 
・それぞれの地域が行っている取り組みから、多文化共生へのヒントを得るこ

とができる。 
・自分が住む地域に当てはめた場合、どの程度応用可能かを予測することがで

きる。 

授業計画 

１ オリエンテーション、序章 

２ 第 1 章 協働・共創を支える「安心の居場所」 

－内発的社会統合政策を拓く 

３ 第 2 章 地方都市部の社会教育ならびに施設における多文化共生活動 

－静岡県磐田市南御厨地区を事例として 

４ 第 3 章 多文化社会における公民館の役割  

難民申請者と地域住民の交流 

－埼玉県川口市の住民の取り組みを事例に 

５ 第 4 章 二つの法体系が支える韓国の地域学習施設 

－光州広域市における「教育」と「支援」の連携事例を中心に 

６ 第 5 章 成人移民へフィンランド語教育を提供する公共施設 

－地域社会とのかかわりと学習以外の機能にも着目して 

７ 第 6 章 日本の多文化都市における図書館の取り組み 

－「多文化サービス」のあゆみと「安心の居場所」であるための提言 

８ 第 7 章 多民族国家シンガポールを支える図書館 

－国民統合と多民族共生 

９ 第 8 回 移民・難民のくらしに寄り添う公共図書館 

－デンマークにおける取り組みに着目して 

10 第 9 章 学校と博物館の連携の可能性 

－先住民族について学ぶ「国立アイヌ民族博物館」 

11 第 10 章 文化の由来を知る 

－「順益台湾原住民博物館」が担う社会的包摂機能 

12 第 11 章 ニュージーランドにおける太平洋諸島移民の文化的学習 

－博物館を中心に、授業のまとめ 

事前･事後 
学習 

予習、復習として、教科書を読んでおいてください。 
また、多文化共生に関係のあるテレビ番組、新聞記事などにも積極的に触れる

ようにしてください。 



    

テキスト 
渡辺幸倫編著（2019）『多文化社会の社会教育ー公民館・図書館・博物館がつ

くる「安心の居場所」』明石書店 

参考文献 

・岩﨑正吾編著（2018）『多文化・多民族共生時代の世界の生涯学習』学文社 
・山脇啓造、服部信雄編著、横浜市教育委員会、横浜市国際交流協会協力（2019）
『新 多文化共生の学校づくり―横浜市の挑戦』明石書店 
・徳田剛、二階堂裕子、魁生由美子編著（2019）『地方発外国人住民との地域

づくり』晃洋書房 

成績評価 
の 基 準  

期末レポート（64％） 
授業内課題と授業への積極的参加（36％） 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 兵庫の教訓を踏まえた防災 

担当教員 青田 良介 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

日本は世界でも有数の災害大国である。そのなかで兵庫県は 1995 年の阪
神・淡路大震災をはじめとする幾多の災害から、数多くの災害教訓を蓄積して
きた。そこから、ボランティアや協働社会といった防災に留まらない、社会全
体に関係する現象や制度等が生まれた。防災は社会の営みと密接に関わってい
ると言える。 
本講義では、但馬地方も含めた兵庫の主な災害を理解することを通して、直

後の災害対応はもとより、その後の復旧・復興、さらには、将来の災害への備
えを体系的に学修する。災害に強い社会を作る上で、将来の中心的役割を担う
世代が取り組むべき事項や心構えについても解説する。座学だけでなく、まち
歩き、ワークショップ、ディスカッションの機会も取り入れることで、我が事
として防災を考える機会を提供する。 

到達目標 
学生が災害に強い社会をつくる上で必要な知識等を学ぶことで、災害時はも

ちろんのこと、普段から主体的に防災を考え、積極的に行動する人材になるた
めの素養を身につけることができる、 

授業計画 

1. 防災の基本的な考え方と減災復興 

2. 災害大国日本 

3. 阪神・淡路大震災からの教訓 

4. 防災ワークショップ（避難所運営ゲーム） 

5. 城崎温泉火災と災害に強いまちづくり（地元の人とのまち歩き） 

6. 城崎温泉火災と災害に強いまちづくり（グループ・ディスカッション） 

7. 平成 16 年台風 23 号による豊岡水害からの復旧・復興 

8. 市民防災とボランティア 

9. 災害時の行政トップの決断（ゲストスピーカー） 

10. 防災教育と人材育成 

11. 将来の巨大災害に備える 

12. 講義全体のまとめとディスカッション 

事前･事後 
学習 

・授業で学修したことに関するレポートを作成し、提出すること。 

テキスト ・パワーポイントを中心に関連する資料を適宜配布する。 

参考文献 ・関心のある学生は、兵庫県が編集した「伝える 1.17 は忘れない―阪神・淡

路大震災 20 年の教訓―」を読むことを勧める。 

成績評価 
の 基 準  

・授業毎のレポート（40％）、ディスカッション等での積極性（20％）、最終レ

ポート、最終レポート（40％）により評価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業科目名 ジオパークと地域 

担当教員 
川村 教㇐ 

松原 典孝 
佐野 恭平 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第２クォーター 

講義内容 

2010 年に世界ジオパークネットワークに加盟した山陰海岸ジオパークに
は日本海形成に伴った多様な地形、地質、風土が存在する。ジオパークの
活動は、それらを保護しながら地域づくりに活かそうとするものである。
この講義では、フィールドワークを中心にジオパークの景観を観察し、活
動の現場に接することで、地質・地形と文化・産業等との関係性や地域に
おけるジオパーク活動の意義を理解することを目的とする。 

到達目標 

本講義の到達目標は、履修者が、ジオパークでの様々な活動について理解
するとともに、地域特性を作り出す地域の地形・地質と人々の暮らしの関
係性やそれが地域社会に与える影響について分析・考察できるようになる
ことである。 

授業計画 

授業は 3 コマ分教室で講義をしたのち、⼭陰海岸ジオパーク地域で１泊２

⽇の研修旅⾏（7コマ分）をおこなう。11，12 コマ目は教室でまとめと発

表を⾏う。 

◆事前学習 
１．ジオパークとは何か －各地のジオパーク、ジオパーク活動の考え⽅。 
２．⼭陰海岸ジオパーク －その特徴と活動、火山とジオパーク 
３．ワークショップ１ －事前自主学習 
◆フィールド 1 日目 
４．コウノトリの郷公園：学習施設で活動されている⽅の講話 

５．⽞武洞・ガイドの実際を⾒学 
６．⽵野海岸の地形・地質と⾃然保護施設 
７．ジオパークでの持続可能なビジネスについて講話 
８．ワークショップ２（⽵野） 現場を見たことを踏まえた現状分析 
◆フィールド 2 日目 
９．⾹美町「海の⽂化館」などの展⽰・学習施設を⾒学 
10．神鍋⾼原 現地でガイドをされている⽅の講話 
◆まとめと発表 
11．ワークショップ３︓発表準備 
12．ワークショップ４︓発表と意⾒交換 

事前･事後 
学習 

授業で学修したことに関する小レポートを各回に作成し、提出すること。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 現地でのジオパークに関する資料等 

成績評価 
の 基 準  

⾃然と社会の相互作⽤解明や地域資源のマネジメントに関わる独⾃の⽅

法論への理解を深め、学際的実践研究をすすめる⾼度な素養を獲得した者

に、単位を授与する。 



 

履修上の注意

履修要件 授業における実習等の費用は学生の負担とする。 

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 コウノトリの野生復帰と地域 

担当教員 

内藤 和明 
出口 智広 
大迫 義人 
佐川 志朗 
中井 淳史 
菊池 義浩 
山室 敦嗣 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

野生動物再導入の先進的事例であるコウノトリの野生復帰について体系
的に学ぶ。まず、野生復帰を進めている拠点施設である兵庫県立コウノト
リの郷公園を見学し保全の最前線を知る。続いて、野生復帰事業に実践的
に関わっている教員が、野生復帰の取り組みに関する講義をオムニバス形
式で行う。授業は、鳥類学、生態学等の生物に直接関わる内容から始まり、
その後に、歴史学、地域計画学、社会学等の社会科学的な内容に展開する。 

到達目標 
本講義の到達目標は、履修者が、野生動物保護の手法としての再導入につ
いて理解し、それが地域社会や文化に与える影響についても分析・考察で
きるようになることである。 

授業計画 

１ ガイダンス、兵庫県立コウノトリの郷公園見学（内藤） 
２ 鳥類の特徴と魅力（出口） 
３ 鳥類の現状（出口） 
４ コウノトリの野生復帰（大迫） 
５ コウノトリと人との共生（大迫） 
６ 河川生態系とコウノトリ（佐川） 
７ 流域の自然再生事業（佐川） 
８ コウノトリの遺伝的管理（内藤） 
９ 環境保全型稲作とコウノトリ（内藤） 
10 コウノトリと人間の関係史（中井） 
11 コウノトリと共生する地域づくり（菊池） 
12 コウノトリ野生復帰事業と地域コミュニティの再編（山室） 

事前･事後 
学習 

授業で学修したことに関する小レポートを各回に作成し、提出すること。 

テキスト 必要に応じて資料を配布する。 

参考文献 講義内容に関わる基礎的な文献等については講義中に示す。 

成績評価 
の 基 準  

再導入の概念を理解し，それが地域社会や文化に与える影響についても分

析・考察できる者に単位を授与する．各回に課する小レポートと講義全体

で課するレポートおよび受講態度（積極的な質問等）を含めて総合的に評

価する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 地域資源の保全と活用 

担当教員 
中井 淳史 
山室 敦嗣 
菊池 義浩 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

私たちをとりまく世界にはさまざまな「地域資源」がねむっている。この地域
資源は、地域社会の持続的な発展において重要な役割を果たすものである。本
講義では、地域資源の概要と、その発掘・保全・活用に関する基礎的な考え方
を学ぶ。地域資源を見出す前提として、大地・人・自然の関係性という視点や、
それらを時間軸という概念からつないでゆく考え方を学んだうえで、歴史学・
社会学・地域計画学を専攻する教員が、それぞれの方法論や視座にたち、実際
の地域資源の保全や活用事例について講述する。 

到達目標 

本講義の到達目標は、履修者が大地・人・自然の関係性やその歴史的展開（過
去・現在・未来）を理解したうえで、そこからどのような地域資源を見出し、
保全・活用していくかについて、自立的な分析や知見を得るようになることで
ある。 

授業計画 

１ 地域資源を考えるために：大地・人・自然の関係性と時間（中井） 
２ 地域の記憶と事物の価値（中井） 
３ 大地・人・自然を守る：史蹟名勝天然紀念物保存運動から 

地域資源まで（中井） 
４ 地域資源の開発と地域社会の変容（山室） 
５ 地域資源は誰のものか（山室） 
６ 資源利用と環境保全（山室） 
７ 地域資源と内発的発展（山室） 
８ 集落空間の構成と変遷（菊池） 
９ 歴史的町並みの再生（菊池） 
10 自然災害と復興（菊池） 
11 地域資源を活かしたまちづくり（菊池） 
12 まとめ：地域資源を守り、活かす（中井） 

事前･事後 
学習 

講義で学んだことに関する小レポートを各回に作成し、提出すること。 

テキスト 必要に応じて資料を配布する。 

参考文献 各回の内容に関わる基礎的な文献等については、講義中で指示する。 

成績評価 
の 基 準  

地域資源の保全・活用のために、大地・人・自然の関係性という観点や文理融

合的な考え方の重要性について十分理解できる者に対して単位を与える。講義

全体で課するレポートおよび受講態度（各回で課する小レポート、積極的な質

問）を含めて総合的に評価する。 
履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



授業授業名 地域情報論 

担当教員 藤本 悠 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

 本授業は「データからは見えてこない地域の実像」について学ぶことを目
的とする授業であり、デジタル化されていない地域の情報について学ぶ。近
年はデータサイエンスの重要性は高まっており、機械学習に関しては様々な
分野において非常に高い期待がある。しかしながら、そうした技術を盲目的
に頼ることは極めて危険である。実際に、ミクロな視点で地域に目を向ける
と、データからは見えてこない面も多い。地域住民の心情的な側面や歴史の
中で蓄積されてきた地域文化などへの理解を深め、地域情報を適切に扱う上
で不可欠な感覚を醸成する。 
 本授業においては各回ごとに問題を提起した上で、授業の前半にはグルー
プ・ディスカッションを通して与えられたテーマについて議論し、授業の後
半にはグループ・ディスカッションの内容も踏まえた上で講義形式の座学を
行う。 

到達目標 

 本授業を通してはグローカル・パーソンとしてグローバルな視点での問題
意識をもってローカルな地域課題を解決するための資質を身につけるととも
に、データサイエンティストとしての資質を身につけるために、以下の知識
および基本技能を習得することを目標とする。 

 グローカル・パーソンとしての資質 
◦ 地域活性あるいは地域創生の意義について述べることができる 
◦ グローバルな論点とローカルな論点との「差」を理解することが

できる 
◦ 地域情報を活かしたビジネス・チャンスの可能性を考えることが

できる 
 データサイエンティストとしての資質 

◦ 既存の統計データからは見えてこない事実を想定することができ
る 

◦ 地域住民の目線を踏まえた上で意思決定支援を行うことができる 
◦ 自分の意見を指示するデータを収集して示すことができる 

授業計画 

1. 人々は…「都市に住むべき」 vs 「地方に住むべき」 

2. 買物は…「ネット通販を活用するべき」 vs 「地元の商店を活用する

べき」 

3. 交通は…「採算を考えて廃止するべき」 vs 「増やして便利にするべ

き」 

4. 人口は…「交流人口を重視するべき」 vs 「定住人口を重視するべ

き」 

5. 年齢は…「子供の人口を増やすべき」 vs 「労働人口を増やすべき」 

6. 産業は…「大企業を誘致するべき」 vs 「中小企業を誘致するべき」 

7. 学校は…「統廃合されるべき」 vs 「新規に作るべき」 

8. 進学は…「出身地域に進学するべき」 vs 「都市部に進学するべき」 

9. 地方は…「自立した財源を持つべき」 vs 「補助金によって支えるべ

き」 



 

10. 中央は…「地方のための法律を作るべき」 vs 「地方を規制から外す

べき」 

11. 地域は…「自らの力で自立するべき」 vs 「様々な方法で支援される

べき」 

12. 大学は…「研究するべき」 vs 「実践するべき」 

事前･事後 
学習 

 本授業では地域が抱える様々な課題を多角的な視野でとらえ、自分の考え

を「客観的」に伝えることを重視する。そのため、事後学習ではレポートを

通して授業の内容に沿ったデータを自らの力で収集し、加工し、可視化する

こと。 

テキスト 特に指定しない 

参考文献 適宜紹介する 

成績評価 
の基準  

 本授業においては毎回 800 字〜1600 字程度のレポートを課し、文章の書

き方（60％）と文章の内容（20％）と自作のグラフ等の図表（20％）をルー

ブリックで評価する。最終的な成績評価は全レポートの点数を各回で調整し

た上で総合する。 

履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  



 

授業科目名 国際環境論 

担当教員 西﨑 伸子 

必修の区分 選択 

単位数 ２単位 

授業の方法 講義 

開講年次 ３年第３クォーター 

講義内容 

現代の環境問題はグローバルに展開し、一国の環境政策では解決困難な大き
な社会問題となっている。本講義では、具体的な環境問題として、公害問題、
ゴミ問題、野生動物保護問題、森林問題、環境災害などをとりあげ、グローバ
ル環境問題を読み解くための基礎知識と、解決のための基本的な考え方・政
策・制度について示す。また、各環境問題の解決に向けて、わたしたちがどの
ようにしていけばよいのかについて、受講生が考え、議論できるように講義す
る。 

到達目標 

・国際的な環境問題について、基礎的な内容を理解し、自分の見解を持ち、記
述して説明することができる 
・講義の内容以外の「グローバル環境問題」に関心をもち、講義の内容をふま
えて自分の見解を持ち、記述して説明することができる   

授業計画 

1.ガイダンス：人類史と環境問題 

2.ローカルからグローバルへⅠ：環境問題の系譜 

3.ローカルからグローバルへⅡ：公害事件と人々の闘い 

4.ローカルからグローバルへⅢ：公害事件は国際問題へ 

5.野生動物のグローバル商品化Ⅰ：くじらを食べる？鑑賞する？ 

6.野生動物のグローバル商品化Ⅱ：象牙・サイ角・ロバ 

7.わたしたちの食と森林問題Ⅰ：「アブラ」と東南アジアの森林 

8.わたしたちの食と土地問題Ⅱ：「大豆」と南米・アフリカの土地  

9.エネルギー問題Ⅰ：原子力災害の教訓 

10.エネルギー問題Ⅱ：再生エネルギー開発の今 

11.ゴミ問題Ⅰ:ゴミって何？：一般ゴミと産業廃棄物 

12.ゴミ問題Ⅱ：海洋汚染とプラスティックゴミ・まとめのテスト  

事前･事後 
学習 

毎回の授業のテーマに関連する新聞記事や書籍などの情報を収集し、目を通し

ておくこと 

テキスト 教科書は使用せず、資料としてプリントを配布する 

参考文献 授業時に適宜紹介する 

成績評価 
の 基 準  

授業の中ごろに小テストあるいはレポートを課す。また、授業の最終回にまと

めのテストをおこないます。小テスト/レポートとまとめのテストの内訳は５

割ずつ。 
履修上の注意

履修要件  

実践的教育 該当しない。 

備考欄  


