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■VM101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM101／社会デザイン学特殊研究１ 

(Special Study:Social Design 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会学原論） 

担当者名 

（Instructor） 
村上 綱实(MURAKAMI TSUNAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業では、基礎的学問分野の理解、社会組織の理論研究の視点からの導き、非営利と営利の関係、その動機解明を達成し

ます。基礎理論研究を主としますので、实践的応用より、現实を分析し事实認識する基本的ツールや理論装置の成り立ちを明に

します。以上をケース・スタディからの理論化の過程から行います。 

 

In this class, we will explore basic academic fields, lead theoretical research of social organizations, and understand the 

relationship between nonprofit and commercial activities, and we will achieve clarification of motivations. Since we will focus on 

basic theoretical research rather than practical applications, we will clarify the formation of basic tools and theoretical devices to 

analyze and recognize reality. The above will be done from the process of theorizing from case studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アカデミックな基礎理論、分析装置としての社会学・経済学・歴史学・心理学などの基本的な学問分野を比較、解説します。組織

論の古典的研究として、C.I. バーナード／M.ヴェーバーの理論を解明します。さらに理論研究とケース・スタディから、「社会組織」

の経済活動の非営利性の古典的理論として、アダム・スミスの『道徳感情論』、それにかかわる「アダム・スミス問題」、その現代

的理論として、M.ポーターの「戦略的 CSR]／「CSV の理論」、P. コトラーの「マーケティング 3.0」などを扱います。 

 

We will compare and explain basic academic fields and academic basic theory such as sociology, economics, history and 

psychology as analytical devices. As classical studies of organizational theory, we will elucidate the theories of C.I. Bernard and M. 

Weber. Furthermore, from theoretical studies and case studies, we will handle Adam Smith's "The Theory of Moral Sentiments" 

and the related "Adam Smith Problem" as a classical theory of nonprofit economic activity of "social organization" and also 

handle M. Porter's "Strategic CSR"/"CSV Theory" and P. Kotler's "Marketing 3.0" as modern theories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基礎的学問分野としての「社会学」(1)： 社会学と呼ばれるものは何か、その現象学的世界と分析概念の性質と効果 

2. 基礎的学問分野としての「社会学」(2)： M.ヴェーバーの「理解社会学」と「近代資本主義」の理論 

3. 基礎的学問分野としての「社会学」(3)： E.ゴッフマンの「儀礼的交換の社会学」・「日常的出会い」からの社会秩序の形成へ 

4. 社会学的分析と社会組織のケース・スタディ(1)： 障がい者雇用とビジネスおよび「非営利」の一般的定義（Salamon，1992) 

5. 「経済学」と「社会学」： アダム・スミスの『国富論』と『道徳感情論』／「アダム・スミス問題」から利己心と共感の特異点とシ

ナジー効果 

6. 「社会学」と「心理学」および「社会学」と「歴史学」： それぞれの分析概念の性質と応用、個別性の認識(ideographic)と一般

性の認識(nomothetic)による理論構築および現实認識 

7. 社会学的分析と社会組織のケース・スタディ(2)： 地域の活性化とビジネスおよび働くことの意味の問いかけ 

8. 社会学の交換理論：「経済的交換」・「社会的交換」・「贈与交換」、 “Give & Take”と“Give ＆ Give”： 合理的交換からノン

ラショナルな交換理論へ・「交換理論」としての「組織理論」 

9. 「紛争の社会理論」： エンゲルス・マルクスから M.ヴェーバーへの社会学の系譜 

10. 社会学的分析と社会組織のケース・スタディ(3)： 地雷除去ビジネス、営利と非営利の関係とシナジー 

11. 「社会学の全体像」へ： E.デュルケームの社会学と社会秩序の形成 

12. 社会組織の基礎理論(1)：C.I.バーナードの経営組織論と M.ヴェーバーの官僚制理論 

13. 社会組織の基礎理論(2)：M.ポーターの戦略的CSRと「共通価値の創出戦略（CSV）」の社会的問題解決の市場的競争優位

性と P.コトラー「マーケティング 3.0」の意味 

14. 「非営利」と「営利」による信頼形成と競争優位の営利活動への一般理論化へ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各授業の主題を構成する論点・基本用語についてテキストの該当部分を指示しますから、各履修者の可能な範囲内で熟読して

ください。さらに発展的に関連する重要論文も指示しますから、あわせて熟読し出席してください。常に授業内容の理解を自分の

言葉で表現できるよう、履修者の可能な範囲で鍛錬してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(30%)/授業内で指示した提出物(25%)/授業内で指示した報告(25%)/授業運営への積極的な参加と貢

献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村上綱实、2018、『非営利と営利の組織理論』、絢文社 (ISBN:978-4915416163) 

 

参考文献（Readings） 

1. ランドル・コリンズ、2013、『脱常識の社会学 : 第二版 : 社会の読み方入門』、岩波現代文庫 (ISBN:9784006002848) 

2. ランドル・コリンズ、1997、『ランドル・コリンズが語る社会学の歴史』、有斐閣 (ISBN:4641075956) 

 上記以外、それぞれの授業内容と主題に関する重要論文と文献・資料を追加指示・一部配布することがあり、それらの内容理

解について質疑を行います。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 E メールやソーシャル・メディアを活用し、履修者からの質問・各種問い合わせに対応し、履修者の研究をサポートします。また

必要に応じ、参加希望者を対象に、夏期休暇中に「サマー・セッション」を行いますので、参加できる履修者だけでいいので自由に

参加してください。履修者の提出したレポート等については希望者を対象にフィード・バック・セッションを行います。また履修者の

研究テーマや問題関心から、合意を前提として、授業計画を柔軟に一部変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM103／社会デザイン学特殊研究３ 

(Special Study:Social Design 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（自然学の方法） 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）「自然」に関する“哲学的”文章を読み、多様な「自然」についての基礎知識と思考方法を身につけること。（２）各々の思想に

ついて簡単に説明・批評ができるようになること。また、（３）それらを援用または批判することで、自らの問題意識に合わせた説得

力のある意見を述べる技能を身につけること。 

 

(1) To acquire basic knowledge and thinking about various types of "shizen(nature)" by reading "philosophical" texts on 

"shizen(nature)". (2) To become able to briefly explain and comment on each thought. Also, (3) To acquire the skills to express 

persuasive opinions in line with the student's own awareness of problems by using or criticizing other theories on " 

shizen(nature)". 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの社会は、人と人との関わりだけでなく、人と自然との関わりのなかで成り立っていると言える。しかし、そもそも自然は、人

と「と」で結ばれるような「別の何か」なのだろうか。自然を「人とは別の利用対象や周囲環境」とみなす前提それ自体を検討する

必要はないだろうか。自然は、人を含めた生物が生活する「居場所」でもあり、あるいは人を含むすべてであるかもしれない。授業

を通してさまざまな視点による「自然」を学び、講師および他の参加者の考えも検討することで、人間と現代社会について考える。 

学生は、事前に指定の文章を読み、授業内で講師による解説を聞いて質疑・討議を行い、授業後に簡単なコメントを書く。そのコ

メントを次回の授業でフィードバックし、参加者全員で共有することで、授業を、循環する複方向型の「対話の場」、「知的探求の共

同体」としたい。 

 

It can be said that our society is made up not only of human-human relationships but also of human-nature relationships. But is 

nature, in the first place, "something else" that connects "with" people? Isn't it necessary to consider the premise itself that 

nature is “a different object for use or the surrounding environment”? Nature is also the "place to live" where living things 

including people live, or it may be everything including people. Students will learn about "nature" from various viewpoints through 

the classes and think about human beings and modern society by examining the thoughts of the lecturer and other participants. 

Students must read the designated texts in advance, listen to the commentary by the lecturer in the classes, ask questions and 

debate, and write brief comments after the classes. By feeding back the comments in the next class and sharing them with all the 

participants, we hope to make the class a multi-directional and circulatory "place of dialogue" and "community of intellectual 

inquiry". 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 星野道夫／本当の野生 

3. Ａ・レオポルド／環境倫理（ランドエシックス） 

4. 寺田寅彦／天災と日本人 

5. 桑子敏雄／原生自然と空間の履歴 

6. 上原敬二／人のつくった森 〔映像〕 

7. 上野誠／日本人の聖なる自然 

8. 鈴木大拙／機心と自然 

9. 西岡常一／木のいのち木のこころ  

10. 大西暢夫／水になった村 〔映像〕 

11. 山尾三省／アニミズムという希望 

12. 今西錦司／自然学の提唱 

13. 竹内整一／「おのずから」と「みずから」のあわい 

14. 今道友信／人間と自然 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／指定した文章を読んでおき、自らの興味・疑問を整理しておく。 
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復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋実観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のコメント(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

参考文献（Readings） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM106／社会デザイン学特殊研究６ 

(Special Study:Social Design 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会デザイン学への招待） 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、本研究科が一貫して追究し続けてきた社会デザイン（学）の思想的・学問的含意から实践的な社会技術としてのあり

ようまで、分野・領域横断的に提示し、その見取図を描いていこうとするものである。社会デザイン（学）の世界を受講者とともに

「回遊」することをめざしたい。 

 

This course is presented across fields and disciplines from the philosophical and academic implications of social design (studies) 

that the Graduate School has consistently pursued, to the state as a practical social technology, and attempts to draw a sketch of 

this field. We would like to aim at "walking" with students in the world of social design (studies). 

 

授業の内容（Course Contents） 

「野生の社会デザイン（学）」を探究したい。ちょっといいアイデアといった social design が流行り出すなか、ソリューション（課題解

決）を志向する社会デザインから、さらには構造的なイノベーション（社会を変える）を实現する大文字の Social Design へと進むた

めにどうしても必要な姿勢だと考えるからである。他者と出会い、交信し、その関係性のなかで当事者性にも出くわす。そんな更

新作業（対象化）の連続こそダイアログとしてのデザインであり、デザインをデザインし直すこと＝野生の社会デザインなのではな

いだろうか。ゲストをお招きする回もある。 

 

We want to explore "wild social design (studies)". Amid the emergence of social design as a somewhat good idea, this is because 

we believe that this attitude is necessary to move from social design for solutions (problem-solving) to upper case Social Design 

for realizing structural innovation (changing society). Meet other people, communicate with them, and in these relationships also 

come across the parties. Such a series of renewal work (targeting) is design as a dialog, and is it not redesigning the design = wild 

social design? We will also invite guests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「知の回遊」へ向けてー問題関心の共有 

2. イントロダクション：社会デザイン（学）とはー社会課題の解決をめざすデザイン：戦略とケースと物語 

3. 野生の社会デザイン（学）を考える 4 冊①『HELLO WORLD 「デザイン」が私たちに必要な理由』 

4. 野生の社会デザイン（学）を考える 4 冊②『世界を変えるデザイン 2 スラムに学ぶ生活空間のイノベーション』 

5. 野生の社会デザイン（学）を考える 4 冊③『グラフィックデザインで世界を変える』 

6. 野生の社会デザイン（学）を考える 4 冊④『ワーク・シフト 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図＜2025＞』 

7. 社会デザイン曼荼羅①ネットワーキングとソーシャル・キャピタルー一人では背負えない課題を皆で背負う 

8. 社会デザイン曼荼羅②NPO/NGO－社会に影響を与える組織デザイン 

9. 社会デザイン曼荼羅③ソーシャルビジネス/コミュニティビジネスー起業するという社会デザイン 

10. 社会デザイン曼荼羅④社会イノベータ―公志園ー共感と信頼が企業と社会を動かす 

11. 社会学の<ﾃﾞｻﾞｲﾝと方法>への旅①SOCIOLOGY：ACADEMIC OUTLINEー社会デザインの物語としての「プロテスタンティズ

ムの倫理と資本主義の精神」（M・ウェーバー）  

12. 社会学の<ﾃﾞｻﾞｲﾝと方法>への旅②役割理論とシンボリック・インタラクショニズム（G・H・ミード、E・ゴフマン）、現象学的社会

学とエスノメソドロジー（E・フッサール、A・シュッツ、H・ガーフィンケル） 

13. 社会学の<ﾃﾞｻﾞｲﾝと方法>への旅③大衆社会論（E・フロム、D・リースマン）、新しい社会運動論 

14. 野生の社会デザイン（学）再考：「知の回遊」からソーシャルイノベーションへーデザインをデザインし直すデザイン思考 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，授業の終わりに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業と討議への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アリス・ローソーン、2013、『HELLO WORLD 「デザイン」が私たちに必要な理由』、フィルムアート社 (ISBN:9784845913091) 
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2. シンシア・スミス編、2015、『世界を変えるデザイン 2 スラムに学ぶ生活空間のイノベーション』、英治出版 

(ISBN:9784862761705) 

3. アンドリュー・シー、2013、『グラフィックデザインで世界を変える』、ビー・エヌ・エヌ新社 (ISBN:9784861008542) 

4. リンダ・グラットン、2012、『ワーク・シフト 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図＜2025＞』、プレジデント社 

(ISBN:9784833420167) 

 

参考文献（Readings） 

1. レスリー・Ｒ・クラッチフィールド、2012、『世界を変える偉大なＮＰＯの条件ー圧倒的な影響力を発揮している組織が实践する 6

つの原則』、ダイヤモンド社 (ISBN:9784478007280) 

2. ロバート・Ｄ・パットナム、2006、『孤独なボウリングー米国コミュニティの崩壊と再生』、柏書房 (ISBN:9784760129034) 

3. ロバート・Ｄ・パットナム、2017、『われらの子どもー米国における機会格差の拡大』、創元社 (ISBN:9784422360010) 

4. アラン・トゥレーヌ、2011、『声とまなざしー新装・社会運動の社会学』、新泉社 (ISBN:9784787710215) 

授業の性格上多岐にわたるため，他は授業内および毎回の準備学習指示時に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

関連する公開講演会、研究会、自主ゼミ等について、授業で随時紹介する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM107／社会デザイン学特殊研究７ 

(Special Study:Social Design 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（２１世紀社会デザインと市民知） 

担当者名 

（Instructor） 
萩原 なつ子(HAGIWARA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習では「市民知」の基盤となる「生活知」「経験知」とは何かについて考察するとともに，市民の自発的な調査研究活動が市

民的専門性や市民のエンパワーメント，地域のエンパワーメントとどのように関わっているのかについて，具体的な事例を通して

検証する。また，科学コミュニケーション論の理論を通して，市民の科学技術リテラシーの在り方についても考える。 

 

In the exercises, we will consider what "life knowledge" and "empirical intelligence" are as the basis for "civic knowledge", and 

study how citizen's voluntary research activities are related to civil expertise, citizen empowerment, and community 

empowerment through specific case studies. In addition, through the theory of science communication theory, we will consider 

approaches to citizen's science and technology literacy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

21 世紀社会を方向づける重要な概念として「地方分権」「市民自治」「市民参加」「協働」をあげることができる。その際，市民の意

思決定過程への責任ある参画と社会的合意形成の場の設計が求められるが，ここで必要とされる「知」が「市民知」である。筆者

は調査研究を通して「市民知」を「地域社会における意思決定を行うための判断基準，すなわち社会的な合意形成を図るための

知識や能力であり，地域社会の生活の中で経験的に培われた生活知を基盤に，専門的な知識を融合し，新たに生み出された知」

と定義している。授業では，主に市民的専門性とは何か，科学コミュニケーションとは何かについて学ぶ。授業は教員とゲスト・ス

ピーカーの講義と報告を中心に進める。 

 

We can mention "decentralization", "civic autonomy", "citizen participation", and "collaboration" as important concepts to direct 

21st century society. In this case, responsible participation in the decision-making process of citizens and the design of platforms 

for social consensus-building are required, thus the "knowledge" required here is "civic knowledge". The author, through research, 

defines "civic knowledge" as "a criterion for decision-making in the community, that is, knowledge and ability for social 

consensus-building, which is newly created knowledge based on the empirical knowledge of living life in communities fused with 

specialized knowledge. In the course, students will learn about the meanings of civic specialism and science communication. The 

course will focus on lectures and reports by faculty and guest speakers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 市民研究活動と市民参加 

  （１）市民研究活動の位置づけ 

  （２）市民参加の類型と日本における市民参加の経緯 

3. 市民研究活動事例の検討 

  （１）トヨタ財団「市民研究コンクール，身近な環境を見つめよう」（1979～1997） 

  （２）プログラム誕生の社会的背景と概要 

  （３）助成対象チームの概要 

4. 市民研究活動と市民，地域のエンパワーメント 

  （１）エンパワーメントの相互作用 

  （２）市民研究活動と「市民知」の形成 

  （３）科学コミュニケーションと「市民知」の関係 

5. 「市民知」とは何か 

6. 「市民知」における生活知，経験知の位置づけ 

7. 「市民知」と科学コミュニケーション論の関わり 

8. 科学コミュニケーションの歴史 

9. 科学コミュニケーション論 （１） 

10. 科学コミュニケーション論 （２） 

11. 市民参加と科学コミュニケーション （１） 

12. 市民参加と科学コミュニケーション （２） 

13. 科学と社会の相互作用 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加のうえでの積極的な発言 ・ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 萩原なつ子、2009、『「市民力による知の創造と発展」』、東信堂 

2. 高木仁三郎、1999、『市民の科学をめざして』、青土社 

3. 北海道大学 CoST、2007、『はじめよう！科学技術コミュニケーション』、ナカニシヤ出版 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM114／社会デザイン学特殊研究１４ 

(Special Study:Social Design 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会デザイン学の可能性） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀に入り、環境や地域紛争など前世紀からの課題に加えて、新しい形の貧困や社会的排除（social exclusion)が大きな課題

となっている。その解決のため、政府行政・民間企業・NGO/NPO 等の組織はそれぞれどのような役割を担えるのか。また、近年、

重視されることの多いセクターの垣根を越えた「協働」は、どこまでの有効性と可能性を期待できるのか。いずれにしても、その際、

従来の発想と方法論を超え、社会の仕組みや人々の参画の仕方を変革し具体的に实現していくことが必要になってくる。そのよ

うな思考と实践を「社会デザイン」と呼びたい。 

この科目は、本研究科が一貫して追究し続けてきた社会デザイン（学）に関し、その思想的含意から实践的な社会技術としてのあ

りように至るまで、分野・領域横断的に明示することで、まずはその見取り図を描いていこうとするものである。それにより、社会デ

ザイン（学）の可能性を受講者とともに切り拓くことを目指したい。授業の目標の大きさにふさわしく、教員陣総出で取り組む科目

となる。 

 

As we enter the 21st century, new forms of poverty and social exclusion have become major issues in addition to the issues from 

the last century such as the environment and regional conflicts. What kind of role can each organization such as government, 

private enterprises, and NGOs/NPOs take to solve these problems? Also, what kind of effectiveness and potential can be 

expected from "collaboration" that crosses the boundaries of sectors that is often emphasized in recent years? In any case, it will 

be necessary to go beyond conventional ideas and methodologies and reform and specifically realize social mechanisms and ways 

for people to participate. I would like to call such thinking and practice "social design". 

This course attempts to draw a sketch of social design (studies) that the Graduate School has consistently pursued by presenting 

the philosophical and academic implications across fields and disciplines. In this way, we aim to open up the possibilities of social 

design (studies) together with the students. The subject will be tackled by all faculty with effort appropriate for the size of its aims. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本研究科教員によるオムニバス講義形式で、中森助教が全体のファシリテーターとなって進める。初回に本科目の狙い、本研究

科における社会デザイン（学）の意味について紹介する。次回以降、当該回講師によるプレゼンテーションと質疑を行い、ふりか

えりと次回へつなぐ課題、準備学習の提示で締めくくる。 

 各回で扱われるテーマは、社会デザイン(学)とは何か、その思想的背景と意味、組織・ネットワーク・マネジメント、コミュニティデ

ザイン、危機管理、NGO/NPO、平和（学）、国際関係、CSR、社会貢献、ソーシャルビジネス・コミュニティビジネス・社会的企業、

社会的排除と包摂、アートと社会デザイン（インクルーシブデザイン）、社会調査等多岐にわたり、対象となる事業や活動の範囲・

分野も多様なものとなる。 

 本科目は研究科で学ぶ院生のための社会デザイン（学）案内であり、個別具体的な研究分野とテーマを選択していく際の導入

科目である。それと同時に、本科目は社会デザインを考えるためにいかに多様で具体的な分析資料（データ）を加えていくのかを

検討する科目としても重要な意味をもつ。以上、本科目は、今後の研究活動のなかで社会デザイン(学)の可能性をどのように拓

いていくのか、その方法論をともに考え抜く契機を提供するための内容で計画されている。 

 

Assistant Professor Nakamori will be the overall facilitator for the omnibus lectures given by the department's faculty members. In 

the first class, the aims of the subject and the meaning of social design (studies) in the Graduate School are introduced. From the 

next class, the lecturer in charge will give a presentation and ask questions, and conclude with a presentation on reflections and 

issues and preparation learning for the next class. 

 Each class will cover a wide range of themes such as: What is social design (studies)?, its philosophical background and meaning, 

organization/network management, community design, crisis management, NGOs/NPOs, peace (studies), international relations, 

CSR, social contribution, social business, community business, social enterprises, social exclusion and inclusion, art and social 

design (inclusive design), and social research, and the scope and fields of target businesses and activities will also be diverse. 

 This course is social design (studies) guidance for graduate students studying at the Graduate School, and is an introductory 

course for selecting specific individual research fields and themes. At the same time, this course also has an important meaning of 

considering how to add as many various specific analysis materials (data) as possible to think about social design. As described 

above, this course is planned to provide an opportunity to consider how to open up the possibilities of social design (studies) in 

future research activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. はじめに 

2. グローバルリスクガバナンスと社会デザイン学 1 

3. コミュニティデザイン学と社会デザイン学 1 

4. 社会組織理論と社会デザイン学 1 

5. グローバルリスクガバナンスと社会デザイン学 2 

6. コミュニティデザイン学と社会デザイン学 2 

7. 社会組織理論と社会デザイン学 2 

8. グローバルリスクガバナンスと社会デザイン学 3 

9. コミュニティデザイン学と社会デザイン学 3 

10. 社会組織理論と社会デザイン学 3 

11. グローバルリスクガバナンスと社会デザイン学 4 

12. コミュニティデザイン学と社会デザイン学 4 

13. 社会組織理論と社会デザイン学 4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、授業の終わりに指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業時の質疑への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

使用しない。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM115／社会デザイン学特殊研究１５ 

(Special Study:Social Design 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（宗教と社会デザイン） 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を通して、宗教と社会・個人にかかわる基礎的な知識

や思考力・読解力を身につけること。（２）ウェーバーの思想を「社会デザイン」に結合するべく、フロムやフランクル、西田幾多郎

の文章を読み、それらについて実観的な説明・批評ができるようになること。（３）上記の二点をふまえ、学生自身が主体的に説得

力のある意見を述べる技能を身につけること。 

 

(1) To acquire basic knowledge, thinking and reading skills related to religion, society and individuals through Max Weber's "The 

Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism". (2) In order to combine Weber's ideas with "social design", read the texts of Fromm, 

Frankl and Kitaro Nishida and become able to objectively explain and critique them. (3) Based on the above two points, students 

should acquire the skills to express their opinions independently and persuasively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

いわゆる「宗教」が、社会とどのように関わっているのか。講義全体は、ガイダンスをのぞき、おおまかに前半と後半に分かれる。

前半は、宗教と社会について考える上で必須と言えるウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』に関する解説

書を通して、やや難解な文章の読解方法を学びつつ、単一テーマについて複数の文献を重ね合わせながら読む手法も学ぶ。後

半は、そのつながりから、フロム、フランクルの文章を読み、宗教を通した個人と社会のあり方について考える。 

学生は、事前に指定の文章を読み、授業内で講師による解説を聞いて質疑・討議を行い、授業後に簡単なコメントを書く。そのコ

メントを次回の授業でフィードバックし、参加者全員で共有することで、授業を、循環する複方向型の「対話の場」、「知的探求の共

同体」としたい。 

 

How is so-called "religion" related to society? The whole course will be divided into the first half and the second half roughly 

except for the guidance. In the first half, students will learn the method of reading multiple sources on a single subject while 

learning how to read somewhat difficult text through the explanatory book on Weber's "The Protestant Ethic and the Spirit of 

Capitalism" which can be said to be essential in thinking about religion and society. In the second half, leading on from this, 

students will read the texts of Fromm and Frankl, and think about the ideal state of individuals and society through religion. 

Students must read the designated texts in advance, listen to the commentary by the lecturer in the classes, ask questions and 

dialogueue, and write brief comments after the classes. By feeding back the comments in the next class and sharing them with all 

the participants, we hope to make the class a multi-directional and circulatory "place of dialogue" and "community of intellectual 

inquiry". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス「関係の絶対性」 

2. 見田宗介『社会学入門』１ 魔（呪術・魅力）のない世界。ウェーバーへ。 

3. 大塚久雄『社会科学における人間』資本主義の精神 

4. 大塚久雄『社会科学における人間』プロテスタンティズムの倫理 

5. 仲正昌樹『マックス・ウェーバーを読む』／宗教的個人と社会的労働 

6. 仲正昌樹『マックス・ウェーバーを読む』／神の摂理と資本の蓄積 

7. 山之内靖『マックス・ヴェーバー入門』／非合理性による合理性 

8. 山之内靖『マックス・ヴェーバー入門』／不連続性と意図せざる結果 

9. 安田一郎『フロム』／自由からの逃走、権威主義とナチズム 

10. 安田一郎『フロム』／パーソナリティと権威/人道主義的宗教 

11. フランクル『夜と霧』／絶望との戦い 

12. フランクル『夜と霧』／不正をする権利 

13. 西田幾多郎 『善の研究』／宗教的要求とその本質 

14. 西田幾多郎 『善の研究』／「知と愛」「我が子の死」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／指定した文章を読んでおき、自らの興味・疑問を整理しておく。 
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復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋実観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のコメント(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

参考文献（Readings） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM116／社会デザイン学特殊研究１６ 

(Special Study:Social Design 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（場づくりファシリテーション实践論） 

担当者名 

（Instructor） 
中野 民夫(NAKANO TAMIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

8/2（金）～8/4（日）清里 

6/8（土）17:10～18:50（事前授業:DB01,DB02 教审） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人々が集い、話し合い、学び合い、共創し、協働する場を、いきいきとした实り多いものにするために、参加型場づくりの技法「ファ

シリテーション」の基礎を集中的に体験を通して学び、各自の現場に応用できるようになる。 

 

In order to make places where people gather, talk, learn, co-create and work together lively and fruitful, students will intensively 

learn the basics of the participatory workplace creation technique "facilitation" through experience, and will be able to apply this 

technique to their own workplaces. 

 

授業の内容（Course Contents） 

６月８日のオリエンテーション・顔合わせの後は、清里高原での三日間の集中合宿で行う。初日は自然を体験しつつ相互理解を

深める。2 日目は、早朝から身心を調え、午前は共通の課題でワークショップを体験し、午後にふりかえりからファシリテーション

の基礎スキルを学ぶ。夕方から各自の創りたい場を想定しミニワークを企画。3日目に全員がミニワークをファシリテートし、フィー

ドバックから学び合う。全体を通して、参加体験型の实習形式で行う。 

 

After the orientation and meeting on June 8, we will run a three-day intensive training camp at Kiyosato Kogen. On the first day, 

students will deepen their mutual understanding while experiencing nature. On the second day, students will get up early in the 

morning for refreshment of mind and body, experience a workshop on a common task in the morning, and learn the basic skills of 

facilitation from reflection in the afternoon. We are planning a "mini-work" assuming the places that students want to create from 

the evening. On the third day, everyone will facilitate the "mini-work" and learn from the feedback. Students will conduct 

participatory experience type training throughout the camp. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教审で、オリエンテーション授業。概要説明と受講生の顔合わせ。合宿の詳細と宿題の説明や担当の分担など。 

2. 合宿で、初日はオリエンテーションと導入。チェックイン。（以下は合宿） 

3. 屋内外で、調身・調息・調心のワークで身心を調え、自然を体験する活動など。 

4. 小グループで、自然体験活動のふりかえりやお互いの現場の分かち合い。 

5. 2 日目午前、共通のテーマでワークショップ体験。導入ワークの後、相互インタビューなど。 

6. 対話促進ツール「えんたくん」を活用したワールドカフェなど対話のワークショップ。 

7. 2 日目午後、ファシリテーションの基礎スキル：場づくり、グループサイズ、問いなど 

8. ファシリテーションのプログラムデザインについて 

9. 自分の創りたい場を想定し、ミニワークショップを企画・プログラムデザインする。 

10. 各自の企画を相互にシェアし、フィードバックから深め合う。 

11. 3 日目、ファシリテーター实習１ 

12. ファシリテーター实習２ 

13. ファシリテーター实習３ 

14. 全体のふりかえりとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

オリエンテーションと合宿の間に、自分の創りたい場についての宿題を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/ファシリテーター实習の自己評価(10%)/ファシリテーター实習の他己評価(10%)/全プロセスへの

積極的な参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中野民夫、2017、『学び合う場のつくり方』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 
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1. 中野民夫、2014、『みんなの楽しい修行』、春秋社 

2. 中野民夫、2001、『ワークショップ』、岩波書店 

3. 中野民夫・川嶋直、2018、『えんたくん革命』、みくに出版 

4. 中野民夫・森雅浩・鈴木まり子・冨岡武・大枝奈美、2009、『ファシリテーション 实践から学ぶスキルとこころ』、岩波書店 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

一昨年まで「ライフサイクル論」として 10 年ほど屋久島での集中合宿でやっていた授業の後継授業として、昨年度から、より「ファ

シリテーション」にフォーカスし、清里高原での新たな集中授業として始まったもの。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM118／社会デザイン学特殊研究１８ 

(Special Study:Social Design 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（論文作成法Ｉ） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、論文作成の基本的なプロセスを理解するとともに、優良な論文を作成する基礎を習得することを目指します。 

 

The aims of the course are for students to understand the basic process of writing a dissertation and to acquire the basics of 

producing a good dissertation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生一人一人のレポート・論文作成歴を前提に、修士論文・研究報告等の執筆の基礎となる基本技能を習得してもらうために、

实習形式で授業を行います。特に本授業では、「研究の背景」や「先行研究の検討」、「研究の方法」といった部分の書き方を重点

的に解説し、その都度、实習形式で確認します。また、論文を執筆する際に欠かせない資料となる、先行研究を検索・収集する練

習も行います。なお、講義の計画・内容は受講生の希望等に沿って若干変更することもあります。 

 

Based on each student's report and dissertation writing background, in order to have them acquire the basic skills that are the 

basis of writing a master's thesis or research report, etc., classes will take a practical training format. Especially in this course, we 

will focus on explaining how to write sections such as "Research Background", "Consideration of Previous Research", and 

"Research Methods", and confirm these topics in the practical training format each time. In addition, students will also practice 

searching for and collecting prior research, which is an essential resource for writing a dissertation. Note that the plans and 

content of the course may be slightly changed depending on the students' wishes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（ガイダンス・受講者各位の研究課題の紹介） 

2. 論文とは何か 

3. 学術論文の構成 

4. 实習① （各自が選出した論文の分析） 

5. 研究の背景の書き方 

6. 实習②（研究の背景となる資料検索・収集） 

7. 論文における先行研究の重要性 

8. 先行研究の探索方法（日本語文献・海外文献） 

9. 实習③ （データベースによる先行研究の検索） 

10. 先行研究をまとめ方、および論文における引用・参照の方法 

11. 实習④ （検索した先行研究のレビューを作成） 

12. 研究の方法の設計と執筆 

13. 結果の執筆と、分析・考察 

14. 成果発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自が関心のある学術書や論文を読むことで、本授業で得た知識を確認すると良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(20%)/発表内容(40%)/授業内で指示した提出物(40%) 

平常点は講義時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に適宜紹介する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM119／社会デザイン学特殊研究１８ 

(Special Study:Social Design 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（論文作成法Ｉ） 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 栄(KIKUCHI SAKAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文作成に必要な基礎的な技術を習得しながら、修士論文・研究報告書等の完成に向けて研究課題を深く掘り下げ、「粘り強く

考えるプロセス」と「書く力」を身につけていくことを目指す。 

 

While mastering the basic techniques necessary for writing a dissertation, students will delve deeper into research subjects 

toward completion of a master's thesis or research report, etc., with the aim of acquiring the "process of thinking persistently" 

and the "ability to write". 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文・研究報告書等の執筆に必要な基本的な技術を具体的に学ぶ。また实習形式の授業法を取り入れ、一人ひとりの研究

報告をもとに、受講生同士の議論を深め、自らの課題に引き寄せた分析方法を習得する。授業内容は受講生の人数や希望等に

沿って若干変更する可能性があります。 

 

Students will specifically learn the basic skills required to write a master's thesis or research report, etc. In addition, practical 

training type classes will be adopted to deepen the discussion among the students and learn analysis methods raised by students' 

topics based on each individual's research report. The course content may change slightly depending on the number of students 

and their wishes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 論文作成のすすめかた 

2. 論文の形式 論文の目的とキーワード 

3. 論文の構成（1）研究目的、タイトル、研究方法の選択 

4. 研究報告（1） 

5. 文献資料の収集と分析 図書館情報検索講習 

6. 論文の構成（2）リサーチクエスチョンと分析方法 

7. 研究報告（2） 

8. 研究報告（3） 

9. 研究報告（4） 

10. 研究報告（5） 

11. 引用文・文献・注釈の表記法 

12. 論文執筆 思考の組み立て方と文章表現 

13. 研究調査法 データ収集と質的調査法 

14. 発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

論文作成法に関する関連資料および 21 世紀社会デザイン研究紀要等に発表された論文を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、リアクションペーパー、発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 井下千以子、2014、『思考を鍛えるレポート・論文作成法』、慶應義塾大学出版会 

2. 岩崎美紀子、2008、『知』の方法論、岩波書店 

3. 立教大学大学教育開発・支援センター. 2012. MASTER of WRITING. 立教大学大学教育開発・支援センター 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM120／社会デザイン学特殊研究２０ 

(Special Study:Social Design 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（論文作成法ＩＩ） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、論文作成の基本的なプロセスを理解するとともに、優良な論文を作成する基礎を習得することを目指します。 

 

The aims of the course are for students to understand the basic process of writing a dissertation and to acquire the basics of 

producing a good dissertation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生一人一人のレポート・論文作成歴を前提に、修士論文・研究報告等の執筆の基礎となる基本技能を習得してもらうために、

实習形式で授業を行います。特に本授業では、データの記述やそれに基づく分析・考察、注の書き方など、論文の完成に至るま

での過程をフォローします。また、論文を執筆する際に欠かせない資料となる、先行研究を検索・収集する練習も行います。なお、

講義の計画・内容は受講生の希望等に沿って若干変更することもあります。 

 

Based on each student's report and dissertation writing background, in order to have them acquire the basic skills that are the 

basis of writing a master's thesis or research report, etc., classes will take a practical training format. Especially in this course, we 

will follow the process leading to the completion of a dissertation, such as data description and the analysis and consideration 

based on it, and note writing. In addition, students will also practice searching for and collecting prior research, which is an 

essential resource for writing a dissertation. Note that the plans and content of the course may be slightly changed depending on 

the students' wishes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（ガイダンス・受講者各位の研究課題の紹介） 

2. 学術論文の構成 

3. 实習① （各自が選出した論文の分析・紹介） 

4. 論文にとってのオリジナリティとは何か 

5. 論文における先行研究の用い方 

6. 实習② （データベースによる先行研究の検索） 

7. 实習③ （先行研究のレビュー） 

8. 研究方法の設定 

9. 中間発表 

10. データの記述・分析・考察 

11. 研究成果の意義のまとめ方 

12. 脚注・謝辞・付記等の書き方 

13. 实習④ （授業で得た知識を用いたレポートの作成） 

14. 成果発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自が関心のある学術書や論文を読むことで、本授業で得た知識を確認すると良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(20%)/発表内容(40%)/授業内で指示した提出物(40%) 

平常点は講義時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に適宜紹介する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM121／社会デザイン学特殊研究２０ 

(Special Study:Social Design 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（論文作成法ＩＩ） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、論文作成の基本的なプロセスを理解するとともに、優良な論文を作成する基礎を習得することを目指します。 

 

The aims of the course are for students to understand the basic process of writing a dissertation and to acquire the basics of 

producing a good dissertation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生一人一人のレポート・論文作成歴を前提に、修士論文・研究報告等の執筆の基礎となる基本技能を習得してもらうために、

实習形式で授業を行います。特に本授業では、データの記述やそれに基づく分析・考察、注の書き方など、論文の完成に至るま

での過程をフォローします。また、論文を執筆する際に欠かせない資料となる、先行研究を検索・収集する練習も行います。なお、

講義の計画・内容は受講生の希望等に沿って若干変更することもあります。 

 

Based on each student's report and dissertation writing background, in order to have them acquire the basic skills that are the 

basis of writing a master's thesis or research report, etc., classes will take a practical training format. Especially in this course, we 

will follow the process leading to the completion of a dissertation, such as data description and the analysis and consideration 

based on it, and note writing. In addition, students will also practice searching for and collecting prior research, which is an 

essential resource for writing a dissertation. Note that the plans and content of the course may be slightly changed depending on 

the students' wishes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（ガイダンス・受講者各位の研究課題の紹介） 

2. 学術論文の構成 

3. 实習① （各自が選出した論文の分析・紹介） 

4. 論文にとってのオリジナリティとは何か 

5. 論文における先行研究の用い方 

6. 实習② （データベースによる先行研究の検索） 

7. 实習③ （先行研究のレビュー） 

8. 研究方法の設定 

9. 中間発表 

10. データの記述・分析・考察 

11. 研究成果の意義のまとめ方 

12. 脚注・謝辞・付記等の書き方 

13. 实習④ （授業で得た知識を用いたレポートの作成） 

14. 成果発表とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自が関心のある学術書や論文を読むことで、本授業で得た知識を確認すると良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(20%)/発表内容(40%)/授業内で指示した提出物(40%) 

平常点は講義時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に適宜紹介する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM125／社会デザイン学特殊研究２５ 

(Special Study:Social Design 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オーラルヒストリーの課題と方法 

担当者名 

（Instructor） 

御厨 貴(MIKURIYA TAKASHI) 

中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
8/1（木）・8/2（金）2～6 時限，8/5（月）2～5 時限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーラル・ヒストリーとデジタル・アーカイブの研究の広範な諸領域と関わる主題群のなかからテーマを選択・設定し，教員との討

議の下に、当該研究の課題と方法の追究、さらには研究拠点形成へ向けて实践的成果をまとめられるようにすることを目的とす

る。 

 

The aim is that students will select and set a theme from a wide range of areas of oral history and digital archive research and 

related topics, and after discussion with faculty members, investigate the topic and method of the research, and put together 

practical results toward forming a research base. 

 

授業の内容（Course Contents） 

オーラル・ヒストリーは、意思決定過程を分析する研究手法として政治学(政治家や官僚など)や経営学(企業経営者)の分野にお

いて、1990 年代以降实践され、それまでブラックボックスとなってきた政府や企業の实態を明らかにする上で大きな成果をあげて

きている。しかしそれは性質上、聞き手と語り手の相互作用によって強く規定されるものであるために、その方法は聞き手の個人

技とされ、普及が立ち後れてきた。このような状況を打破すべく本科目では、講義（報告）と討議という研究会方式のカリキュラム

構成によって、基礎の習得と实践を通して、「オーラル・ヒストリー＆デジタル・アーカイブ」研究拠点形成のための課題と方法を解

明することをめざしたい。 

 

Oral history has been practiced since the 1990s in the fields of political science (politicians, bureaucrats, etc.) and business 

administration (business managers) as a research method for analyzing decision-making processes, and has made great 

achievements in clarifying the actual situation of governments and companies that had been a "black box" until then. However, 

since oral history is characterized as being strongly defined by the interaction between the listener and the storyteller, its method 

has been regarded as the individual skill of the listener, and its spread has been delayed. In order to overcome this situation, in this 

course, the curriculum is composed of lectures (reporting) and discussions in a study group method, and the aim is to clarify the 

issues and methods for the formation of an "Oral History & Digital Archive" research base through basic learning and practice. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションーオーラル・ヒストリーとは何か？ 

2. オーラル・ヒストリーの現代史的意味 

3. オーラル・ヒストリーのメソッド 1：インタビューの技術 

4. オーラル・ヒストリーのメソッド 2：記録の技法(トランスクリプション)、作品化の技術 

5. デジタル・アーカイブ―可能性と課題 

6. オーラル・ヒストリーの活用法 1 

7. オーラル・ヒストリーの活用法 2 

8. オーラル・ヒストリーの活用法 3 

9. 研究事例報告 1 

10. 研究事例報告 2 

11. オーラル・ヒストリー＆デジタル・アーカイブ研究拠点形成へ向けての課題と方法 1 

12. オーラル・ヒストリー＆デジタル・アーカイブ研究拠点形成へ向けての課題と方法 2 

13. オーラル・ヒストリー＆デジタル・アーカイブ研究拠点形成へ向けての課題と方法 3 

14. 当面のまとめと今後へ向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの提出(50%)/授業内での報告レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 御厨貴、2007、『オーラル・ヒストリー入門』、岩波書店 (ISBN:4000280465) 

2. 御厨貴、2002、『オーラル・ヒストリー』、中公新書 (ISBN:412101636X) 

多数あるため、他は授業内で随時紹介する 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM203／社会組織理論演習３ 

(Practical Application:Social Organization 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会的人間存在論） 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本において｢人間｣を社会的存在として考察するときの基礎を､ 和辻哲郎に学ぶ。具体的な目標は、(1)和辻の考えを実観

的に説明・批評ができるようになること。(2)それを踏まえて、自らの問題意識に合った「自らの考え」を作り出し、説得力をもって表

現できるようになること。  

 

Students will learn the basics of considering "Nin-gen(humans)" as social beings in contemporary Japan from Tetsuro Watsuji. 

The specific goals are, (1) To become able to objectively explain and criticize the ideas of Watsuji (2) Based on this, to become 

able to create "one's own ideas" in line with one's own problem awareness and become able to express them with persuasiveness. 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たち人間は､ なんらかの｢しくみ｣(社会・組織)のなかで生きている｡たとえそれが､政治的・経済的・生態的・宗教的という､どの

ような｢しくみ｣であったとしても､個人は､その中での関わり(間柄)によって生きていくしかない｡和辻によれば、人間とは、社会であ

るとともにまた個人であり､｢世の中｣〔世間〕であるとともに「人」である｡では､個人でもあり社会でもある私たち｢人間｣は､その｢人

間｣であることをどう考えればよいのか｡和辻の著作の中でも、独りで読むには比較的むずかしい『人間の学としての倫理学』をと

りあげ､ 一緒に理解を深めながら“哲学的”な思考力を養っていく。 

 学生は、事前に指定の文章を読み、授業内で講師による（可能なかぎりやさしい）解説を聞いて質疑・討議を行い、授業後に簡

単なコメントを書く。そのコメントを次回の授業でフィードバックし、参加者全員で共有することで、授業を、循環する複方向型の「対

話の場」、「知的探求の共同体」としたい。 

 

We humans live in some kind of “mechanism” (society and organization). Whatever kind of “mechanism” we consider, such as 

political, economic, ecological or religious, individuals have no choice but to live through their relationships within these 

mechanisms. According to Watsuji, a “Nin-gen(human being)” is both a society and an individual, and is a "Yononaka(World)" as 

well as a "Hito(person)". If so, how should we think as "Nin-gen" who are both individuals and societies. We will read Watsuji's 

book "Nin-gen no gaku toshiteno Rinrigaku(Ethics As the Study of Man)" which is relatively difficult to read on one's own even 

among the writings of Watsuji and cultivate "philosophical" thinking while deepening understanding together. 

 Students must read the designated text in advance, listen to the (simple as possible) commentary by the lecturer in the classes, 

ask questions and dialogue, and write brief comments after the classes. By feeding back the comments in the next class and 

sharing them with all the participants, we hope to make the class a multi-directional and circulatory "place of dialogue" and 

"community of intellectual inquiry". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「倫・理」 

3. 「人・間」 

4. 「世間」あるいは「世の中」 

5. 「存在」 

6. 人間の学としての倫理学の構想 

7. アリストテレスのポリティケー（１） 

8. アリストテレスのポリティケー（２） 

9. カントのアントロポロギー（１） 

10. カントのアントロポロギー（２） 

11. 人間の問い（１） 

12. 人間の問い（２） 

13. 学としての目標（１） 

14. 学としての目標（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／指定した文章を読んでおき、自らの興味・疑問を整理しておく。 
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復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋実観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のコメント(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 和辻哲郎、2007、『人間の学としての倫理学』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

授業内で別途指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM204／社会組織理論演習４ 

(Practical Application:Social Organization 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（対話を重ねて構築するパブリック） 

担当者名 

（Instructor） 
亀井 善太郎(KAMEI ZENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会課題を巡ってはさまざまな見方が社会に存在しているが、すべてのステークホルダーから見た真の課題認識とその解決はき

わめて困難なのが現代の实情だ。 

しばしば「対話」の重要性が説かれるが、私たちは「対話」の本当の意味を理解しているだろうか。そして、その意味を我が身のも

のとして日々实践できているだろうか。日本人は対話を重ねるのが苦手だというが本当だろうか。対話と議論の違いは具体的に

なんだろうか。 

「対話」をテーマとした古今東西のテキストを題材に、实際に「対話」を体験することを通じて、現代の社会課題に向き合うために

不可欠な「対話」とは何か、その本質を探り、身体感覚としての「対話」を自分のものにするプロセスを経ることを目的とする。 

 

There are various views regarding social issues in society, but it is the reality of today that it is extremely difficult to realize the 

real issues and solutions from the perspective of all stakeholders. 

Although the importance of "dialog" is often described, do we understand the true meaning of "dialog"? And can we practice that 

meaning in our own everyday lives? It is true that Japanese people are not good at building up dialogs? What is the difference 

between dialog and discussion specifically? 

Based on texts from all times and places on the theme of "dialog" as the subject, the aim of the course is to ask what is the 

essential "dialog" to face contemporary social problems by actually experiencing "dialog", search for the essence, and go through 

the process of making "dialog" one's own via the physical senses. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「対話」をめぐる古今東西のテキストを一緒に読みながら、対話に求められること、対話の本質等を明らかにする。なにより、「対

話」は、ある種の身体感覚を伴うものであり、自ら体験するしかない。 

また、「対話」を通じた社会課題解決事例についても学ぶ機会を設け、現代社会における課題の本質を明らかにすると共に、「対

話」をもって臨む社会課題への向き合い方についても考えていきたい。 

 

While reading texts on "dialog" from all times and places together, we will clarify what is required for dialog and the essence of 

dialog, etc. Above all, "dialog" involves some kind of physical sensation, and you have to experience it for yourself. 

In addition, we would like to provide opportunities to learn about social problem solution cases through "dialog", clarify the 

essence of the problems in modern society, and think about how to deal with social issues through "dialog". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論（いまなぜ「対話」が求められているのか、小さくなる社会と分断・・・） 

2. 考えること、感じること（小林秀雄『美を求める心』から） 

3. 対話とは何か（猪木武徳『自由をめぐる思想史』から） 

4. 対話とは何か（猪木武徳『自由をめぐる思想史』から） 

5. 対話のエッセンス、作法等（モンテーニュ『エセー』から） 

6. よく「聴く」ことを考える（鷲田清一『「聴く」ことの力』から） 

7. よく「聴く」ことを考える（鷲田清一『「聴く」ことの力』から） 

8. 日本における対話の源泉（宮本常一｢忘れられた日本人』から） 

9. コミュニケーションとは（デヴィッド・ボーム『ダイアローグ: 対立から共生へ、議論から対話へ』） 

10. 対話とは（デヴィッド・ボーム『ダイアローグ: 対立から共生へ、議論から対話へ』） 

11. 自己との対話、考え続けることの意味（映画『ハンナ・アーレント』、アーレントの著作から） 

12. 新しく見えてきた社会課題と対話の实践（資生堂における動物实験廃止の事例から） 

13. 対話とは何だろうか①、対話を社会課題の解決に活かすとはどういうことだろう 

14. 対話とは何だろうか②、対話を社会課題の解決に活かすとはどういうことだろう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。対話で用いるテキスト（上記文献の抜粋、各回 20～30 ページ程度）は PDFファイルの形で Blackboardにアッ

プする。 
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文献・テキストについては、対話において積極的に発言できるよう、事前に熟読しておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業・演習における発表や他の発言者への貢献等(100%) 

３／４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業計画のとおり。 

 

参考文献（Readings） 

採り上げる文献は上記授業計画にあるものを予定している。小林秀雄『美を求める心』、猪木武徳『自由の思想史』、鷲田清一

『聴くことの力』、モンテーニュ『エセー』、宮本常一『忘れられた日本人』、デヴィッド・ボーム『ダイアローグ: 対立から共生へ、議論

から対話へ』、ハンナ・アーレントを扱った映画等を採り上げる。対話の材料とするテキストについては、事前に Blackboard にアッ

プする。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM206／社会組織理論演習６ 

(Practical Application:Social Organization 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（非営利法人制度論） 

担当者名 

（Instructor） 
若林 朊子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

いまや、よりよい社会の实現に、非営利・市民セクターの働きは不可欠である。本演習では、非営利法人のなかで、特に公益法

人と特定非営利活動法人（NPO 法人）にかかわる制度（法制、税制等）を把握し、实際に自ら非営利法人を運用したり、支援した

りできるレベルまで理解を深めることを目標とする。 

 

The work of the nonprofit and civic sectors is now essential to the realization of a better society. In this course, the aim is that 

students will understand the systems (legal system, taxation system, etc.) related to public interest corporations and specified 

nonprofit corporations (NPO corporation) in particular among NGOs and will deepen their understanding to the level where they 

could actually operate or support a nonprofit corporation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは、制度（法律、税制）の詳細を把握する。その上で、日本における非営利・市民セクターの概要を俯瞰し、社会において非

営利法人が活躍することの意義と諸課題について理解を深める。多様な非営利法人の創造的な取り組みを学ぶとともに、現場

の課題を理解する。非営利セクターで活躍するゲスト講師を適宜招き、現場の知見と最新情報を得る機会も提供する。 

 

First, students will understand the details of the systems (laws, taxes). Then, we will give an overview of the nonprofit and civic 

sectors in Japan and deepen students' understanding of the significance and issues of nonprofit corporations being active in 

society. Students will learn the creative efforts of various nonprofit corporations and understand the issues in the field. We will 

invite guest instructors who are active in the nonprofit sector as appropriate, and provide opportunities to gain on-the-ground 

insights and updated information. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 非営利セクターの概況、法人の概念、公益・私益・共益・公共とは 

2. NPO 法人制度① 

3. NPO 法人制度② 

4. NPO 法人制度③ 

5. NPO 法人制度④ 

6. ケーススタディ：NPO 法人① 

7. ケーススタディ：NPO 法人② 

8. 非営利法人をめぐって：招聘ゲストとのディスカッション【1】（NPO 法人） 

9. 公益法人制度① 

10. 公益法人制度② 

11. 公益法人制度③ 

12. ケーススタディ：公益法人① 

13. 非営利法人をめぐって：招聘ゲストとのディスカッション【2】（公益法人） 

14. 非営利法人の可能性と課題：ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない（随時紹介する）。 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介する。  
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM208／社会組織理論演習８ 

(Practical Application:Social Organization 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会を眼差すアートの世界） 

担当者名 

（Instructor） 
川口 智子(KAWAGUCHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
春学期(Spring Semester) 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会におけるアートの役割とは、いったい何なのか？ アートの側からの視点をもち、作品の中に表象されていることを読み取る

力を身につけます。 

 

What is the role of art in society? Students will gain a perspective from the side of the art, and acquire the ability to read what is 

represented in the work. 

 

授業の内容（Course Contents） 

舞台作品（記録映像）を鑑賞し、グループごとに分析を行います。 

地域の劇場が取り組む事業について事例をリサーチし、発表を行います。 

上記を踏まえた上で、社会を眼差すアートを想定し、企画を考案し、グループ発表を行います。 

 

Students will appreciate stage works (recording images) and analyze them in each group. 

Students will research and present case studies on the projects that local theaters are working on. 

Based on the above, students will create a plan and make a group presentation, assuming art that looks at society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品➀（舞台作品映像鑑賞） ダムタイプ『S/N』（予定） 

3. 作品➀分析→作品の中で語られていることは何なのか 

4. 作品➀分析→どのように語られているのか 

5. 作品➀分析→彼らはなぜ語るのか 

6. 作品②（舞台作品映像鑑賞） （上映作品は授業内でお伝えします） 

7. 作品②分析→何を語ろうとしているのか 

8. 作品②分析→社会へのリフレクションとして何が求められているのか 

9. 地域の中の劇場の役割を考える➀ 事例紹介 

10. 地域の中の劇場の役割を考える② 事業の検討 

11. 作品③（舞台作品映像鑑賞）  （上映作品は授業内でお伝えします） 

12. 作品③分析 

13. 発表準備：社会を眼差すアートのかたち／具体的な事業を考える 

14. 授業内発表：社会を眼差すアートのかたち 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

期間中、实際に行われている劇場のプログラム等を紹介します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/リアクションペーパー(40%)/最終プレゼンテーション(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は単位習得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 今村仁司、2000、『ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」精読』、岩波書店 (ISBN:4006000316) 

2. ロラン・バルト、1980、『恋愛のディスクール・断章』、みすず書房 (ISBN:1098048218005) 

3. 内山節、2015、『子どもたちの時間』、農文協 (ISBN:9784540141355) 

4. 北原恵、2013、『アジアの女性身体はいかに描かれたか』、青弓社 (ISBN:9784784233523) 

5. 郭宝崑、2000、『花降る日へ』、れんが書房新社 (ISBN:4846202410) 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM215／社会組織理論演習１５ 

(Practical Application:Social Organization 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会調査法Ｉ） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、①社会科学における社会調査の意義を理解する、②量的調査法と質的調査法のそれぞれの特性と方法論を理解

する、③基本的な調査を实施できるようになる、という三点の目標に学生が到達することを目指す。 

 

In this course, the aim is that students will reach the three goals of: 1) Understanding the significance of social research in social 

sciences, 2) Understanding the characteristics and methodology of quantitative and qualitative survey methods, 3) Becoming able 

to carry out basic surveys. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは社会調査の目的および概要について述べ、その歴史と实例を紹介する。そのうえで、質的調査と量的調査の基本的な方

法を解説してゆく。授業は主に講義形式で行うが、適宜、实習の形式も取り入れることで、調査の過程を体感できるよう工夫する。

また、調査倫理やラポール、報告書執筆の際のプライバシーなど、社会調査で問題となりがちな事項についても言及する。なお、

授業内容については、受講者の進度や問題関心に合わせて、変更を加える場合がある。 

 

First, we will describe the purpose and outline of social research, and introduce its history and examples. Then, we will explain the 

basic methods of qualitative and quantitative surveys. Classes will mainly be given in the form of lectures, but as appropriate, will 

incorporate the form of practical training to enable students to experience the process of carrying out surveys. We will also 

discuss issues that are likely to be problematic in social research, such as research ethics, rapport, and privacy when writing 

reports. Note that the course content may be changed in accordance with the students' progress and interest in issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か 

2. 社会調査の概要 

3. 調査票の作成とワーディング 

4. サンプリングと調査票の配布 

5. 調査票の回収とデータ入力 

6. 基本的な集計と図表の作成 

7. 社会調査における統計学 

8. 統計分析の基礎 

9. インタビューの方法 

10. 質的データ分析の基礎 

11. 質的研究の方法① 

12. 質的研究の方法② 

13. 観察とケース・スタディ 

14. 調査倫理と報告書の作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自身の研究において採用するかもしれない調査法については、関連文献を読むなどして、理解をさらに深めておくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(30%)/授業内で提出する課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

平常点は授業時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大谷信介・後藤範章・小松洋・木下栄二、2013、『新・社会調査へのアプローチ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

 

参考文献（Readings） 

講義時に適宜紹介する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM217／社会組織理論演習１７ 

(Practical Application:Social Organization 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会調査法ＩＩ） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、①社会科学における社会調査の意義を理解する、②量的調査法と質的調査法のそれぞれの特性と方法論を理解

する、③基本的な調査を实施できるようになる、という三点の目標に到達することを目指す。 

 

In this course, the aim is that students will reach the three goals of: 1) Understanding the significance of social research in social 

sciences, 2) Understanding the characteristics and methodology of quantitative and qualitative survey methods, 3) Becoming able 

to carry out basic surveys. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、各自が自身の研究課題に応じて、調査の方法を選択し、調査を計画・实施することを想定し、社会調査の手順を解

説してゆく。また、そのために必要となる、質的調査と量的調査の方法論を紹介する。授業では、適宜、实習の形式も取り入れる

ことで、調査の過程を体感できるよう工夫する。その際には、調査倫理やラポール、報告書執筆の際のプライバシーなど、社会調

査で問題となりがちな事項についても言及する。なお、授業内容については、受講者の進度や問題関心に合わせて、変更を加え

る場合がある。 

 

In this course, we explain the procedure of social surveys, assuming that each student will choose a survey method according to 

his/her research subject, and that he/she will plan and implement the survey. We will also introduce the methodologies of 

qualitative and quantitative survey necessary for this. As appropriate, classes will incorporate the form of practical training to 

enable students to experience the process of carrying out surveys. At that time, we will discuss issues that are likely to be 

problematic in social research, such as research ethics, rapport, and privacy when writing reports. Note that the course content 

may be changed in accordance with the students' progress and interest in issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 社会調査の概要 

3. 量的調査の設計 

4. 調査票の作成・配布 

5. データの入力と整理 

6. 基本的な集計と図表の作成 

7. 統計分析の基礎 

8. 回帰分析 

9. 質的調査の設計 

10. インタビューと観察 

11. グラウンデッドセオリー・アプローチ 

12. ライフストーリー研究の基礎 

13. ドキュメント分析 

14. 調査倫理と報告書の作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自身の研究において採用するかもしれない調査法については、関連文献を読むなどして、理解をさらに深めておくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(30%)/授業内で提出する課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

平常点は授業時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大谷信介・後藤範章・小松洋・木下栄二、2013、『新・社会調査へのアプローチ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 
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参考文献（Readings） 

講義時に適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM302／コミュニティデザイン学演習２ 

(Practical Application:Community Design 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（居住福祉論１） 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、居住福祉の観点から現代日本社会に広がる「住まいの貧困」（ハウジングプア）の全体像とその背景を理解すること

を目標とする。 

 

In this course, we will aim to understand the overall picture and background of the "Housing Poor" and its spread in modern 

Japanese society from the viewpoint of housing welfare. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「路上生活者」、「若者」、「高齢者」、「女性」、「被災者」など、安定した住まいを確保することに困難を抱えている人々の状況を紹

介し、その背景にある問題を学ぶ。また、今後の住宅政策のあるべき方向性について、グループディスカッションを通して考察す

る。 

 

We will introduce the situations of people having difficulty in securing stable housing such as "street people", "young people", 

"elderly people", "women", and "disaster victims", etc. and learn the problems in the background of these situations. In addition, 

we will consider the future direction of housing policy through group discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業意図の説明、今後の進め方など 

2. 現代日本社会における住まいの貧困の概要 

3. 路上生活者問題 

4. ゲストスピーカーによる報告（1）路上生活の経験者から 

5. グループディスカッション 

6. 若者の住宅問題 

7. 女性の住宅問題 

8. 高齢者の住宅問題 

9. ゲストスピーカーによる報告（2）賃貸住宅追い出し屋問題 

10. グループディスカッション 

11. 自然災害における住宅問題 

12. 原発災害における住宅問題 

13. グループディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席票兼リアクションペーパー(30%)/授業への積極的な参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲葉剛、2009、『ハウジングプア』、山吹書店 (ISBN:978-4903295244) 

 

参考文献（Readings） 

1. 早川和男、1997、『居住福祉』、岩波書店 (ISBN:978-4004305279) 

2. 日本住宅会議、2008、『若者たちに「住まい」を!―格差社会の住宅問題』、岩波書店 (ISBN:978-4000094443) 

3. 飯島裕子/ビッグイシュー基金、2011、『ルポ 若者ホームレス』、筑摩書房 (ISBN:978-4480065896) 

4. 平山洋介/斎藤浩、2013、『住まいを再生する―東北復興の政策・制度論』、岩波書店 (ISBN:978-4000010818) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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以下の科目担当者の HP も参照すること。URL：http://inabatsuyoshi.net/ 

ゲストの都合により、ゲストに来ていただく回が変更になる可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM303／コミュニティデザイン学演習３ 

(Practical Application:Community Design 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（居住福祉論２） 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、対人援助において安定した住まいの提供を最優先にする「ハウジングファースト」の理論と实践について多角的に

学ぶ。 

 

In this course, we will learn about the theory and practice of "Housing First", which prioritizes provision of stable housing in 

interpersonal assistance from multiple perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

従来のホームレス支援や精神医療、障害者福祉のあり方を大きく変える可能性のある「ハウジングファースト」を体系的に学ぶ。

イタリアの精神医療改革や日本の障害者自立生活運動、フィンランド発祥の「オープンダイアローグ」との関連も考察する。 

 

We will systematically learn "Housing First", which may greatly change the approach to traditional homeless support, mental 

health care, and welfare for the disabled We will also consider the relationship between mental health reforms in Italy, Japan's 

independence movement for disabled people, and "open dialog" which originated in Finland. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業意図の説明、今後の進め方など  

2. 日本のホームレス対策の歴史的な経緯 

3. 欧米におけるハウジングファーストの实践 

4. 貧困ビジネス問題とその影響 

5. 東京におけるハウジングファースト型支援 

6. ゲストスピーカーによる報告(1) LGBT のホームレス支援 

7. グループディスカッション 

8. 日本の障害者福祉の歴史 

9. 障害者自立生活運動とハウジングファースト 

10. ゲストスピーカーによる報告 (2) 精神医療とハウジングファースト 

11. オープンダイアローグとハウジングファースト 

12. イタリアの精神医療改革の歴史 

13. グループディスカッション 

14. まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席票兼リアクションペーパー(30%)/授業への積極的な参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲葉剛、小川芳範、森川すいめい編、2018、『ハウジングファースト―住まいから始まる支援の可能性』、山吹書店 

(ISBN:978-4865380699) 

2. 竹端寛、2018、『「当たり前」をひっくり返す』、現代書館 (ISBN:978-4768435694) 

 

参考文献（Readings） 

1. フランコ・バザーリア、2017、『バザーリア講演録 自由こそ治療だ！－イタリア精神保健ことはじめ』、岩波書店 

(ISBN:978-4000244855) 

2. 大熊一夫、2016、『精神病院はいらない！－イタリア・バザーリア改革を達成させた愛弟子 3 人の証言』、現代書館 

(ISBN:978-4768435502) 

3. 斎藤環、2015、『オープンダイアローグとは何か』、医学書院 (ISBN:978-4260024037) 
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4. 森川すいめい、2015、『漂流老人ホームレス社会』、朝日新聞出版 (ISBN:978-4022618320) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

以下の科目担当者の HP も参照すること。URL：http://inabatsuyoshi.net/ 

ゲストの都合により、ゲストに来ていただく回が変更になる可能性がある。  

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM311／コミュニティデザイン学演習１１ 

(Practical Application:Community Design 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティマネジメント論） 

担当者名 

（Instructor） 
広石 拓司(HIROISHI TAKUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において「コミュニティ」には、どのような意味と可能性があるのか？ その一方で、プライバシーと自己責任が重視され

る中で、「コミュニティ」を構築するには何が必要か？  内輪の会にならず、継続し発展するには何が必要なのか？ これからの

社会におけるコミュニティの意義と構築、運営の方法を考える。 

 

What does "community" mean in modern society and what are the possibilities? On the other hand, while privacy and 

self-responsibility are emphasized, what do we need to build a "community"? What do we need to continue and develop without 

becoming an inner circle? We will consider the meaning of community in the future society and how to build and operate it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

これからの社会で「コミュニティ」を構築し、運営していくには、どのような発想，仕組み，手法，ツールが必要なのだろう？ 

かつての地域社会や職場では，そこに属する人は共同体の一員であると自覚し，行動していた。しかし，価値観もライフスタイル

も多様化した現代では，同じ地域や職場であっても共同体の一員という自覚は弱く，関わり方もまちまちで，参加しないことを選ぶ

場合も尐なくない。そのような中で，まちづくり団体やＮＰＯが，コミュニティの一員としての責任，参加，行動を呼びかけても，参画

者は広がらず、専門家や意識の高い層に参加が限られてしまいがちだ。これからの社会活動やビジネスにおいて、どのようなコミ

ュニティ・マネジメントの力が必要なのか。实践手法を考える。 

本授業では，これからの社会におけるコミュニティづくりとは何かを考え，受講者が自ら事例分析を行い，コミュニティ・マネジメント

の効果を高めるツールの企画に取り組む。それを踏まえて，現代社会における人と人のつながりやコミュニティの再構築に何が

求められているのかを实践的に考察していく。 

 

What ideas, mechanisms, methods, and tools will be needed to build and operate "communities" in future society? 

In communities and workplaces in the past, people who belonged to them were aware that they were members of the community 

and acted accordingly. However, with today's diverse values and lifestyles, even in the same region or workplace, the awareness of 

being a member of a community is weak, and the way of involvement varies, and there are many cases where people choose not to 

participate. Under such circumstances, even if a community development group or NPO calls for responsibility, participation, and 

action as a member of the community, there are few participants and participation tends to be limited to experts and people with 

a high awareness of community. What kind of community management skills are needed for future social activities and businesses? 

We will think about the practical methods. 

In this course, students will think about what community building is in society in the future, conduct case analyses, and plan tools 

to enhance the effectiveness of community management by themselves. Based on this, students will consider what is required for 

the connection between people and people in modern society and the rebuilding of communities from a practical perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（現代社会におけるコミュニティを考える視点を整理し、授業の概要と实施内容について解説する） 

2. コミュニティが成立するための条件と条件を整える方法を学ぶ 

3. 社会起業家とコミュニティの相互に影響を与え合う関係を考える 

4. 千代田区、文京区などの都心エリアにおけるコミュニティの課題と再構築の方法を考える 

5. 中山間地域におけるコミュニティの課題と再構築の方法を考える 

6. 受講生による事例分析の発表と討議 

7. 受講生による事例分析の発表と討議 

8. 受講生による事例分析の発表と討議 

9. 受講生による事例分析の発表と討議 

10. 受講生による事例分析の発表と討議 

11. 受講生による事例分析の発表と討議 

12. 日本社会におけるコミュニティの現状とそれを生み出した歴史的背景を考える 

13. これからの社会でコミュニティの力と可能性を活かすには何が必要か考える 

14. これからの社会に求められるコミュニティ・マネジメントの手法を考える 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講師ホームページ http://empublic.jp/ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内のリアクションペーパーの内容(25%)/授業内でのワークへの参画(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は利用しない 

 

参考文献（Readings） 

1. Peter Block. 2008. Community: The Structure of Belonging. Berrett-Koehler Pub 

2. エンパブリック/日本希望製作所、2011、『まちの起業がどんどん生まれるコミュニティ』、日本希望製作所 

3. 佐藤真久・広石拓司、2018、『ソーシャルプロジェクトを成功に導く１２のステップ』、みくに出版 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

講師の会社のホームページ http://empublic.jp 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM312／コミュニティデザイン学演習１２ 

(Practical Application:Community Design 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ソーシャルビジネス論） 

担当者名 

（Instructor） 

山内 幸治(YAMAUCHI KOJI) 

加勢 雅善(KASE MASAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東北・東京・全国のケースから学ぶ人口減尐社会における地域社会のあり方とソーシャルビジネスの果たす役割について考える。

ソーシャルビジネスといっても、社会課題や地域課題、災害復興など、その背景は多様である、本授業では、その事業の成り立ち

方や法人形態の他、ビジネスモデルやステイクホルダーといった課題解決に向けた事業について学ぶとともに最終的にはプラン

ニングを行っていただく。  

 

Learning from case studies from Tohoku, Tokyo, and the whole of Japan, students will consider the role of local societies and 

social business in societies with declining populations. Social business have diverse backgrounds in terms of social issues, regional 

issues, and disaster recovery, etc. In this course students will learn about businesses aimed at solving issues such as business 

models and stakeholders as well as the business structure and corporate form, and will carry out planning at the end.  

 

授業の内容（Course Contents） 

下記の授業計画に沿いながら、最初は個別の組織のケーススタディを進め、その後、ソーシャルビジネスの成り立ち方などにフォ

ーカスを当てたモデル研究をチームで行う。最終的には個人・チームを問わない形で、ビジネスプランの作成を行う。  

 

While following the lesson plans below, students will first proceed with case studies of individual organizations, and then carry out 

model research in teams focused on how to build social businesses. In the end, students will create business plans whether as 

individuals or teams.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションーオリエンテーション＆ソーシャルビジネスとは  

2. 事例ケースディスカッション / フレームワーク提示（誰からお金をもらうか、誰に価値を出したいのか、その受益者が変わる

ことで価値を感じる人は誰か）  

3. 事例ケースディスカッション / ビジネスモデル（六次産業化、着地型観光、受益者課金型のサービス、寄付型のサービス、

制度事業型サービス）  

4. 事例ケースディスカッション / ビジネスモデル（六次産業化、着地型観光、受益者課金型のサービス、寄付型のサービス、

制度事業型サービス）  

5. 事例ケースディスカッション / ソーシャルインパクト（ボランタリーエコノミー、主実融合、エコシステム、組織論）  

6. モデル研究発表 / ディスカション・講評  

7. モデル研究発表 / ディスカション・講評  

8. モデル研究発表 / ディスカション・講評  

9. スタートアップ研究 / 事業立ち上げ方法について（实績・コミュニティづくりとしてのボランティア、他組織・団体での实績磨

き）  

10. スタートアップ研究 / 事業立ち上げ方法について（社内ベンチャー、初期投資型ビジネスモデル） 

11. ビジネスプラン作成ワークショップ  

12. ビジネスプランディスカッション＆メンタリング  

13. ビジネスプランディスカッション＆メンタリング  

14. ビジネスプラン発表・最終講義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ビジネスプラン発表(40%)/授業への参加度およびワーク・ディスカッションへの貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない 
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参考文献（Readings） 

1. ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所]、2014、『ソシオ・マネジメント』創刊号「社会に挑む５つの原則、組織を育てる１２

のチカラ」、ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所]    

2. ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所]、2015、『「ソシオ・マネジメント」第２号』、ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研

究所]    

3. レスリー・R・クラッチフィールド,ヘザー・マクラウド・グラント、2012、『世界を変える偉大な NPO の条件』、ダイヤモンド社 

(ISBN:4478007284) 

4. 東北復興新聞、2014、『3years 復興の現場から、希望と愛をこめて』、A-Works (ISBN:490225655X) 

5. 乙武 洋匡, 佐藤 大吾、2015、『初歩的な疑問から筓える ＮＰＯの教科書』、日経 BP 社 (ISBN:4822277631) 

取り扱うテーマや内容により必要に応じて授業内で紹介をします。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

NPO 法人 ETIC. http://www.etic.or.jp/ 

社会起業塾イニシアティブ（http://kigyojuku.etic.or.jp/） 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM313／コミュニティデザイン学演習１３ 

(Practical Application:Community Design 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ソーシャルイノベーション論） 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は，2011年度まで「ソーシャルビジネス論」として展開してきた演習の発展形で，「社会デザイン」を「ソーシャルイノベーショ

ン」の文脈から捉え返そうとするものである。春学期 VM106「社会デザイン学特殊研究６（社会デザイン学への招待）」の発展科目

であると同時に、秋学期 VM362「コミュニティデザイン学演習６２（サードプレイス論への招待）」（梅本教授）と連動したプロジェクト

型研究科目「サードプレイス实践論」として展開する。 

 

This course is an extension of the course offered as "Social Business Theory" until academic year 2011, and it attempts to 

recapture "Social Design" from the context of "Social Innovation". At the same time as being an extended course of Spring 

Semester VM106 "Special Study: Social Design 6 (Invitation to Social Design Studies)", this course is offered as Project-type 

Research Subject "Third Place Practice" which is linked to Fall Semester VM362 "Practical Application: Community Design 62 

(Invitation to Third Place)" (Prof. Umemoto). 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記授業計画に沿い，私からの発題と受講者による討議やワークショップ形式で進める。社会デザイン（学）のプロジェクト型研究

として、本年度もサードプレイスの实践に焦点を絞る。多様な運動・活動・事業の形をとる实践領域を想定した内容となる（ときに

映像等でイメージを具体化する場合もある）。 

また，時にゲストも交え，節目ごとの实践領域とのクリティカルな対話のサードプレイスとして、ソーシャルデザイナーズ・カフェを

行う。 

 

In line with the course plan below, I will proceed with my own topics and discussions and workshops by the students. As 

project-type research in social design (studies), we will focus on the practice of third place this academic year. The contents 

assume practical areas in the form of various campaigns, activities, and projects (in some cases videos, etc. will be used to 

illustrate points). 

At the same time, as a third place for critical dialog with the practice area at each stage, guests will be invited for social designers 

cafes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―ソーシャルイノベーションの「空地」としてのサードプレイス 

2. サードプレイス概念の歴史的背景と現代的意義ー「スターバックスはサードプレイスか」問題を考えながら 

3. ソーシャルデザイナーズ・カフェ１：ゲストとともにサードプレイス实践を考える 

4. サードプレイス運動史①―カウンターカルチャー（フォークゲリラ、ストリート・カルチャーなど） 

5. ポスト＜産業社会＆高度大衆消費社会＞のサードプレイスーセゾングループの戦略後の文化の居場所 

6. サードプレイス運動史②ーシビック・エコノミー（市民事業、生活クラブ、大地を守る会、コミュニティレストラン、地域通貨な

ど） 

7. ソーシャルデザイナーズ・カフェ２：「コミュニティデザインとサードプレイス」を考える  

8. サードプレイスのつくり方と動かし方①ー日本の夜の公共圏：居酒屋・スナックという居場所 

9. サードプレイスのつくり方と動かし方②ー認知症カフェ 

10. サードプレイスのつくり方と動かし方③ーコワーキングスペース、シェアオフィス等 

11. サードプレイスのつくり方と動かし方④ーデザイン・アート・スペース：劇場・ホール、美術館・博物館、図書館 

12. ソーシャルデザイナーズ・カフェ３：ゲストとともに台頭する〈ソーシャル〉な動きを考えるーソーシャルエンタテインメントとして

のダイアログ・イン・ザ・ダーク 

13. 日本のサードプレイスーその形成と展開とマネジメント   

14. サードプレイスの未来ーインフラやシステムをつくることとまちの現場に目を据え続けること（サードプレイスを支える〈技

法〉、ソーシャルメディアへの目配りも）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。プロジェクト型研究授業としての成果報告・発表に結びつける予定。オプションとしてサードプレイスのフィー

ルドワークも行いたい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/演習時の質疑への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. レイ・オルデンバーグ、2013、『サードプレイス コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』、みすず書房 

(ISBN:9784622077800) 

2. 三浦展他編、中村陽一他、2011、『3・11 後の建築と社会デザイン』、平凡社新書 (ISBN:9784582856125) 

 

参考文献（Readings） 

1. ブライアン・サイモン、2014、『お望みなのは、コーヒーですか？ スターバックスからアメリカを知る』、岩波書店 

(ISBN:9784000258944) 

2. 堤清二、1996、『消費社会批判』、岩波書店 (ISBN:9784000029568) 

3. 中村陽一他、2016、『ひとびとの精神史 6 日本列島改造―1970 年代』、岩波書店 (ISBN:9784000288064) 

4. フランチェスカ・ミアッツォ他編、2015、『We Own the City 世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり方』、フィルムアート社 

(ISBN:9784845915644) 

5. 朝日新聞社 CSR 推進部編、2015、『認知症カフェを語る ともに生き、支えあう地域をめざして』、メディアケアプラス 

(ISBN:9784908399022) 

6. ダイアログ・イン・ザ・ダーク、2015、『DIALOG IN THE DARK 暗闇の中の対話 みるということ』、小学館 

(ISBN:9784093884556) 

テーマの性格上多岐にわたるため，他は授業内および準備学習指示時に随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM314／コミュニティデザイン学演習１４ 

(Practical Application:Community Design 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（文化政策論１） 

担当者名 

（Instructor） 
若林 朊子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化政策は公共政策であることを踏まえ、文化と社会の関係性や、具体的な文化政策の内容について理解を深める。社会デザ

インの視点で文化政策を捉えなおし、かつ、文化の視点から社会デザインを考える。 

 

Based on the fact that cultural policy is public policy, students will deepen their understanding of the relationships between 

culture and society, and the specific content of cultural policy. Students will reconsider cultural policy from the perspective of 

social design, and consider social design from the perspective of culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化政策が対象とする「文化、芸術、アート」とは何かを考えることからはじめ、国や自治体による公的文化政策、企業をはじめと

する民間の文化の取り組みについて概観する。文化政策の歴史的な変遷のなかでも、大きく様変わりした直近 30 年の展開を重

点的に扱う。また、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会にかかわる文化政策の動向（オリンピック文化プログラム

等）も把握する。 

なお、ここでいう「文化」の範囲は、狭義の芸術文化から、地域社会の歴史に根ざした文化、よりよく生きる人間の営みとしての文

化まで、幅広いものとする。ゲストを迎えてのレクチャーや文化施設等の見学も行う。 

 

Starting with thinking about what is "culture and art", that is the object of cultural policy, we will give an overview of public cultural 

policy by the national and local governments, and civic cultural efforts such as by companies. Among historical changes in cultural 

policy, we will focus on developments in the last 30 years when the situation has changed dramatically. In addition, we will grasp 

the trends in cultural policy (Olympic cultural programs, etc.) related to the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. 

In addition, the scope of "culture" described here shall be wide, stretching from art culture in a narrow sense, to culture rooted in 

the history of local communities, and culture as a human activity to live better. We will also invite guest lecturers and visit cultural 

facilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：文化、芸術、アート 

2. 文化政策をめぐって：文化政策の意義、日本の文化政策の変遷 

3. 文化政策と法律：文化芸術基本法 

4. 国の文化政策① 

5. 国の文化政策② 

6. 国の文化政策③ 

7. ゲストレクチャー 

8. 地方自治体の文化政策① 

9. 地方自治体の文化政策② 

10. 地方自治体の文化政策③ 

11. 企業の文化政策① 

12. 企業の文化政策② 

13. 企業の文化政策② 

14. 広がる文化政策領域 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない（随時紹介する）。 
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参考文献（Readings） 

随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM315／コミュニティデザイン学演習１５ 

(Practical Application:Community Design 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ソーシャル・ガバナンス論） 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 元(WATANABE GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 グローバル化と市場主義化の流れが益々激しくなる現在社会において，あらゆる面で「格差」と「分断」が進行する一方，剥き出

しの個人化現象やナショナリズムが台頭しつつある。このような「自由」と「民主主義」の危機が迫る状況下，改めて「個人と社会」

のありようを考え直すことが喫急の課題として浮き彫りとなってきた。 

 この場合，政府機能の限界を市場領域の拡大によって克朋しようとするのではなく，「市民社会」を練磨することによって乗り越

えていくための方途を見出していくことが肝要である。ここでは，そのための社会デザインのあり様について，市民社会を基盤とす

る＜ソーシャル・ガバナンス（社会的統治）＞の観点から考察する。 

 

In today's society where globalization and marketization are intensifying, while disparities and divisions progress in all aspects, 

naked individualism phenomena and nationalism are emerging. In such a situation where crises of "freedom" and "democracy" are 

approaching, reconsidering "the individual and society" will be highlighted as an urgent issue. In this case, it is important not to try 

to overcome the limits of the government function by expanding the market area, but to find a way to overcome it by empowering 

"civic society". Here, we examine the state of social design for that purpose from the perspective of <social governance> based 

on civic society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 先ずは、「ソーシャル・ガバナンス」という概念とその意義について理解することを主な狙いに，市民社会論やガバナンス論に関

する文献講読を踏まえた受講生による発表と討論を行う。その上で，市民の主体性と社会参加の多様性が十全に発揮される連

帯民主主義（associative democracy）及び，これに基づく「包摂社会」の实現に向けた方途や克朋すべき課題等について，多角的

な観点から検討する。なお，受講生においてはテキストとして掲げた書籍は事前に必ず入手の上，授業に臨むこと。 

 

 First, students will make presentations and hold discussions based on reading the literature on civic society and governance 

theory, with the main aim of understanding the concept of "social governance" and its significance. Based on this, students will 

study associative democracy, where the diversity of citizen's independence and social participation is fully demonstrated, the way 

for realization of "inclusive societies" based on this, and problems to be overcome, from a multi-dimensional perspective. 

Students should be sure to obtain the books listed as texts in advance of attending classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業方針とこれからの予定・進め方等について） 

2. 「ソーシャル・ガバナンス」概論 ― 現在社会とソーシャルガバナンス ― 

3. 受講生による講読文献の発表と討論(1) ― 国家・市場・市民社会 ― 

4. 受講生による講読文献の発表と討論(2) ― ガバメントからガバナンスへ ― 

5. 受講生による講読文献の発表と討論(3) ― 共感の原理 ― 

6. 受講生による講読文献の発表と討論(4) ― 市民社会組織 ― 

7. 全体討論① ― (1)～(4)に関する総括的討論 ― 

8. 受講生による講読文献の発表と討論(5) ― 社会的経済と社会的企業 ― 

9. 受講生による講読文献の発表と討論(6) ― パブリックとコモンズ ― 

10. 受講生による講読文献の発表と討論(7) ― 市民社会と政府 ― 

11. 受講生による講読文献の発表と討論(8) ― 市民社会と企業 ― 

12. 全体討論② ― (5)～(8)に関する総括的討論 ― 

13. 全体討論③ ― 民主主義とソーシャル・ガバナンス(1) ― 

14. 全体討論④ ― 民主主義とソーシャル・ガバナンス(2) ― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読に際しては授業時に指示した（次回の）内容を事前に熟読し、簡潔なメモを作成して臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席および授業への取り組み意欲(35%)/プレゼンテーション(35%) 
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75%以上の出席を必要とする。なお，事前連絡の無い 30 分以上の遅刻は欠席扱いとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 今田 忠、2014、『概説 市民社会論』、関西学院大学出版会 (ISBN:978-4-86283-175-0) 

2. 坪郷 實＋市民がつくる政策調査会、2014、『市民自治講座 前編』、公人社 (ISBN:978-4-86162-099-7) 

必要に応じて関連資料等を授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩崎正洋、2011、『ガバナンス論の現在』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-30201-7) 

2. 盛山和夫・上野千鶴子・武川正吾、2012、『公共社会学［１］リスク・市民社会・公共性』、東京大学出版会 

(ISBN:978-4-13-050177-4) 

3. 広井良典、2015、『ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431550-6) 

4. 神野直彦、2015、『「人間国家」への改革』、ＮＨＫ出版 (ISBN:978-4-14-091231-7) 

5. 齋藤純一、2017、『不平等を考える―政治理論入門』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-06949-8) 

6. 神島裕子、2018、『正義とは何か-現代政治哲学の 6 つの視点』、中公新書 (ISBN:4121025059) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM316／コミュニティデザイン学演習１６ 

(Practical Application:Community Design 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織とフォロワーシップ） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会の主役はリーダーではなくフォロワーである。民主主義の基本ルールはフォロワー（有権者）がリーダー（政治家）を選ぶ

ことにあるが、これは政治以外の組織的な活動においても、本質的には同じといえる。ピラミッド型階層を前提とする企業組織で

も、上司が一方的に物事を決め命令を下し、部下は盲目的に朋従するという関係は、その有効性を失いつつある。現代は、あら

ゆる場面でリーダーシップの必要性を強調する傾向が強いが、リーダーとフォロワーは本質的に対等であり、リーダーシップはフ

ォロワーシップと一対のものである。理念や活動目的をリーダーと共有するフォロワーが、自律的に活動することではじめて、組

織も社会も、本来もてる力を発揮できるようになる。本授業では、フォロワーシップの位置づけを明確に定義するとともに、社会デ

ザインの課題を实装していく段階で成功のカギを握る自律衆知型フォロワーのあり方を实践的に探求する。 

 

The leading role in modern society is not the leaders but the followers. The basic rule of democracy is that the followers (voters) 

choose the leaders (politicians), and this is essentially the same in non-political organizational activities. Even in a corporate 

organizations based on a pyramid-type hierarchy, the relationship in which a superior makes decisions unilaterally and gives orders 

to subordinates who are blindly submissive is losing its effectiveness. Modern times tend to emphasize the need for leadership 

everywhere, but leaders and followers are essentially equal, and leadership is paired with followership. It is only when followers who 

share the philosophy and activity purpose with leaders act autonomously that organizations and society will be able to fulfill their 

potential. In this course, while clearly defining the position of followership, in the stage of implementing the issues of social design, 

we will practically explore the ideal way of self-help followers, who hold the key to success. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1 回のオリエンテーションのあと、下記 4 ステージを展開し、最後に総括の時間をもつ。「リーダーを選ぶのはフォロワー」という

基本からスタートする。 

（１） リーダーとフォロワーの対等性（一対の存在） 

（２） パーソナリティ・タイプとチーム （社会的な関係性） 

（３） フォロワーシップの仕組みづくり（機能と構造） 

（４） フォロワーシップと社会（社会の主役としてのフォロワー） 

講師による理論的枞組みと、学生による体験的ケースおよび事例研究をつなぎあわせ、フォロワーシップ論が社会組織の活性化

に寄与する可能性を多面的に探求する。 

 

After the first orientation, we will develop the following four stages, and finally provide a summary. It starts with the basics of 

"followers choose the leader". 

(1) Leader-follower equality (paired existence) 

(2) Personality types and teams (social relationships) 

(3) Creation of a mechanism for followership (functions and structure) 

(4) Followership and society (followers as playing the leading role in society) 

By combining the theoretical framework from the lecturer with the experiential cases and case studies of the students, we will 

explore the possibility that followership theory will contribute to the revitalization of social organizations from multiple 

perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「フォロワーシップとは何か」 

2. リーダーとフォロワーの対等性１（リーダーシップ概論） 

3. リーダーとフォロワーの対等性２（フォロワーシップ概論：前半） 

4. リーダーとフォロワーの対等性 3（フォロワーシップ概論：後半） 

5. リーダーとフォロワーの対等性 4（自律衆知型フォロワー論） 

6. パーソナリティ・タイプとチーム１（外向型、融和型、内向型） 

7. パーソナリティ・タイプとチーム２（楽観的、合理的、悲観的） 

8. パーソナリティ・タイプとチーム３（９つのタイプ、９段階の健全度） 

9. フォロワーシップの仕組みづくり１（一貫した主義と制度：スターバックス） 

10. フォロワーシップの仕組みづくり２（オーケストラに学ぶ：ミュージックパラダイム） 
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11. フォロワーシップの仕組みづくり３（パブリックへの参画：討論型世論調査、裁判員制度） 

12. フォロワーシップと社会１（二項対立と二項同体、タテ社会とヨコ社会） 

13. フォロワーシップと社会２（中空構造、文化と言語、空気と対話） 

14. 総括―「フォロワーシップの時代」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/クラスディスカッションへの参加(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 梅本龍夫、2015、『日本スターバックス物語』、早川書房 (ISBN:ISBN978-4152095398) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM320／コミュニティデザイン学演習２０ 

(Practical Application:Community Design 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会デザインとしての物語法） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物語は、自分が何者で、何を成すために存在し、どこに向かおうとするのかを示唆する枞組みである。かつては、世界を包摂する

「大きな物語」（ソーシャルストーリー）があったが、今日人々を引きつける物語の多くは、ブランドビジネスが発信している。しかし、

私たちが真に創造的で主体的な存在になるためには、利潤目的を超える社会的枞組みが必要である。 

 

近年は、排外主義、社会の階層化・サイロ化、貧富の格差の深刻化など、社会を分断する主義や価値観、あるいは経済状況が

顕著になっている。私たちは、「他者を遠ざける物語」（小さな物語）ではなく、「他者と出会う物語」（大きな物語）を必要としてい

る。 

 

優れた物語は真实を伝え、共感の環を広げ、行動を促す。本授業では、「物語は社会変革装置である」という仮説を置き、社会デ

ザインの研究と实践に役立つ具体的な装置（仕組み、道具）となる物語マトリクス法を提示する。物語マトリクス法は、【日常 vs 非

日常】【欠落 vs 充实】という２軸でマトリクスを組む。そして４象限を【起：欠落状態の日常】⇒【承：欠落状態の非日常】⇒【転：充足

状態の非日常】⇒【結：充足状態の日常】の順番で巡る。 

 

物語マトリクス法の構造は、直感的に理解できるシンプルなものである。しかし、この装置を研究や实践に応用するためには、体

験的ワークを積み重ねて实際に「物語を生きる实感」をもつことが大切である。本授業では、受講生それぞれの研究テーマ（修論）

を主たる題材にし、本研究科で学び研究する真の意味と意義を探究する。そして自己の研究テーマ（修論）が、卒業後に「社会変

革装置としての物語」に変換され、活用されることを目指す。 

 

A story is a framework that suggests who you are, what you want to do, and where you are going. There used to be "big stories" 

(social stories) that embraced the world, but many of the stories that attract people today originate from brand businesses. 

However, in order for us to be truly creative and proactive, we need a social framework that goes beyond profit objectives. 

 

In recent years, the principles and values, as well as the economic situation that divide society, such as exclusivity, stratification 

and siloing of society, and the deepening of the gap between rich and poor, have become prominent. We need a "story that brings 

people together" (big story), not a "story that pushes people away" (small story). 

 

A good story tells the truth, broadens the circle of empathy, and encourages action. In this course, we hypothesize that a "story 

is a social change device" and present a story matrix method that will be a concrete device (mechanism, tool) useful for social 

design research and practice. The story matrix method forms a matrix with two axes of [ordinary vs. extraordinary] and [lacking vs. 

fulfilled]. Then, the four quadrants are traversed in the following order: [Introduction: lacking-ordinry] ⇒ [Development: 

lacking-extraordinary] ⇒ [Turn: fulfilled-extraordinary] ⇒ [Conclusion: fulfilled-ordinary] 

 

The structure of the story matrix method is simple and intuitive. However, in order to apply this device to research and practice, 

it is important to accumulate experiential work and to actually have the "feeling of living the story". In this course, we will focus on 

the research theme (masters thesis) of each student, and explore the true meaning and significance of learning and research at 

the Graduate School. The aim is that after graduation, each student's research theme (masters thesis) will be converted to a 

"story as a social change device" and put into use. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1 回「オリエンテーション」と、2 回目の「社会変革装置としての物語」で物語マトリクス法の理論的背景を学び、その後 11 回連

続で物語マトリクスの各段階（7 つのエピソード）を順番に巡る。そして最終 14 回「総括」で、自己の研究テーマ（修論）を社会实装

する物語の方向性を確認する。 

 

物語マトリクス法の理論的背景として、ジョーゼフ・キャンベル著『千の顔をもつ英雄』、オットー・シャーマー『U 理論』、および梅本

龍夫著『数の神話』を援用する。 

 

物語マトリクス法の理論を知的に理解するだけでなく、物語を社会変革装置として实際に活用していくことを想定したエクササイ

ズやグループワークを織り込んだ授業をおこなう。 
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Students will learn the theoretical background of the story matrix method in the first "orientation" class and the second "story as 

a social change device" class, and then go through each stage (seven episodes) of the story matrix in 11 consecutive classes. And 

in the final 14th "Summary", students will confirm the directionality of their story to implement their research theme (masters 

thesis) in society. 

 

As theoretical background of the story matrix method, we will use Joseph Campbell's "The Hero with a Thousand Faces", Otto 

Scharmer's "Theory U", and Tatsuo Umemoto's, "Kazu no Shinwa" (The Myth of Numbers). 

 

In addition to intelligently understanding the theory of the story matrix method, classes will be conducted incorporating exercises 

and group work assuming that stories will actually be used as social change devices. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「物語とは何か」 

2. 社会変革装置としての物語（理論的背景） 

3. エピソード１【自明の世界】―欠落状態の日常 

4. エピソード２【崩壊化】―最初の越境 

5. エピソード３【混沌の世界】―欠落状態の非日常 Part1 

6. エピソード３【混沌の世界】―欠落状態の非日常 Part2 

7. エピソード４【顕在化】―最大の越境 Part1 

8. エピソード４【顕在化】―最大の越境 Part2 

9. エピソード４【顕在化】―最大の越境 Part3 

10. エピソード 5【創発の世界】―充足状態の非日常 Part1 

11. エピソード 5【創発の世界】―充足状態の非日常 Part2 

12. エピソード６【構造化】―最後の越境 

13. エピソード７【秩序の世界】―充足状態の日常 

14. 総括―「神話を生きる」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/クラスディスカッションへの参加(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョーゼフ・キャンベル、2015、『千の顔をもつ英雄〔新訳版〕上下』、早川書房 

2. 中土井僚、2014、『人と組織の問題を劇的に解決する U 理論入門』、PHP 研究所 

3. 梅本龍夫、2009、『数の神話―永遠の円環を巡る英雄の旅』、コスモスライブラリー 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM321／コミュニティデザイン学演習２１ 

(Practical Application:Community Design 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（助成と評価） 

担当者名 

（Instructor） 
若林 朊子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

寄付、助成、協賛、プロボノ、クラウド・ファンディングなど、市民や非営利団体の取り組みを支援する方法は多数ある。そのなか

で「助成」は、助成者（資金の出し手）側に変化を期待する課題や達成目標があり、被助成者（資金の受け手）に対して具体的な

成果を求める点、一連の過程や手続きが制度化されている点に特徴がある。本演習では、助成の特質について理解を深めなが

ら、助成プログラムや助成財団の社会的役割について实践的に学ぶ。同時に、助成と不可分の「評価」についても基本的な方法

論を把握し、最新動向についても学ぶ。 

 

There are many ways to support the efforts of citizens and nonprofit organizations such as donations, subsidies, co-sponsoring, 

pro bono, and crowdfunding. Among them, "subsidies" have the characteristics that the subsidy grantor (the originator of the 

funds) has some problem that they expect to change or has achievement goals, and desires specific outcomes from the subsidy 

recipient (the recipient of the funds), and that there is a series of institutionalized processes and procedures concerning the 

subsidies. In this course, as students deepen their understanding of the nature of subsidies, they will learn about the social role of 

subsidy programs and foundations in practice. At the same time, students will learn about the basic methodology of subsidies and 

indivisible "evaluation" and learn about the latest trends. 

 

授業の内容（Course Contents） 

助成財団の活動や、实際に運用されている「助成プログラム」を参照し、助成のミッション、政策、プログラムの構築、具体的な助

成プロセス等について分析する。また、運用上の課題や、助成が持つ可能性についても考察し、今後の日本社会に必要とされる

助成財団や助成プログラムのあり方、専門人材の育成についても考察する。同時に、助成プロセスに不可欠である「評価」につい

ても、基本的事柄をおさえたうえで、バリエーションや最新の傾向を紹介する。 

具体的な進め方としては、各回のテーマに沿った発題に対する意見発表、ディスカッションを基本とする。当該分野の最前線で活

躍するゲストを迎えてのレクチャーも適宜行う。   

 

Referencing the activities of subsidy foundations and "subsidy programs" that are actually operated, students will analyze the 

missions, policies, program construction, and specific subsidy processes, etc. of subsidies. In addition, students will consider 

operational issues and the possibilities of subsidies, and also consider the ideal form of foundations and subsidy programs required 

for Japanese society in the future, and the development of specialized human resources. At the same time, with regard to 

"evaluation" that is essential to the subsidy process, after covering the basics, we will introduce the variations and the latest 

trends. 

The specific approach of the course will be based on presentation of opinions and discussions of the subjects along the theme of 

each class. Lectures will also be given by guests who are active at the forefront of their fields.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 助成とは何か① 

2. 助成とは何か② 

3. 助成財団の現況 

4. 助成プログラム事例発表① 

5. 助成プログラム事例発表② 

6. 助成プログラム事例発表③ 

7. ゲストレクチャー 

8. 評価とは何か① 

9. 評価とは何か② 

10. 多様な評価方法① 

11. 評価の实践ワークショップ 

12. 多様な評価方法② 

13. ゲストレクチャー 

14. 助成・評価におけるプログラム・オフィサーの役割と今後の課題、可能性 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない（随時紹介する）。   

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

随時紹介する。  

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM322／コミュニティデザイン学演習２２ 

(Practical Application:Community Design 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（文化政策論２） 

担当者名 

（Instructor） 
若林 朊子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会デザインの視点、すなわち、社会との関係性から文化政策を捉え直す。芸術や文化、アートの多様性や創造性が、社会の諸

領域とどのように共振し、時代の要請に応筓し、あるいは課題提起しているのかを把握し、文化政策の今後の方向性を考える。 

 

Students will reconsider cultural policy from the perspective of social design, that is, the relationship with society. Students will 

understand how art and culture, art diversity and creativity resonate with social areas, respond to the demands of the times, or 

pose challenges, and consider the future direction of cultural policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

拡張しつつある昨今の文化政策を、文化・芸術・アートと社会の関わりの領域拡大から捉えていく。各回の授業では、「文化、アー

ト×〇〇〇」に該当する現場の实践事例をとりあげ、そうした取り組みの意義を文化政策的観点で考える。ディスカッションを基本

とし、発表やゲストを招いた講義も適宜行う。 

 

Students will understand the current cultural policies that are expanding from the growth of the area of relationships between 

culture, art, and society. In each class, we will take practical examples from the field corresponding to "Culture, Art + XXX", and 

consider the significance of such efforts from a cultural policy perspective. Discussion will be the basic format, and we will also 

have presentations and lectures from invited guests as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化政策概論、拡張する文化政策：文化・アートと社会の関わりの領域拡大 

2. ①文化・アート×まちづくり、遊休物件活用 

3. ②文化・アート×障害者支援 

4. ③文化・アート×災害復興支援 

5. ④文化・アート×防災 

6. ⑤文化・アート×学校教育 

7. ⑥文化・アート×高齢者支援 

8. ⑦文化・アート×多文化共生 

9. ⑧文化・アート×医療・福祉 

10. ⑨文化・アート×生きづらさ支援 

11. ⑩文化・アート×観光 

12. ⑪文化・アート×平和、国際交流 

13. ⑫文化・アート×子育て支援 

14. 文化・アートの視点から社会デザインを考える 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

コミュニティデザイン学演習 14（文化政策論Ⅰ）を履修しておくと、文化政策の背景を理解した上での受講が可能となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない（随時紹介する）。   

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 



 - 58 - 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM325／コミュニティデザイン学演習２５ 

(Practical Application:Community Design 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（民が担う政策提言のための基礎） 

担当者名 

（Instructor） 
亀井 善太郎(KAMEI ZENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民社会をテーマとした社会科学の古典等のテキストを用いた「対話」を通じて、市民（あなた自身）が社会課題に向き合うこと、

その解決を担うこととはどういうことなのか、その意義を明らかにする。 

社会デザインの前提とも言える「市民社会」については、ややもすればステレオタイプ的あるいは感覚的な理解に留まりがちだが、

これに関する古典に立ち返ることを通じて、市民と政府の関係、社会との関係を考える機会とする。 

併せて、現代における市民社会が目指していく方向の一つの具体例として、市民自らが地域社会の基本的なルール（法令）を作

成した事例を採り上げ、その理念や構造等を学び、自らが社会に対して提言をする基本姿勢を作っていく。 

 

Through "dialog" using texts on social science classics, etc. on the theme of civic society, we will clarify the meaning of what it 

means for citizens (yourself) to face social issues and to be responsible for their solutions. 

Regarding "civic society" which can be regarded as a premise of social design, people tend to stick with stereotypes or intuitive 

understanding if anything, but this course will be an opportunity for students to think about the relationship of citizens with 

government and society. 

At the same time, as a concrete example of the direction that civic society in the present day aims for, we will take up the case 

where citizens themselves have created the basic rules (laws) of the local community, and learn their principles and structures, to 

create a basic position from which students will be able to make recommendations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、市民社会の基本的な考え方を理解するため、デモクラシー（民主制）、独立した個人、市民社会の構造等について書か

れた古典を読み、受講者相互の対話を通じて、社会と個人の関係を明らかにする。 

 

後半は、そうした理念と優れた实践の積み重ねの集大成とも言える、自治基本条例の先進地である北海道ニセコ町における住

民自治の事例を採り上げ、その背景にある考え方や具体的な条文への展開および構造等について、また、条例がその後のまち

づくりにどのような影響をもたらしているのかを見ていく。 

 

In the first half, in order to understand the basic way of thinking about civic society, students will read the classics written on 

democracy, independent individuals, and civic society structure, etc. and identify relationships between society and individuals 

through dialog among students. 

In the second half, we will take up the case of resident autonomy in Niseko Town, Hokkaido, which is an advanced area for 

autonomy basic ordinances, and which can be said to be a culmination of the accumulation of such principles and good practices. 

We will look at the development and structure, etc. of the way of thinking and concrete articles behind this case, and what kind of 

influence the regulations have had on subsequent community development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（「小さな政府、大きな社会」等、民による政策提言を必要とする背景等の基本認識の整理） 

2. デモクラシー①（自由と平等、個人主義による危機、アソシエーションの価値、地方政治の意義、陪審制、社会に関わる意

義等） 

3. デモクラシー②（自由と平等、個人主義による危機、アソシエーションの価値、地方政治の意義、陪審制、社会に関わる意

義等） 

4. デモクラシー③（自由と平等、個人主義による危機、アソシエーションの価値、地方政治の意義、陪審制、社会に関わる意

義等） 

5. 独立した個人が作る社会像（独立とは何か、社会との関係等） 

6. 独立した個人の意味（独立した考え、市民社会における個人像等） 

7. 理想社会の实現（理想社会をどこに置くのか等） 

8. 正義とは何か（正義のあり方、分配をめぐる考え方等） 

9. 市民政府論（市民と政府の関係等） 

10. 自治からつくるまち①（まちづくり基本条例から考える自治等） 

11. 自治からつくるまち②（まちづくり基本条例から考える自治等） 

12. 自治からつくるまち③（まちづくり基本条例から考える自治等） 
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13. 住民自治の实践例（实践者による講義、対談） 

14. 民が担う政策提言の实践に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト・文献については、授業時の対話において積極的に発言できるよう、事前によく読んでおくことが求められる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業・演習時における発表、他の参加者に対する貢献(100%) 

３／４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

採り上げる文献・テキスト等としては、以下の著作を予定している。 

いずれの文献もＰDF ファイルにて Blackboard にアップするので、対話で発言できるよう、しっかり読んでおくこと。 

 

亀井「企業は社会の公器」（イントロダクション）、トクヴィル「アメリカのデモクラシー」、福沢諭吉「学問のすすめ」、小林秀雄「美を

求める心」、ロック「市民政府論」、木佐茂雄・片山健也ほか「自治基本条例は活きているか!?―ニセコ町まちづくり基本条例 10 年」

他 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM326／コミュニティデザイン学演習２６ 

(Practical Application:Community Design 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（民が担う政策提言のための实践） 

担当者名 

（Instructor） 
亀井 善太郎(KAMEI ZENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民が担う社会デザインの一つとして、政策提言やアドボカシーがあるが、どのように实践するのがよいのだろうか。 

そもそも、政府によって行われる「政策」は社会課題解決の一つの手段であるが、社会課題解決において、どのような位置づけを

占めるのだろうか。とくに持続可能な社会を考えた場合、政策とはどのようなものであり、その位置づけはどうなるのだろうか。ま

た、市民との関係性はいかなるものであるべきなのだろうか。 

様々な社会課題のケースや政策を採り上げながら、また、よりよい政策に進化させていくために不可欠な政策評価について触れ

ながら、パブリック（公益）を担うための政策とは何か、そこに市民としてどう関わっていくのがよいか、その原則と具体的な手法に

ついて、近年、政府において導入が進む EBPM（Evidence Based Policy Making）を中心に理解する。 

 

Policy recommendation or advocacy are one aspect of social design that a citizen bears, but how should they be implemented in 

practice? 

In the first place, "policies" implemented by government are one means of solving social problems, but what role do they occupy 

in solving social problems? Especially in the context of a sustainable society, what is policy and what is its position? In addition, 

what kind of relationship should policy have with citizens? 

While taking up cases and policies of various social issues, and touching on policy evaluation that is essential to evolve better 

policies, we will ask, what is policy that takes responsibility for the public (public interest), and how should citizens get involved. 

Students will understand the principles and specific methods of policy, in particular, EBPM (Evidence Based Policy Making), which 

has been introduced in recent years in governments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

政策とは何か、その構造や原則、さらには限界を踏まえながら、様々な社会課題の具体的な事例や政策を採り上げ、また、より

よい政策に進化させていくために不可欠な政策評価についても触れながら、、近年、政府において導入が進む EBPM（Evidence 

Based Policy Making）を中心に、その理論と具体的な手法を考える。 

また、新聞等の報道だけではわかりづらい日本の政策決定プロセスをよく知ることを通じて、効果的な政策提言やアドボカシーは

どのように行われるのかを明らかにする（市民の立場から政策等に対してアドボカシーを行う实務家の話を聞く機会も予定してい

る）。 

講義・演習のおわりには、各自の政策提言や既存の政策に関する評価の発表を相互に行い、さらに理解を深める。 

 

We will take up specific cases and policies of various social issues, while taking into consideration what policy is, its structure and 

principles, and its limits, and while also touching on policy evaluation that is essential to evolve better policies. Also, students will 

think about the principles and specific methods of policy, in particular, EBPM (Evidence Based Policy Making), which has been 

introduced in recent years in governments. 

In addition, we will clarify how effective policy recommendations and advocacy is carried out by thoroughly understanding Japan's 

policy-making process, which is difficult to understand from newspapers and other media alone. (We also plan to hear from 

practitioners who are advocating policy, etc. from the perspective of citizens). 

At the end of the lectures and exercises, students will mutually present their own policy recommendations and evaluations on 

existing policies to deepen their understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（小さな政府と大きな社会、市民の役割等） 

2. 政策とは何か①（政策によって何が変わるのか、具体的な事例をもとに考える、条例によって異なる風景、地域の在り方

等） 

3. 政策とは何か②（政策によって何が変わるのか、具体的な事例をもとに考える、市民主体の取り組みと政策の関係） 

4. 政策文書を読む（政策にするとはどういうことか、文書におとす意味等） 

5. 政策決定プロセス（スケジュール、アプローチ先、その後のフォロー等） 

6. 政策提言の進化プロセス（具体的な提言プロセスから見る） 

7. 課題解決を考えるための論理思考（EBPM とロジックモデル） 

8. 課題解決を考えるための論理思考（EBPM とロジックモデル） 

9. 政策評価の具体例（政府における行政評価プロセスから） 
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10. ステイクホルダーとは（ロビイング、政府というステイクホルダー・・・） 

11. 市民によるアドボカシー（ゲストスピーカー：实践者による講義、対談） 

12. 政策提言・評価発表会：社会課題の発見、分析（演習、発表、相互インプット等） 

13. 政策提言・評価発表会：社会課題の発見、分析（演習、発表、相互インプット等） 

14. 政策提言・評価発表会：社会課題の発見、分析（演習、発表、相互インプット等） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。必要なテキストは Blackboard に事前にアップする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業・演習における発表、他の参加者への貢献等(70%)/独自の政策提言の作成・発表(30%) 

３／４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

中央および地方政府の政策文書（審議会資料等の政策立案プロセスにおける文書を含む）、各種団体等による政策提言等の公

表資料を採り上げる。 

必要なテキスト等は blackboard に随時掲載するので事前に確認すること。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

なお、本講義で学ぶ EBPM やロジックモデルといった論理思考は、論文や研究にも資するものであり、その観点からの受講も歓

迎する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 

 

  



 - 63 - 

■VM327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM327／コミュニティデザイン学演習２７ 

(Practical Application:Community Design 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（貧困と社会的排除１） 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、現代の日本社会における貧困と社会的排除の全体像とその背景を学び、その解決の方向性を模索する。 

 

In this course, students will study the overall picture and background of poverty and social exclusion in contemporary Japanese 

society, and seek directions for its solution. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の日本社会における貧困と社会的排除に関する問題として、「寄せ場・路上生活者問題」、「生活保護制度をめぐる諸問題」、

「外国人の貧困と社会的排除」を取り上げ、それぞれの問題の歴史的経緯や社会的な背景を考察する。また、民間の各セクター

による生活困窮者支援の取り組みに学びながら、解決の方向性を探る。 

 

As problems related to poverty and social exclusion in contemporary Japanese society, we will take up the problems of "labor 

camps for drifters and street-dwellers", "various problems concerning the welfare system", and "poverty and social exclusion of 

foreigners" and consider the historical context and social background. In addition, while learning about efforts by the private 

sector to support people in need, we will seek directions for solutions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業意図の説明、今後の進め方など 

2. 現代日本における貧困と社会的排除の概要 

3. 路上生活者への襲撃と排除 

4. 寄せ場・路上生活者問題の歴史的変遷 

5. 戦後日本の格差と貧困の歴史 

6. 生活保護制度をめぐる諸問題 

7. グループディスカッション 

8. ゲストスピーカーによる報告 (1)社会的企業による生活困窮者支援 

9. 宗教者による生活困窮者支援 

10. 外国籍住民の貧困と社会的排除 

11. 戦後日本の難民・外国人政策の歴史 

12. ゲストスピーカーによる報告 (2)国内に逃れてきた難民への支援 

13. グループディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席票兼リアクションペーパー(30%)/授業への積極的な参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲葉剛、2016、『貧困の現場から社会を変える』、堀之内出版 (ISBN:978-4906708611) 

2. 岩田正美、2017、『貧困の戦後史』、筑摩書房 (ISBN:978-4480016591) 

 

参考文献（Readings） 

1. 稲葉剛、2013、『生活保護から考える』、岩波書店 (ISBN:978-4004314592) 

2. 田中宏、2013、『在日外国人 第三版―法の壁、心の溝』、岩波書店 (ISBN:978-4004314295) 

3. 磯村健太郎、2011、『ルポ 仏教、貧困・自殺に挑む』、岩波書店 (ISBN:978-4000246613) 

4. 岩田正美、2008、『社会的排除』、有斐閣 (ISBN:978-4641178038) 

5. 生田武志、2016、『釜ヶ崎から―貧困と野宿の日本』、筑摩書房 (ISBN:978-4480433145) 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

以下の科目担当者の HP も参照すること。URL：http://inabatsuyoshi.net/ 

ゲストの都合により、ゲストに来ていただく回が変更になる可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM328／コミュニティデザイン学演習２８ 

(Practical Application:Community Design 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（貧困と社会的排除２） 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、春学期に引き続き、現代の日本社会における貧困と社会的排除に関する現状とその背景を学び、解決の方向性を

模索する。 

 

In this course, following the spring semester, students will study the current situation and background on poverty and social 

exclusion in modern Japanese society, and seek directions for solutions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代日本社会における貧困と社会的排除の事例として、「子ども」、「女性」、「セクシャルマイノリティ」の置かれている状況を取り

上げ、それぞれの問題の歴史的経緯や社会的背景を学ぶ。 

 

As an example of poverty and social exclusion in contemporary Japanese society, we will take up the situations where "children", 

"women" and "sexual minorities" are placed, and learn the historical context and social background of each problem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業意図の説明、今後の進め方など 

2. 子どもの貧困問題に関する概要 

3. 子どもの貧困対策の現状と課題 

4. 社会的養護のもとにある子どもたちの状況 

5. 生活保護制度と子どもの貧困 

6. ゲストスピーカーによる報告 (1)困難を抱えた子どもへの支援 

7. 女性への暴力と貧困 

8. ジェンダーと貧困との関わり 

9. グループディスカッション 

10. セクシャルマイノリティの貧困と社会的排除 

11. ゲストスピーカーによる報告 (2)セクシャルマイノリティの人権擁護 

12. 受講生による事例分析の発表と討議(1) 

13. 受講生による事例分析の発表と討議(2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席票兼リアクションペーパー(30%)/プレゼンテーションおよび授業への積極的な参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中嶋哲彦・平湯 真人・松本伊智朗・湯澤直美・山野良一、2016、『子どもの貧困ハンドブック』、かもがわ出版 

(ISBN:978-4780308143) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山野良一、2014、『子どもに貧困を押しつける国・日本』、光文社 (ISBN:978-4334038212) 

2. 小杉礼子・宮本みち子 編、2015、『下層化する女性たちー労働と家庭からの排除と貧困』、勁草書房 (ISBN:978-4326653942) 

3. 松本伊智朗 編、2017、『「子どもの貧困」を問いなおすー家族・ジェンダーの視点から』、法律文化社 (ISBN:978-4589038708) 

4. 稲葉剛、2016、『貧困の現場から社会を変える』、堀之内出版 (ISBN:978-4906708611) 

5. 砂川秀樹、2018、『カミングアウト』、朝日新聞出版 (ISBN:978-4022737663) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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以下の科目担当者の HP も参照すること。URL：http://inabatsuyoshi.net/ 

ゲストの都合により、ゲストに来ていただく回が変更になる可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM332／コミュニティデザイン学演習３２ 

(Practical Application:Community Design 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ソーシャル・マーケティング論） 

担当者名 

（Instructor） 
高宮 知数(TAKAMIYA TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、「ソーシャル・イノベーション」や「ソーシャル・ビジネス」とともに、「ソーシャル・マーケティング」という言葉を目にすることが

増えてきました。ただしその多くは「ソーシャル・“メディア”・マーケティング」のことであり、1970 年代初めに提起され、CI やブラン

ディングのような活動もここから派生した元々の「ソーシャル・マーケティング」とは異なるものを指していることも多いのですが。 

本講義では、初期の研究者が提起した主要な論点や先進事例が形成してきた多様なソーシャル・マーケティングのアプローチに

触れるとともに、エシカルマーケティングやシェアリングエコノミーといった今日的テーマに対して、より深く多面的な考察を行ない

ながら、受講生がこれから社会的課題を考える時に役立つ、ソーシャルなマーケティング発想スキルの修得を目指します。 

 

In recent years, along with "social innovation" and "social business", the term "social marketing" has become increasingly 

prominent. However, in many cases, people are referring to "social 'media' marketing", and activities such as CI and branding, 

which came about in the early 1970s, and are different from the original "social marketing" from which they derive. 

In this course, we will touch on the main issues raised by early researchers and the various social marketing approaches that 

advanced cases have formed, as well as a deeper and more multifaceted themes in ethical marketing and the sharing economy. 

The aim is for students to acquire social marketing thinking skills that will help them to consider social issues in the future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

米国の法学者ローレンス・レッシグが『code』で提起したように、現代社会をコントロールする 4 つの大きなスキームの一つが、マ

ーケティングです。ただし、19 世紀の産業革命／大規模工場生産時代に適合させた法規や規範が世紀を超え大きく揺らぎはじめ

ているのと同様に、マーケティングもまた大きく変化してきています。 

ソーシャル・マーケティングに関するＷ．レイザーやＦ．コトラーら初期の研究や提起だけでなく、その誕生の背景となった 1960 年

代の時代状況、更にその 100 年前にラスキンが唱えた「カーム・エコノミー」のような先行する問題意識など、ソーシャル・マーケテ

ィングが内包してきた社会、経済、環境等に対する時代を超えた問題意識や着眼点を再確認することで、ソーシャル・マーケティ

ングを、いわば次世代のマーケティングの可能性を先取りしている動きであるという視点から捉え直します。続いて、非営利組織

や民間企業、行政機関により展開されている代表的な事例を取り上げ、ソーシャル・マーケティングの各種のアプローチに対する

受講生の理解を深めます。その上で、より複雑化している今日的社会課題解決に立ち向かう時に、改めてソーシャル・マーケティ

ングという視点の有効性について考え、社会的起業や ESG投資といった最近の動向についても、ソーシャル・マーケティングの視

点から一緒に考えていきたいと思います。 

なお、学部や实務でマーケティングに触れる機会の尐なかった受講生のために、講義理解に必要なマーケティングの主要概念や

基本的な用語については適宜紹介していきます。 

 

As the US law scholar Lawrence Lessig wrote in "Code", marketing is one of four major schemes to control modern society. 

However, just as the laws and norms which were adapted to the 19th century industrial revolution and large-scale factory 

production era are beginning to change greatly in the new millennium, marketing has also changed dramatically. 

By reaffirming not only the initial research and questions raised about social marketing by W. Lazer and F. Kotler and others, but 

also the ongoing sense of awareness and viewpoints about society, economy and environment, etc. that social marketing has 

embraced, such as the circumstances of the 1960s, which were the background of social marketing's birth and early awareness of 

problems such as the "calm economy" which Ruskin proposed 100 years ago, students will be able to rethink social marketing 

from the perspective of a forward-looking trend for so-called next-generation marketing. Next, we will highlight typical cases being 

developed by nonprofit organizations, private companies and government agencies, and deepen students' understanding of social 

marketing approaches. Then, when confronting the more complex social problem-solving of today, we will think about the 

effectiveness of the social marketing viewpoint again, and I would like to think together about recent trends such as social 

entrepreneurship and ESG investment from the social marketing viewpoint. 

For those students who have had little access to marketing in the undergraduate or practical fields, we will introduce the main 

concepts and basic terms of marketing necessary for understanding the lectures as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション マーケティングと社会デザイン 

2. ソーシャル・マーケティング誕生とその時代的要請 

3. ソーシャル・マーケティングの 40 年を 90 分で 
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4. ソーシャル・マーケティングの源流 100 年前、2000 年前 

5. 社会問題とマーケティング・アプローチ 

6. 非営利組織におけるマーケティング 

7. 企業セクター、行政セクターとソーシャル・マーケティング 

8. ゼロ年代以降のソーシャル・マーケティング 

9. CSV と CSR とソーシャル・マーケティング 

10. デザイン・イノベーションとソーシャル・マーケティング 

11. 地方創生と超高齢社会をソーシャル・マーケティングから考える 

12. ソーシャル・ネットやシェアリングエコノミーとマーケティング 

13. コトラーからミンツバーグまで  資本主義危機論とソーシャル・マーケティング 

14. まとめ 社会デザインツールとしてのソーシャル・マーケティング、その可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて授業時間中に行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席や講義内容への質問(40%)/授業中の議論における発言や見解表明などディスカッションへの参加度(30%)/授業時

のレポート・発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

決まったテキストは使用しません。都度必要なプリント等を配布する他、参考文献や資料を紹介していきますが、初期の基本文献

の多くは絶版であり、容易に入手可能な資料は限られているので、大学図書館等を利用してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー,エデュアルド・Ｌ・ロベルト、1995、『ソーシャル・マーケティング－行動変革のための戦略』、ダイヤモンド社 

(ISBN:4478501173) 

2. 村田昭治編著、1976、『ソーシャル・マーケティングの構図』、税務経理協会 

3. C・K・プラハラード,ベンカト・ラワスマミ、2004、『価値共創の未来へ－顧実と企業の Co-Creation』、ランダムハウス講談社 

(270000430) 

4. 水野開祐、2017、『法のデザイン』、フィルムアート社 (ISBN:978-4-8459-1605-4) 

5. Hastings,Gerard, Domegan,Christine. 2013. SOCIAL MARKETING -FROM TUNES TO SYMPHONIES.. ROUTLEDGE PRESS 

(ISBN:0415683734) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

各回の予習や課題の指示は、授業時に配布するプリントおよび blackboard 等で行います。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM333／コミュニティデザイン学演習３３ 

(Practical Application:Community Design 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ソーシャルキャピタルと地域創造） 

担当者名 

（Instructor） 
日下部 笑美(KUSAKABE EMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

昨今、ソーシャル・キャピタル(社会関係資本)は、社会心理学、医療、保健衛生、社会疫学、国際比較調査などの諸分野で論じら

れ、地域創造の要素としてもますます重要視されている。本講義の目的は、コミュニティーデザイン学の科目群の一つとして、１）

ソーシャル・キャピタルの基礎的概念の理解、２）地域におけるソーシャル・キャピタル積み上げ可能性の検討、そして、３）实例を

通じて、ソーシャル・キャピタルを今後の地域創造の实践に活かすために必要となる要素、方法についての考察である。 

 

Nowadays, social capital is discussed in various fields such as social psychology, medical care, health and hygiene, social 

epidemiology, and international comparative research, and it is increasingly regarded as an element of regional creation. As one 

subject in the group of community design studies, the purpose of this course is to: 1) Provide understanding of the basic concept 

of social capital, 2) Examine social capital accumulation in regions, and 3) Examine the elements and methods necessary to apply 

social capital to the practice of future regional creation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本セミナーでは、ソーシャル・キャピタル（SC）の概念への理解と応用力を深める為、SC 研究における代表的な理論や研究アプロ

ーチを理解し、現代社会における多種多様な地域づくりの分析・考察を持続可能な開発目標（SDGｓ）及びデザイン思考の見地か

ら行い、発表の意図に対する素材の組み立て方法についても学ぶ。ますます重要となるオープン・イノベーションにソーシャル・キ

ャピタルがどう地域内外の人々を繋ぎ、動員し、地域の課題に対処し地域創造に役立てられるかを、实例や实証研究を紹介しつ

つ、討論しながら考察する。 

 

In this seminar, in order to deepen understanding and application of social capital (SC) concepts, students will understand typical 

theories and research approaches in SC research, carry out analysis and consideration of various regional development issues in 

modern society from the viewpoint of the sustainable development goals (SDGs) and design thinking, and learn how to assemble 

materials for the intent of a presentation. Students will discuss and think about how open innovation, which is becoming 

increasingly important, and social capital can connect and mobilize people from inside and outside a region to help with regional 

issues and help create regions, while discussing actual cases and empirical research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Orientation  

2. ソーシャル・キャピタル（SC）の概念、定義の考察  

3. 地域づくりの实例の中に見る 3 種類のソーシャル・キャピタル  

4. 京都のソーシャル・キャピタルの事例と SC の歴史的背景  

5. ネットワーク分析で見る SC の強みとその効果 ～個の活きる繋がり方 

6. 地域課題解決で活きるソーシャル・キャピタルの効果   

7. 地域創造の理論と地域づくりの分類 ～SDGs とデザイン思考による評価視点 

8. 地域活動の成功事例とソーシャル・キャピタルの活用の考察   

9. 地球観から見た新宿の未来と社会貢献 ～素材の組み立て方と意図    

10. 産業ネットワークの SC、Silicon Valley のオープン・イノベーション他 

11. 補足講義 質問に応じ再講義等   

12. ソーシャル・キャピタルは人為的に蓄積可能か？   

13. 補足説明とレポート作成 

14. 各レポート発表  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業討論参加度(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 日下部笑美、2016、『3 種類目のソーシャル・キャピタルと社会起業家」『21 世紀社会デザイン研究』No．15』、立教大学大学院

21 世紀社会デザイン研究科紀要 

2. 諸富徹、2010、『地域再生の新戦略』、中央公論新社 

3. 野中郁次郎・廣瀬文乃・平田透、2014、『实践ソーシャル・イノベーション』、千倉書房 

4. 塩沢由典・小長谷一之（編）、2009、『まちづくりと創造都市２－地域再生編』、晃洋書房 

5. 加藤恵正編著、2016、『都市を動かす』、同友館 

6. 金安岩男、2002、『プロジェクト発想法』、中公新書 

7. 加藤恵正編著、2016、『都市を動かす』、同友館 

『社会学の名著』ちくま新書．高橋誠(1985) 『問題解決手法の知識新版』 日経文庫．トム・ケリー、デイヴィッド・ケリー（著）、千

葉敏生（訳）（2014）『クリエイティブ・マインドセット』日経 BP 社．金安岩男・加藤文俊（編）（2016）『時空間の視座－高橋潤二郎先

生と共に』地域開発研究所．山崎史郎（2017）『人口減尐と社会保障』中公新書． 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM334／コミュニティデザイン学演習３４ 

(Practical Application:Community Design 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ソーシャルイノベーションの分析） 

担当者名 

（Instructor） 
朋部 篤子(HATTORI ATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 ソーシャルイノベーション研究とは、「既存の公的制度の革新」、「新しい社会運動や市民参加の形成」、「柔軟な働き方の創造」、

「新しい組織行動や協働過程」など、市民社会の多様な変革に着目し、新たな制度や価値の創造と普及を探求するものです。 

 本講では、協働過程に焦点をあて、具体的プロジェクトや事業の社会課題解決の手法と主体、そして成果をとりあげ、分析手法

を学びます。特に、セクター間連携による解決手法は、社会へのインパクトが高まるものと期待される一方、利害関係者が多くな

る中で、従来のリーダーシップでは事業が進まないことが課題としてあげられます。いかに合意形成を行い、地域を巻き込むこと

ができるのか、国内外の研究成果や分析ツールを用いながら、価値創造のプロセスを考察します。 

 社会課題を整理し、事業や社会の変化を考察する視点を養い、また、高めることを目的としています｡ 

 

 Social innovation research focuses on diverse civic society reforms including "the reform of existing public systems", "the 

formation of new social movements and civic participation", "the creation of flexible workstyles", and "new organizational 

behavior and collaborative processes", and seeks to create and disseminate new systems and values. 

 In this course, we will focus on the collaborative process, learn methods and subjects of social problem-solving for specific 

projects and initiatives, and learn the analysis methods. In particular, while solution methods by inter-sector collaboration are 

expected to have a high impact on society, the number of stakeholders is increasing, and the problem that initiatives do not 

progress under conventional leadership has been raised. We will consider the process of value creation using domestic and 

international research results and analysis tools, to ask how we can form consensus and involve regions. 

 The purpose is to organize social issues and to cultivate and enhance the perspective of considering initiatives and social 

changes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 まず､ ソーシャルノベーションに関する国際的な研究の潮流、及び先行研究を説明し、ソーシャルイノベーションの概念を理解し

ます。ここでリサーチの切り口や研究成果を学びます。 

 次に、ソーシャルイノベーションを分析するアプローチ、手法を説明します。各自が活用できるよう、社会課題解決に取り組む複

数の事業に対して、課題の整理、プロジェクトの实態と成果を分析します。 

 また、リサーチクエスチョンに対してディスカッションを行いソーシャルイノベーションの本質をつかんでいきます。例えば、「非営

利セクターにとって利益とは何か」、「コミュニティにおけるインフラとは何か」、「地域の変革が持続するためには何が必要か」、

「協働を進めるリーダーシップとは」、「社会変革が広く支持されるためには何が必要か」、「社会セクターの成長戦略の課題は何

か」、「社会事業の所謂”エグジット”をどのようにとらえるか」、といった問いに向き合います。 

 最終的には、自らの関心をもつテーマで、事例分析と発表を行います。 

 

First, we will explain the trends of international research on social innovation and prior research, and understand the concept of 

social innovation. Here, students will learn the approach and results of research. 

Next, we will explain approaches and methods to analyze social innovation. We will organize the issues and analyze the actual 

situation and results of multiple projects that attempt to solve social problems so that students can use them themselves. 

We will also discuss research questions and understand the essence of social innovation. For example, we will consider the 

questions: "What are the benefits for the nonprofit sector?", "What is the infrastructure in the community?", "What is needed for 

regional transformation to be sustainable?", "What is leadership to promote collaboration", "What is needed for broad support of 

social change?", "What are the issues in growth strategy in the social sector", and "How should we consider the so-called 'exit' of 

social initiatives?" 

At the end, students will conduct case analyses and presentations on the themes of their own interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：ソーシャルイノベーション研究の潮流 

2. ソーシャルイノベーションの概念 (１) 社会起業家精神の定義、ハイブリッド組織の類型からイノベーションの概念をつかむ 

3. ソーシャルイノベーションの概念 (２) 非営利セクターの理論からコラボレーション領域と担い手を考える 

4. ソーシャルイノベーションの分析手法 (１) ソーシャルイノベーションの先行研究 

5. ソーシャルイノベーションの分析手法 （２) エコシステムマップを用いて社会事業を俯瞰する 

6. 事例研究（１) コラボレーションモデル事例から社会事業の利害関係者を明らかにする 
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7. 事例研究（２）アートや福祉の市場展開事例から革新性とは何かを考える 

8. ソーシャルイノベーションの分析手法 （３）ロジックモデルを用いてアウトカム(成果）を考える 

9. ソーシャルイノベーションの分析手法 (４) スケーラーズモデルを用いて、社会セクターにおける成長、拡大を考える。 

10. ソーシャルイノベーションの分析手法（５）社会セクターのビジネスモデルから、成長戦略と普及（社会・市民への浸透）を考

える 

11. 事例研究（３）大手企業が進めるソーシャルビジネス事例から投資と消費への変革を考える 

12. 振り返り： ソーシャルビジネスの持続性と「エグジット」を考える 

13. プレゼンテーション：ソーシャルイノベーション分析 

14. まとめ：ソーシャルイノベーションと社会デザイン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事例研究の関連資料は事前に読んだうえで授業に参加してください｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/プレゼンテーション(25%)/授業内ディスカッションへの貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献に表示した著書や新たな論文から､ 毎回の講義テーマに沿った箇所を提示します｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. Alex Nicholls and Alex Murdock (eds). 2012. social innovation. Palgrave macmillan (ISBN:9780230280175) 

2. 松永佳甫編、2015、『公共経営学入門』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872595055) 

3. 朋部篤子著、2012、『未来をつくる企業内イノベーターたち』、近代セールス (ISBN:9784765011280) 

4. Paul N. BLOOM. 2012. Scaling your social venture. Palgrave macmillan 

5. Jane Wei-skillern, James E. Austin, Herman. 2007. Enterpreneurship in the Social Sector. Sage Publications 

(ISBN:9781412951371) 

6. 朋部、武藤、渋澤編著、2012、『ソーシャルイノベーション』、日本経済評論社 (ISBN:9874818821026) 

7. 大守隆、2018、『ソーシャルキャピタルと経済』、ミネルヴァ書房 

Stanford Social Innovation Review http://www.ssireview.org/ 

Dees Gregory (2001) “The Meaning of Social Entrepreneurship”, CASE, Duke University 

http://www.caseatduke.org/documents/dees_sedef.pdf 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM339／コミュニティデザイン学演習３９ 

(Practical Application:Community Design 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ジェンダーとコミュニティ） 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 栄(KIKUCHI SAKAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、社会の中に身近に存在する性差に関わる課題についてジェンダーの視点から再考する。性役割、セクシュアリティ、

およびリプロダクションをめぐる事象がコミュニティでどのように認識されてきたのかを確認し、性をめぐる様々な思い込みや制度

に新たな視点を提供するジェンダー概念を理解することを目標とする。 

 

In this course, we will re-examine issues related to gender differences that exist in society from the perspective of gender. The 

aim is to see how gender roles, sexuality, and events surrounding reproduction have been recognized in communities and 

understand the concept of gender, which provides a new perspective on various beliefs and institutions around gender. 

 

授業の内容（Course Contents） 

性差に固定化されているものは役割のみならず、セクシュアリティもまた文化的に構築された概念であることが認識される社会に

なっている。セクシュアリティは SOGI（Sexual Orientation and Gender Identity：性的思考と性自認）における様々なあり方が存在

する。男性／女性という二極化された社会的・身体的「性の境界」と、個別的セクシュアリティをどのように捉えていけばいいのか。

ジェンダー概念はこうした性の多様性へのまなざしを、社会のマージナルな課題にも向け、新たな視点を提供してくれる。一方で、

性差を特徴づける妊娠・出産・母乳哺育といったリプロダクションの生物学的な役割と、それらに影響を与えているテクノロジーや

社会問題についても考えていきたい。 

 

Society recognizes that not only roles but also sexuality are culturally constructed concepts that are fixed in gender differences. 

Sexuality exists in various ways in SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity). How should we understand the bipolarized 

social and physical "sex boundaries" of male/female and individual sexuality? The concept of gender brings a new perspective to 

this gender diversity view and also to society's marginal issues. At the same time, we would like to consider the biological role of 

reproduction such as pregnancy, childbirth and breastfeeding, which characterizes gender differences, and the technology and 

social issues affecting them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ジェンダーとは何か 

2. メディアに表象されたジェンダー 

3. 男性学・女性学 

4. セクシュアリティとコミュニティ LGBTQ＋、SOGI 

5. 男女共同参画社会 研究発表 

6. コミュニティとジェンダー 研究発表 

7. 近代家族 結婚・恋愛・育児 

8. リプロダクションとジェンダー(1) 尐子化社会、妊娠・出産とテクノロジー 

9. リプロダクションとジェンダー(2) 不妊治療と生殖産業 

10. 国際社会とジェンダー 研究発表 

11. ジェンダーハラスメント セクシャル・ハラスメント、DV、＃MeToo 

12. 家族の形 フォスター（養子・里親）と LGBT 家族、児童虐待 

13. ジェンダー格差と人権 

14. まとめ、ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ジェンダー関連の図書を予習し、日頃のニュースや出来事に注目する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席、リアクションペーパー、発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に適宜紹介する。 
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参考文献（Readings） 

1. 江原由美子・山田昌弘、2008、『ジェンダーの社会学入門』、岩波書店 

2. 荻野美穂、2002、『ジェンダー化される身体』、勁草書房 

3. 落合恵美子、1989、『近代家族とフェミニズム』、勁草書房 

4. 白井千晶・菊地栄ほか、2016、『産み育てと助産の歴史』、医学書院 

5. B・S・ターナー、1999、『身体と文化』、文化書房博文社 

6. 原ひろ子、1979、『子どもの文化人類学』、晶文社 

7. B・K・ロスマン、1996、『母性をつくりなおす』、勁草書房 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM340／コミュニティデザイン学演習４０ 

(Practical Application:Community Design 40) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（サスティナブル・コミュニティ論） 

担当者名 

（Instructor） 
大和田 順子(OOWADA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習では、国内を中心に、都市を支える各地の農山村地域の課題解決や地域創生の取り組みなど、サステナブル・コミュニテ

ィを構築しようとしている事例をもとに、関連する思想や理論、現状・課題・可能性、ＳＤＧｓとの関わりを考察する。 

 

In this course, students will consider related ideas and theories, the current status, challenges, possibilities, and the relationships 

with the SDGs based on examples of trying to build sustainable communities, such as problem-solving in rural areas that support 

various cities and efforts of regional creation, focusing mainly on Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市部は食料やエネルギーの自給率が大変低く、私たちの暮らしは各地の農山漁村に支えられている。そうした農山漁村の多く

が過疎・高齢化で持続可能性が危ぶまれている。 

持続可能な社会（サステナブル・コミュニティ）とは、生物多様性や資源循環、温暖化防止など環境保全、互助や信頼など社会性、

そして活発な地域経済活動が行われている、心豊かで幸せな社会だと考える。それを構築するために、特に国内においては地

域の資源を活用した活性化や“つながり”を取り戻すことにより、地域から人材、資金が流出する中央集権型の社会構造を、分散

自立・地産地消・低炭素型の地域主権型社会へと転換することが必要である。 

近年、若者やシニア層の田園回帰、関係人口、や「世界農業遺産」など、地域固有の農林漁業や歴史・文化・生物多様性を活用

した地域循環経済の創出、SDGｓへの貢献が注目されている。 

授業の進め方は、講師による講義、講師や受講生がかかわっているコミュニティ、地域づくりの事例研究などを元に討議を重ねる

ことにより实践的な研究を進める。 

 

Urban areas have very low food and energy self-sufficiency rates, and our lives are supported by rural areas. Many of these rural 

areas are threatened with sustainability due to depopulation and aging. 

A sustainable community is thought to be a rich and happy society where biodiversity, resource recycling, environmental 

protection such as global warming prevention, sociality such as mutual support and trust, and active regional economic activities 

are carried out. In order to build such communities, especially in Japan, it is necessary to transform centralized social structures 

in which human resources and funds flow out of the region into distributed independent, local production for local consumption, 

and low carbon type regional autonomous type societies by reviving activation and "connection" using local resources. 

In recent years, attention has been focused on the creation of regional recycling economies that utilize unique local agriculture, 

forestry and fisheries, history, culture, and biodiversity, and contribution of SDGs such as return of young and elderly people to 

rural areas, related population, and "world agricultural heritage". 

The course will be based on practical research through multiple discussions about the lectures given by lecturers, communities in 

which the lecturers and students are involved, and case studies of community development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講座概要。受講者相互の問題意識・関心の共有  

2. サステナビリティとは何か：ＳＤＧｓ。サステナブル・コミュニティの概念 

3. 世界農業遺産（ＦＡＯ）と地域創生① 宮崎県椎葉村 いしにえより継承される循環型農法「焼畑」 

4. 世界農業遺産（ＦＡＯ）と地域創生② 全国 11 地域の世界農業遺産による地域活性化事例 

5. 地域認証：世界認証（世界農業遺産、ユネスコエコパーク、FSC など）からローカル認証まで 

6. 新しい働き方・ライフスタイル「里山クリエイティブス」・田園回帰 

7. 企業と地域の連携によるＣＳＶ（共通価値の創造） 

8. 農山村の自然資源を活かした新しいツーリズム：グリーンツーリズム、ヘルスツーリズム 

9. 自然エネルギーを活かした地域づくり 

10. コモンズ、交流・共創による震災復興・地域創生 

11. 有機農業、生産者と消費者の新しい関係  

12. サステナブル・コミュニティデザインの検討 

13. サステナブル・コミュニティデザインの発表 

14. サステナブル・コミュニティの可能性 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業で提示する資料・書籍等を用いて授業時間外に学習を行うこと  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内での発言、小レポート、フィードバックシートの記入など(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 大和田順子、2011、『アグリ・コミュニティビジネス』、学芸出版 

2. 大和田順子共著、2019、『ＳＤＧｓとまちづくり』、学文社 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM343／コミュニティデザイン学演習４３ 

(Practical Application:Community Design 43) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ＣＳＲ基礎論） 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 均(SUZUKI HITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・社会の持続可能な発展に貢献し、かつ企業自身の経済価値も長期的に高めるCSR(社会的責任)起点のサステナブル経営に関

する基礎知識及び实効性の高いマネジメントに関する基礎知見を習得。 

・国際機関、行政、市民組織（NGO、NPO）、消費者団体、労働団体など、企業のステークホルダーの立場で、国際行動規範など

を基に企業の CSR 活動について実観的に評価し、かつ CSR 起点の経営を働きかけ、協働によって社会課題の解決を図る専門

家に必要な基本的な知見を習得。 

 

- Students will acquire basic knowledge and basic understanding of highly effective management that contributes to the 

sustainable development of society and is related to sustainable management based on CSR (corporate social responsibility) 

which increases a company's own economic value in the long run. 

- Objectively evaluate corporate CSR activities from the perspective of corporate stakeholders such as international 

organizations, governments, civil society (NGOs, NPOs), consumer groups, and labor groups, etc., based on international codes of 

conduct, etc. and acquire basic knowledge necessary for professionals who solve social problems through collaboration using 

CSR-based management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

・社会の持続可能な発展への貢献と企業の長期価値創造の両立を目指す CSR 起点のサステナブル経営全般について講義す

る。 

・企業経営に CSR が求められるに至った背景、その概念、原則や構成要素などの基本要件を ISO26000 等の国際規格や規範な

どを踏まえて体系的に講義する。またそのコンセプトを経営の中核に統合化するための实効性の高いマネジメントプロセスを紹

介する。 

・ステークホルダーとの関係性やステークホルダー・エンゲージメントの实効性を高めるための方法論などについて国内外のケー

スなどを通じて紹介する。 

・日本企業の先進事例などを取り上げ、その強みや課題（弱み）、リスクなどを分析し、改善に向けた施策を考察し、实用性の高

い専門知識と知見を明らかにする。 

 

- Lectures will be given on overall sustainable CSR-based management, aiming at both contribution to the sustainable 

development of society and the creation of long-term corporate value. 

- Lectures will be given systematically on basic requirements such as the background, concepts, principles and components of 

CSR, which has come to be required for corporate management, based on international standards such as ISO 26000 and norms. 

We will also introduce highly effective management processes to integrate these concepts into the core of management. 

- We will introduce the relationships with stakeholders and methodologies for enhancing the effectiveness of stakeholder 

engagement through the study of domestic and international cases. 

- We will take up advanced cases of Japanese companies, analyze their strengths, issues (weaknesses), and risks, etc., consider 

measures for improvement, and clarify highly practical expertise and knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. CSR とは（概念、背景、世界的潮流など） 

2. CSR とは（概念、背景、世界的潮流など） 

3. CSR の原則、要素など（ISO26000 などの国際標準や規範などを通して） 

4. CSR の原則、要素など（ISO26000 などの国際標準や規範などを通して） 

5. CSR の原則、要素など（ISO26000 などの国際標準や規範などを通して） 

6. CSR 起点のサステナブル経営について、CSR の経営・組織への統合化プロセスなど 

7. CSR 起点のサステナブル経営について、CSR の経営・組織への統合化プロセスなど 

8. CSR 起点のサステナブル経営について、CSR の経営・組織への統合化プロセスなど 

9. グローバル化時代の CSR 関連リスクとリスクマネジメント（人権、環境、バリュー（サプライ）チェーンリスクなど） 

10. グローバル化時代の CSR 関連リスクとリスクマネジメント（人権、環境、バリュー（サプライ）チェーンリスクなど） 

11. 企業価値向上に資する戦略的 CSR 活動 

・社会価値を経済価値の両立を目指す経営 
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・コーポレートガバナンスと情報開示 

12. 企業価値向上に資する戦略的 CSR 活動 

・SDGs への貢献、戦略的社会貢献活動（NPO・NGO との連携による社会課題の解決など） 

・健康経営の实践 など 

13. ケーススタディ（先進的な企業を取り上げ、開示された情報などを基に強み、弱み（課題）と改善施策などを国際規格や規範

などを参考に評価分析の上議論を行う） 

14. ケーススタディ（先進的な企業を取り上げ、開示された情報などを基に強み、弱み（課題）と改善施策などを国際規格や規範

などを参考に評価分析の上議論を行う） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・ケーススタディで取り上げる企業のサステナブル経営について、統合（CSR）報告書や CSR レポート、及び公開されている関連

情報などを基に強みや課題、改善施策などを事前に調査、分析を行う（別途指定）。それを基に授業にて発表、議論等を实施す

る。また、上記の正規授業とは別に、当該企業への訪問と対話の实施も予定（参加は任意）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

レポートは、指定された企業について、統合報告書、CSR レポートなどを読み、国際行動規範や規格などとの対比あるいは同業

他社との比較に基づき、強味や課題、改善施策などの調査分析を行い、レポートにまとめる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ISO/SR 国内委員会監修、2010、『ISO26000:2010 社会的責任に関する手引き』、財団法人日本規格協会 

(ISBN:ISBN978-4-542-40245-4) 

2. 鈴木均、2017、『立教大学 21世紀社会デザイン研究（紀要 2016 年 15 号）「グローバル CSR の潮流」』、立教大学 21 世紀社会

デザイン研究 

授業では講義資料を事前に用意します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本恒雄監修（鈴木均共著）、2019 年、『CSR 検定 3 級公式テキスト』、ウイズワークス (ISBN:ISBN978-4-904899-42-7) 

2. 企業と社会フォーラム（鈴木均他）、2015 年、『持続可能性と戦略』、千倉書房 (ISBN:ISBN978-4-8051-1070-6) 

3. 川村雅彦、2015 年、『CSR パーフェクトガイド』、ウイズワークス (ISBN:ISBN9784-904899-46-5) 

「CSR 新版経営戦略「社会的責任」で競争力を高める」野村総合研究所 伊吹英子著、発行所：東洋経済新報社 2014 年 

ISBN78-4-492-53347-5 

・「新興国ビジネスと人権リスク」海野みずえ著 （株）現代人文社 

・谷本寛治編著「ソーシャルビジネスケース」中央経済社 2015 年 ISBN978-4-502-15231-3 

・熊谷謙一「ISO26000 と労使の課題」日本生産性本部 2013 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

・「社会保険労務士と CSR」社労士への期待：「健康経営」のフレームワークを活用した「攻めの労働 CSR」の取組で企業価値を向

上 社労士総研研究プロジェクト報告書（平成 29 年）鈴木均 

・ 鈴木均著「 中小企業が社会的責任（CSR）に取り組むための７つのステップ」社会保険労務士連合会総研レポート 2018 年 5

月号 https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/souken/2018/soukenrepo_2018-05.pdf 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM344／コミュニティデザイン学演習４４ 

(Practical Application:Community Design 44) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（アジア・アフリカの社会デザイン） 

担当者名 

（Instructor） 
田中 由美子(TANAKA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバルな開発課題を理解し､ 国際協力を進めていくための基礎知識､ 实践的なスキルや考え方を身に付け、グローバル人

材としての能力向上を図ることを目標とする。 

 

The aim is to understand global development issues, acquire basic knowledge to advance international cooperation, practical skills 

and ideas, and improve the student's ability as a global human resource. 

 

授業の内容（Course Contents） 

持続可能な開発目標（SDGs）に沿って、アジア・アフリカにおける開発課題についての考察を通じ、特にジェンダーと多様性の観

点から、社会・コミュニティの制度構築や開発政策へのインプリケーションをケース・メソッドや参加型演習を通じて明らかにしてい

く。  

 

In line with the Sustainable Development Goals (SDGs), through consideration of development issues in Asia and Africa, with 

particular emphasis on gender and diversity, we will clarify the implications for social and community institution building and 

development policies through case studies, methods, and participatory exercises.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 国際協力のためのグローバルな潮流 と SDGs 

2. 国際協力の課題分析演習：多様性・ジェンダーの分析手法（1）  

3. 国際協力の課題分析演習：多様性・ジェンダーの分析手法（2）  

4. 国際協力の課題分析演習：多様性・ジェンダーの分析手法（3）  

5. ＳＤＧｓゴール１： 国際協力とあらゆる形態の貧困削減 

6. SDGs ゴール２： 国際協力と食料の安全保障と飢餓 

7. 中間発表 

8. ＳＤＧｓゴール３： 国際協力と健康とユニバーサルヘルスカバレッジ 

9. SDGs ゴール４： 国際協力と生涯教育 

10. SDGs ゴール５： 国際協力におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント 

11. SDGs ゴール８： 国際協力における雇用とディーセントワーク 

12. SDGs ゴール１１と１３： 国際協力における気候変動と災害対策支援 

13. SDGs ゴール 12： 国際協力と持続可能な消費、ソーシャルビジネス 

14. 期末発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の前にリーディング・アサイメント（ケース・マテリアアルなど）を読み、予習し、レジメを発表することが求められることがある。

復習として、宿題が提示されることもある。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポートと発表(30%)/授業への参加、グループディスカッション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中由美子、甲斐田きよみ、高松香奈、2017、『はじめてのジェンダーと開発ー現場の实体験から』、新水社 

(ISBN:978-4-88385-190-4) 

2. 田中由美子、2016、『「近代化」は女性の地位をどう変えたかータンザニア農村のジェンダーと土地権をめぐる変遷』、新評論 

(ISBN:978-4-7948-1050-2) 

3. 山口しのぶ,毛利勝彦,国際開発高等教育機構、2011、『ケースで学ぶ国際開発』、東信堂 (ISBN:978-4-7989-0074-2) 

4. ウィリアムズ、スザンヌ、他、2011、『オクスファム男女共同参画研修マニュアル』、北樹出版 (ISBN:978-4-7793-0288-6) 

5. 佐藤仁、2016、『野蛮から生存の開発論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07677-2) 
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参考文献（Readings） 

1. 菅野琴、西村幹子、長岡智寿子、2012、『ジェンダーと国際教育開発』、福村出版 (ISBN:978-4-571-41047-5) 

2. 浅野富美枝、2016、『人間の復興を担う女性たち』、生活思想社 (ISBN:978-4-916112-27-9) 

3. 林俊行編、2008、『国際協力専門員― 技術と人を結ぶファシリテータたちの軌跡』、新評論 (ISBN:978-4-7948-0787-8) 

4. アマルティア・セン、2007、『人間の安全保障』、集英社新書 (ISBN:4-08-720328-X) 

5. 長田華子、2016、『990 円のジーンズがつくられるのはなぜ』、合同出版 (978-4-7726-5) 

6. 滝澤三郎、山田満、2017、『難民を知るための基礎知識』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4416-4) 

7. 友松篤信、桂井宏一朗、2006、『大学テキスト国際協力論』、古今書院 (ISBN:4-7722-5100-6) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

授業は、視聴覚教材を活用し、グループディスカッションなどの参加型でおこないますので、アクティブ・ラーニングに積極的に参

加してください。   

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM345／コミュニティデザイン学演習４５ 

(Practical Application:Community Design 45) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（親密性と現代社会） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

家族や友人、恋人などの親密な関係は、現代社会を理解するための重要な要素の一つである。本授業では、親密な関係が近代

以降にどのような変化を遂げていて、また現在いかなる状況にあるのかを講義する。そうすることで、主に社会学の立場から、親

密性を分析する視座を修得することを目指す。 

 

Intimate relationships such as family, friends and lovers are one of the key elements to understanding modern society. In this 

course, we will give lectures on what kind of changes have occurred to intimacy since the modern age and what the current 

situation of intimacy is. By doing so, the aim is that students acquire the perspectives required to analyze intimacy, mainly from 

the standpoint of sociology. 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的には、以下の手順で授業を進める。まず、いくつかの親密性の定義を紹介したうえで、現代社会における親密性の特徴を

捉えるための、「個人化」や「純粋な関係」といったキー概念を説明する。次に、家族や友人、恋人といった関係をそれぞれ取り上

げ、具体的な事例を交えつつ、上述の観点から分析する。そのうえで、現代の親密性のあり方にどのような問題性や課題が存在

するのかを、共依存や DV といった現象を取り上げつつ、受講生と共に議論する。 

 

Specifically, the class will proceed as follows: First, we will introduce some definitions of intimacy and then explain key concepts 

such as "individualization" and "pure relationships" to capture the characteristics of intimacy in modern society. Next, we will 

take up relationships such as family, friends, and lovers, and analyze them from the above perspectives, using specific examples. 

After that, we will discuss with students what kind of problems and issues exist in intimacy in the modern world, taking up 

phenomena such as codependence and DV. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 親密性とは何か 

3. 後期近代としての現代社会 

4. ギデンズの親密性論 

5. 家族① 家族の戦後史 

6. 家族② 家族の現代史 

7. ディスカッション① 

8. 友人関係の変容と現在 

9. 恋愛の変容と現在 

10. 親密性は家族を代替しうるのか 

11. ディスカッション② 

12. 親密性における問題の事例① 共依存 

13. 親密性における問題の事例② 失踪 

14. ディスカッション③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に自らが関心を持った回のテーマについては、復習を行い、理解を深めておくと良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

平常点は授業時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. なし、『なし』、なし 
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参考文献（Readings） 

1. 筒井淳也、2008、『親密性の社会学―縮小する家族のゆくえ』、世界思想社 

2. 中森弘樹、2017、『失踪の社会学――親密性と責任をめぐる試論』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978-4766424812) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM348／コミュニティデザイン学演習４８ 

(Practical Application:Community Design 48) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会問題の分析理論） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

より良い社会やコミュニティを構想するにあたって、社会問題や社会病理とされている現象を研究することは重要な手段の一つで

ある。そこで本授業では、主に社会学における、社会問題を分析するための様々な理論枞組を紹介する。そのうえで、どのような

視座が自らの関心や研究目的に合っているのかを、受講者が自身で判断できるようになることを目指す。 

 

In order to design better societies and communities, studying social problems and phenomena called social pathology is one of the 

important tools. In this course, we will introduce various theoretical frameworks for analyzing social problems, mainly from 

sociology. In addition, the aim is that students will be able to decide for themselves what perspectives are suitable for their own 

interests and research objectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、社会問題を研究する視座が、大別すると实証主義と解釈主義の二つに分かれることを説明する。次に、それぞれの視座に

対応する理論枞組み（实証主義の場合は社会解体論や逸脱行動論や機能主義など、解釈主義の場合はラベリング理論や構築

主義アプローチなど）を、有名な研究の事例を取り上げつつ紹介する。最終的には、受講者に各自が関心のある社会問題を一つ

選んでもらい、紹介したいずれかの理論枞組みを用いて分析・報告をしてもらう。 

 

First, we will explain that the perspective to study social problems is roughly divided into positivism and interpretivism. Next, we 

will introduce the theoretical frameworks corresponding to each perspective (in the case of positivism, social disintegration theory, 

deviant behavior theory, and functionalism; in the case of interpretivism, labeling theory and constructivism approach) using 

examples of famous pieces of research. Finally, the students will select one social problem that they are interested in and analyze 

and report on it using any of the theoretical frameworks introduced. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会問題／社会病理とは何か 

3. 起源としてのデュルケーム社会学 

4. 实証主義アプローチと解釈主義アプローチ 

5. 逸脱行動論① 社会解体論 

6. 逸脱行動論② コントロール理論 

7. 機能主義① マートンのアノミー論、逸脱の緊張理論 

8. 機能主義② 順機能／逆機能、潜在機能／顕在機能 

9. ディスカッション① 

10. 統計データの読み方 

11. 逸脱行動論③ ラベリング論 

12. 構築主義 

13. フーコーと言説分析 

14. ディスカッション② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に関心を持ったアプローチや理論に関しては、積極的に復習を行い、理解を深めるようにすると良い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

平常点は講義時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡邊健（編）、2014、『犯罪・非行の社会学――常識をとらえなおす視座』、有斐閣ブックス (ISBN:978-4641184183) 

 



 - 84 - 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM349 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM349／コミュニティデザイン学演習４９ 

(Practical Application:Community Design 49) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（市民社会とアーカイブズ） 

担当者名 

（Instructor） 
平野 泉(HIRANO IZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アーカイブズ（archives）とは、組織や個人が日常的な業務の遂行にあたって作成・収集・蓄積・活用するさまざまな記録、そうした

記録のまとまり、そしてそれを保存する機関や建物を指す多義的な言葉である。組織や個人が自らの営みを記録して未来の検

証に開く場としてのアーカイブズは、「今、やるべきこと」に過去の記憶を役立てるための实用的なツールであるとともに、「市民社

会」における自由な討議の基礎となるべき情報を提供するための重要なツールでもある。 

この演習の目標は、(1) 組織や個人の活動と、活動の中で作られ蓄積していく記録群＝アーカイブズとの関係を理解すること、

(2) 「市民社会」においてアーカイブズが果たす役割を、市民としての自らの活動の中に位置づけることに加え、履修者のほとん

どが博士前期課程に在籍していることから、(3) 研究活動の中でアーカイブズとどう関わるべきか、という点についてもアプローチ

していく。 

 

"Archives" is an ambiguous word that may mean various records that organizations and individuals create, collect, store and use 

in performing daily tasks, a compilation of such records, or the institution or building that stores these records. Archives, as a 

place where organizations and individuals record their activities and open them for future verification, are practical tools to use 

past memories for "what needs to be done now", and are also an important tool to provide information that should be the basis of 

free discussion in "civil society". 

The aims of this course are 1) To understand the relationships between organizational and individual activities and archives, which 

are records that are created and accumulated during these activities, 2) To place the role that archives play in "civil society" as 

one's own activities as a citizen, as well as 3) To approach how to relate archives to research activities, since most of the 

registered students are enrolled in a Master's program. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、組織や個人が業務・活動の中で生み出すあらゆる記録の管理・運用に関する学問であるアーカイブズ学の考え

方を身につけることで、市民として、また研究者としてアーカイブズと適切に相互作用できるようになることを目指す。演習は講義、

学生による報告、そして具体的な資料群を対象とした实践を 3 本柱とする。対象とする資料群は、60 年代以降の住民・市民運動

に関する国内有数のアーカイブズである、立教大学共生社会研究センター所蔵資料の中から履修者の関心に応じて選択する。

そのうえで、アーカイブズに対して行われる様々な処理や、資料検索・調査・分析といった一連の作業を体験し、公開やデジタル

化をめぐる具体的な課題を検討することを通して、市民社会におけるアーカイブズのあるべき姿について考える。 

 

In this course, the aim is that students will become able to interact properly with archives as citizens and as researchers by 

acquiring the concepts of archives studies, which is the study of the management and operation of all records created by 

organizations and individuals in their operations and activities. The course will consist of lectures, student reports, and exercises 

targeting specific resources. The target collection of materials will be selected according to the interests of the students from 

among the collection of Rikkyo Research Center for Cooperative Civil Societies, which is one of the nation's leading archives of 

resident and citizen movements since the 1960s. Based on this, students will experience the series of tasks such as searching for 

materials, researching, and analyzing, etc., in the archives, and by examining the specific issues surrounding publishing and 

digitizing, students will think about the proper form of civil society archives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. アーカイブズとは何か：人間、行為、書かれたもの 

3. 立教大学共生社会研究センター見学 

4. アーカイブズ学の基本的枞組 

5. 講義とワーク：「記録」と向き合う 

6. Process an archive! (1)： 具体的な資料群を用いたアーカイブズ实習(1） 

7. Process an archive! (2)： 具体的な資料群を用いたアーカイブズ实習(2) 

8. Process an archive! (3)： 实習結果の報告 

9. ワーク：デジタル・アーカイブを利用する(1) 

10. ワーク：デジタル・アーカイブを利用する(2) 

11. アーカイブズと市民社会 
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12. アーカイブズに関する法的枞組 

13. 最終レポート報告 

14. 総括と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

立教大学共生社会研究センター・ウェブサイト http://www.rikkyo.ac.jp/research/laboratory/RCCCS/ の「所蔵資料」に関する部

分、およびセンター発行の『PRISM』（http://dspace.rcccs.rikkyo.ac.jp/handle/11008/648 から全号ダウンロード可能）を事前に読

んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（クラスでの発言・質問、ディスカッションへの参加状況、報告内容、授業内の提出物など）

(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. エリザベス・シェパード 他著、2016、『レコード・マネジメント・ハンドブック-記録管理・アーカイブズ管理のための-』、日外アソ

シエーツ (ISBN:9784816926112) 

2. 九州史学会・公益財団法人史学会編、2015、『過去を伝える、今を遺す－歴史資料、文化遺産、情報資源は誰のものか』、山

川出版社 (ISBN:9784634600249) 

Yale University, Beinecke Rare Books and Manuscript Library. Processing Manual. 2015. 

http://beinecke.library.yale.edu/processing-manual 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画については､ 受講人数や受講生の関心・問題意識に応じて時間配分・内容が変動する場合がある｡  

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM350 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM350／コミュニティデザイン学演習５０ 

(Practical Application:Community Design 50) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（場の人間学） 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢日本最初の哲学書｣ と言われる『善の研究』に基づき､ 倫理学の基礎や東西における倫理的諸説を学ぶ。具体的な学習目標

は、（１）西田の基本的な考え方を、実観的に説明・批評ができるようになること、また、（２）それを援用または批判しながら、自ら

の考えや主張を表現できるようになること。   

 

Based on "An Inquiry into the Good", which is said to be "the first Japanese philosophy book", students will learn the basics of 

ethics and ethical theories in the East and West. The specific learning goals are 1) To become able to objectively explain and 

criticize Nishida's basic ideas, and 2) To become able to express one's own ideas and claims while using or criticizing Nishida's 

ideas.   

 

 

授業の内容（Course Contents） 

 西田幾多郎の『善の研究』は､１９１１年の出版から百年を過ぎながら､ 現在でも国内外で多く読まれ､ 影響力の強い哲学書で

ある｡ 特にこの書が広く一般人にも読まれた大正・昭和初期は､ 江戸時代までの伝統的な倫理観がくずれながらもまだ影響力を

持ち続け､ かつ､ 明治期を通して欧米からの新たな倫理が取り入れられ浸透してきた時期でもあった｡ 価値の相対性が常態化

した現代社会に生きる人間にとって、あらためて「よく生きる」とは何なのか、西田の哲学が实効的な倫理の基礎となりうるのかを

考え、“哲学的”な思考力を養っていく｡ 

 学生は、事前に指定の文章を読み、授業内で講師による（可能なかぎりやさしい）内容解説を聞いて質疑・討議を行い、授業後

に簡単なコメントを書く。そのコメントを次回の授業でフィードバックし、参加者全員で共有することで、授業を、循環する複方向型

の「対話の場」、「知的探求の共同体」としたい。 

 

Kitaro Nishida's "An Inquiry into the Good" is an influential philosophical book that has been read by many people in Japan and 

overseas, even though it is over one hundred years since its publication in 1911. Especially, this book had been widely read by the 

general public in the Taisho and early Showa periods which continued to be influential although the traditional sense of ethics up 

to the Edo period had been broken, and which was also a time when new ethics from Europe and the United States were adopted 

and infiltrated after the Meiji period. For people living in modern society where relativism has become normal, students will think 

again about what "living well" means, think about whether Nishida's philosophy can be the basis of effective ethics, and develop 

"philosophical" thinking skills. 

 Students must read the designated texts in advance, listen to the (simple as possible) commentary by the lecturer in the classes, 

ask questions and dialogue, and write brief comments after the classes. By feeding back the comments in the next class and 

sharing them with all the participants, we hope to make the class a multi-directional and circulatory "place of dialogue" and 

"community of intellectual inquiry". 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 人間の行為は意識が重要 

3. 意志（行為）を哲学する 

4. 自由意志の必然性 

5. 価値とリアリティ 

6. 倫理学説１ 直覚主義 

7. 倫理学説２ 権威主義 

8. 倫理学説３ 主知主義 

9. 倫理学説４ 功利主義 

10. 倫理学説５ 主意主義 

11. 人格と善 

12. 善い行為をしようとする動機 

13. 善い行為をする具体的目的 

14. 完全なる善行､ まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／テキストの各授業での該当箇所を事前に読み、考えてくること。 

復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋実観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回コメント(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西田幾多郎、2012、『善の研究』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM352／コミュニティデザイン学演習５２ 

(Practical Application:Community Design 52) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（アフリカ地域研究） 

担当者名 

（Instructor） 
村尾 るみこ(MURAO RUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、アフリカの社会文化について、多様なテーマから総合的に理解することを目標とします。特に、異なる価値観を知り、

異文化を捉えなおす視点を重要にします。 

 

This course aims to give students a comprehensive understanding of the social and cultural context of Africa from diverse themes. 

In particular, we will place importance on the perspectives of knowing different values and understanding different cultures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代のアフリカ社会は激動の渦中にあると同時に、世界のなかで重要な地位を占めています。また今後 100 年のうちに、アフリカ

大陸の人口は世界人口のうち 4 割を占めると推計され、アフリカ社会への注目はますます高まるものと考えられます。そのため、

生態環境、民族、歴史、言語、家族、宗教、生業、食文化等のテーマごとに学び、アフリカ社会を総合的に理解する講義内容とな

っています。 

 

Modern African society is in the midst of turmoil and at the same time occupies an important position in the world. In the next 100 

years, it is estimated that the population of the African continent will account for 40% of the world's population, and the focus on 

African society is expected to increase further. Therefore, this course teaches themes such as ecological environment, ethnicity, 

history, language, family, religion, livelihood, and food culture to understand African society comprehensively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アフリカの社会文化とグローバル化 

2. 生態環境 

3. 歴史 1 

4. 歴史 2 

5. 歴史 3 

6. 歴史 4 

7. 結婚と家族 

8. 宗教生活 

9. ポピュラーアート 

10. 自然保護と地域住民 

11. 紛争 

12. 難民 

13. 食文化 

14. 総論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・テキストはかならず事前に読むこと 

・必要に応じて資料を作成することを求める 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義での取り組み等(50%)/発表・議論(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松田素二、2014、『アフリカ社会を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:9784790716167) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM353／コミュニティデザイン学演習５３ 

(Practical Application:Community Design 53) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ライフストーリーと社会的帰属） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

安定した社会においては、個人の人生は、節目ごとの「通過儀礼」をなぞる。それは社会的規範を象徴的な体験を通して学び、帰

属を深めていくプロセスとなる。しかし、変化が激しく不安定な社会においては、規範自体も流動化し、社会的帰属を確立すること

が難しくなる。 

 

東日本大震災は、未曾有の大災害であっただけでなく、私たちが築き上げてきた社会の前提を揺るがすアイデンティティ・クライ

シスでもあった。そして世界は、グローバリズムとローカリズムがせめぎ合う時代に入った。私たちの社会そのものが、出口の見

えない巨大な「通過儀礼」に遭遇している。そういう時代にあっては、個人は自分の人生の軌跡を現代史の中に積極的に刻む責

務を負う。それは、不安定化し流動化する社会状況に流されず、主体的に社会的規範と帰属を再興していくプロセスとなる。 

 

本授業では、「過去」の人生体験を振り返り、新しい意味づけ（語り直し）をする。それは時に、現在の自己を規定する（古い）アイ

デンティティの変容を意味する（特に「沈黙のストーリー」が出現するとき）。そして、刷新された「今」を起点に、「未来」を展望する

ライフデザインを通して「理想の人生」を手繰り寄せる。この一連のプロセスにチームで向き合うことで、新しいソーシャルストーリ

ー（社会的規範と帰属の物語）の協働編集が始まる。 

 

In a stable society, an individual's life follows a "rite of passage" at each stage. It is a process of learning and deepening social 

norms through symbolic experiences. However, in a rapidly changing and unstable society, the norms themselves become fluid and 

it becomes difficult to establish social belonging. 

The Great East Japan Earthquake was not only an unprecedented catastrophe, but also an identity crisis that shook the social 

assumptions that we have built up. And the world has entered an age when globalism and localism are in conflict. Our society itself 

is entering a huge "rite of passage" where the exit cannot be seen. In such times, individuals are obliged to actively trace their 

roots in modern history. It is a process of reviving social norms and belonging independently, without being swayed by destabilizing 

and fluidizing social situations. 

In this course, we will reflect on the life experiences of the "past" and give new meaning (retelling). This sometimes means the 

transformation of the (old) identity that defines the present self (especially when a "silent story" emerges). Then, starting with the 

reformed "now", we will bring together "the ideal life" through life design that looks to the "future". By facing this series of 

processes in teams, collaborative editing of new social stories (social norms and belonging stories) begins. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1 回のオリエンテーションのあと、 4 ステージ（「起承転結」）で展開し、最後に総括の時間をもつ。本授業全体が「ひとつの物語」

として展開する。 

（１） 起―ライフストーリー概論（過去・現在・未来を貫く物語） 

（２） 承―パーソナリティの発見（自己を実観視する枞組み） 

（３） 転―通過儀礼と社会（自己成長の契機） 

（４） 結―英雄の旅としてのライフストーリー（「理想の人生」のデザイン） 

本授業では、社会学や心理学などの手法としてのライフストーリーを参考にしつつ、厳密な学問的定義にはこだわらず、社会デ

ザインの現場を立体化する手法のひとつとして活用する。全員が体験者である「3.11」を起点に、「幼年期・青年期・中年期・老年

期」という４ライフステージと、戦後７0 年余の「時代論・世代論」を組み合わせ、それぞれのライフストーリーをひとつなぎにするこ

とで、「私の物語」を「私たちの物語・社会の物語」に変換していく。そうした集合的な物語は、多様な「理想の人生」を实現するプラ

ットフォームとなる。 

 

After the first orientation, we will develop four stages ("introduction, development, turn and conclusion"), and finally provide a 

summary. The entire course develops as "one story". 

(1) Introduction - Overview of life stories (story through the past, present and future) 

(2) Development - Discovery of personality (framework to objectively view self) 

(3) Turn - Rite of passage and society (opportunity for self-growth) 

(4) Conclusion - Life story as a hero's journey (design of an "Ideal Life") 

In this course, we will use life stories as one method of making the real practice of social design three-dimensional, not adhering to 

strict academic definitions, while referring to life stories as a method of sociology and psychology, etc. Starting with The Great 
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East Japan Earthquake, which all of us experienced, we will combine the four life stages of "childhood, adolescence, middle age, 

and old age" and "era theory and generation theory" over the 70 years since the second world war, and by linking our life stories, 

we will convert "my story" into "our story/society's story". Such a collective story is a platform to realize diverse "ideal lives". 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「ライフストーリーとは何か」 

2. 起―ライフストーリー概論１（ライフストーリーの理論的系譜） 

3. 起―ライフストーリー概論２（「個人の物語」の枞組み） 

4. 承―パーソナリティの発見１（外部環境（１）時代が育てるライフストーリー） 

5. 承―パーソナリティの発見 2（外部環境（２）世代で共有するライフストーリー） 

6. 承―パーソナリティの発見 3（内部環境（１）パーソナリティを知る） 

7. 承―パーソナリティの発見 4（内部環境（２）９つのタイプ・９つのレベル） 

8. 転―通過儀礼と社会１（伝統社会における「成人」） 

9. 転―通過儀礼と社会２（現代社会と「中年の危機」） 

10. 転―通過儀礼と社会３（老年の可能性―「100 年人生」の時代） 

11. 結―英雄の旅としてのライフストーリー1（ライフデザイン（１）過去の再編集） 

12. 結―英雄の旅としてのライフストーリー2（ライフデザイン（２）現在の再認識） 

13. 結―英雄の旅としてのライフストーリー3（ライフデザイン（３）未来の再創造） 

14. 総括―「英雄の旅―理想の人生を生きる」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/クラスディスカッションへの参加(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 桜井厚、2005、『ライフストーリー論』、せりか書房 

2. リンダ グラットン、アンドリュー スコット、2016、『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)―100 年時代の人生戦略』、東洋経済新報社 

3. ビル バーネット、デイヴ エヴァンス、2017、『LIFE DESIGN(ライフデザイン)――スタンフォード式 最高の人生設計』、早川書

房 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM354／コミュニティデザイン学演習５４ 

(Practical Application:Community Design 54) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（エシカル・ビジネス論） 

担当者名 

（Instructor） 
細川 淳(HOSOKAWA ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 近年、ソーシャル・ビジネスの台頭、営利企業の CSR 戦略化、非営利組織の事業化、というように、異なる基盤を持つ多くの組

織が「社会性」と「事業性」の両ミッション（デュアル・ミッション）追求という共通の方向性を見い出すようになってきています。 

 本講義ではデュアル・ミッション追求の事業モデルを「エシカル・ビジネス」と定義し、その関連する諸概念、発展過程、経営の实

際、課題を検討して行きます。 

 事業組織研究を目する学生、ソーシャル・ビジネス／CSR／CSV／ステークホルダー論研究を目する学生、起業や社内起業を

目する学生の皆さんとともに、本概念の考察と深耕を目標とします。 

 

 In recent years, many organizations with different foundations have come to find a common direction in pursuing both "social" 

and "business" missions (dual missions), such as the rise of social businesses, CSR strategies of for-profit companies, and 

commercialization of nonprofit organizations. 

 In this course, we define the business model of dual mission pursuit as "ethical business", and will examine the related concepts, 

development process, management practices and issues. 

 We will aim to consider and deepen understanding of these concepts together with students looking at business organization 

research, students looking at social business/CSR/CSV/stakeholder studies, and students looking at entrepreneurship and 

intrapreneurship. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 理論と实践の両側面からのアプローチによって、エシカル・ビジネスの様相を浮き彫りにして行きます。 

 講義、事例研究、实践家からのヒアリングなどを組み合わせ、また皆さんとのディスカッションと創発によって、ともにエシカル・ビ

ジネスの地平を探求していきます。 

適宜ゲスト・スピーカーによる講演を織り込み、エシカル・ビジネスの現状を浮き彫りにします。 

 

We will highlight the aspects of ethical business using the two approaches of theory and practice. 

By combining lectures, case studies, hearings from practitioners, and discussions with students, we will explore the ethical 

business field. 

We will incorporate lectures by guest speakers as appropriate, to highlight the current state of ethical business. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 エシカル・ビジネスとは？ 林立する諸概念 

2. 躍動するエシカル・ビジネス組織 

3. いろいろな概念の整理： グラデーションで把握する 

4. グレゴリー・ディーズのソーシャル・エンタープライズ論 

5. ソーシャル・ビジネス論 

6. マイケル・ポーターの CSV 論 

7. 事例を通してポーターの CSV 論を検討する 

8. ステークホルダー論 

9. 事例を通してステークホルダー論を検討する 

10. エシカル・ビジネス論 

11. エシカル・ビジネス組織の实際 

12. コーオウンド・ビジネス（従業員所有事業） 

13. 産業革命に端を発する私たちの社会 

14. エシカル・ビジネス・アントレプレナーの行状 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(70%)/授業参画：質問、発言を歓迎します。(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリント等資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 細川あつし、2015、『コーオウンド・ビジネス －従業員が所有する会社』、築地書館 (ISBN:978-4-8067-1502-3) 

2. 内山節（細川あつし共著：第 2 章 エシカル・ビジネス）、2015、『半市場経済 －成長だけでない「共創社会」の時代』、角川新

書 (ISBN:978-4-04-082025-5) 

必要に応じてプリント等資料を配布します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

一般社団法人従業員所有事業協会 

http://jeoa.org/ 

 

株式会社コア・ドライビング・フォース 

http://www.cdforce.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM355／コミュニティデザイン学演習５５ 

(Practical Application:Community Design 55) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（看取り・弔いの社会デザイン） 

担当者名 

（Instructor） 
星野 哲(HOSHINO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

尐子高齢化や非婚者の増加といった家族関係の変化などを背景として、看取りや弔いを担う主体の不在が顕在化している。主

体のありようを考えることを通じて、人と人との、人と社会との関係性について考え、理解を深める。  

 

With the background of changes in family relationships such as the declining birthrate, aging population, and the increase in 

non-married people, the absence of people to handle nursing care and funerals has become apparent. We will think about the 

relationships between people and people, and people and society, and deepen understanding by thinking about the state of the 

subject.  

 

授業の内容（Course Contents） 

死は万人に不可避の自然現象だが、それをどう受け止めるかは、社会的・文化的に規定される。現在、地域包括ケアシステムが

国によって推進され、死をどう受容するかが喫緊の社会的課題となっている。尊厳死や安楽死、孤立死、葬儀や墓の変容…。現

代日本で死がどのように扱われているのかを考察することで、日本社会の構造、家族やコミュニティの現状を明らかにする。死は、

社会学や哲学、民俗学、宗教学など様々な学問的アプローチが可能なだけに、できるだけ文献や資料を共有したい。 

 

Death is an inevitable natural phenomenon for all, but how to accept it is defined by societies and cultures. Currently, regional 

comprehensive care systems are promoted by the government, and the question of how people should accept death is an urgent 

social issue. Death with dignity, euthanasia, isolated death, transformation of funerals and tombs are discussed. By examining how 

death is treated in contemporary Japan, we will clarify the current structure of Japanese society and the current situation of 

families and communities. We want to share documents and materials on the subject of death as much as possible, covering as 

many different academic approaches as possible, such as sociology, philosophy, folklore, and religious studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 死をどうとらえるか（１） 

3. 死をどうとらえるか（２） 

4. 死に関する社会意識の表象（１） 

5. 死に関する社会意識の表象（２） 

6. 死に関する社会意識の表象（３） 

7. 死はだれのものか（１） 

8. 死はだれのものか（２） 

9. 死はだれのものか（３） 

10. 看取り・弔いの主体を考える（１） 

11. 看取り・弔いの主体を考える（２） 

12. 看取り・弔いの主体を考える（３） 

13. 看取り・弔いの主体を考える（４） 

14. まとめ 看取り・弔いの社会デザインの可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業時に、必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業での発言など参加度(40%) 

忌引きなどやむを得ない事情以外で欠席が４回以上となった場合、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. デュルケーム、1985、『自殺論』、中公文庫 

2. 内山節、2015、『増補 共同体の基礎理論』、農文協 
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3. ジークムント・バウマン、2001、『リキッド・モダニティ』、大槻書店 

4. 島薗進・竹内整一、2008、『死生学』1－5、東京大学出版会 

5. ノベルト・エリアス、1990、『死にゆく者の孤独』、法政大学出版 

テキストは購入を前提とするものではないが、本講座の基礎的文献と位置付ける。可能な範囲で目を通して欲しい。その他文献

は適宜、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中美穂・児玉聡、2017、『終の選択 終末期医療を考える』、勁草書房 

2. 澤井敦、2005、『死と死別の社会学』、青弓社 

3. 広井良典、2009、『コミュニティを問い直す』、ちくま新書 

4. 井上治代、2003、『墓と家族の変容』、岩波書店 

5. 上野千鶴子、2011、『ケアの社会学』、太田出版 

6. 星野哲、2014、『終活難民 あなたは誰に送ってもらえますか』、平凡社新書 

7. 星野哲、2018、『遺贈寄付 最期のお金の活かし方』、幻冬舎 

テキスト同様、可能な範囲で目を通してほしい。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使った講義形式が中心。必要に応じてグループディスカッションやロールプレイングをする予定である。適宜、課

題を出して提出・発表してもらうこともある。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM356／コミュニティデザイン学演習５６ 

(Practical Application:Community Design 56) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（生命技術と 21 世紀社会） 

担当者名 

（Instructor） 
本多 創史(HONDA SOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 20世紀後半から 21世紀にかけて生命技術が急速に発達し、それにともなって、生や死とは何かをめぐり活発な議論がなされて

きた。本演習では、生命倫理に関する論文や著作を読み、何が問題となっているのかを知ると同時に、論理展開の仕方や資料

選択などについて検討し、自身の論文作成に役立てる。 今年度は、優生学を扱った論文・著書、もしくは臓器移植を扱った論文・

著書のいずれかを輪読する予定である。どちらにするかは、演習参加の学生と相談のうえ、決定する。 

 

 From the late 20th century to the 21st century, life technology rapidly developed, and along with that, the question of what life 

and death are has been actively discussed. In this course, students will read bioethics papers and texts, know what the problems 

are, and at the same time examine how logic is developed and select materials, etc. to use for writing their own thesis. In this 

academic year, we plan to read in turn either articles/books dealing with eugenics or articles/books dealing with organ 

transplantation. We will decide which to use after consulting with the students participating in the course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本語で書かれた書物もしくは翻訳書の一部などを輪読する。 

 担当箇所をあらかじめ決め、担当箇所を発表する学生は、テキストの要約、関連図書の紹介等をおこなうのみならず、自身の

感想や見解を２００字～４００字程度で記述し、報告する。その後、参加学生全員による討論をおこなう。 

 

We will read in turns portions of books written in Japanese or translations. 

We will decide which students will be charge of which portions in advance, and students will not only summarize the text and 

introduce related books, etc. for their portion, but will also describe and report their own thoughts and opinions in about 200 to 400 

characters. After that, we will have discussions with all participating students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の研究内容の発表、およびテクスト担当箇所の決定  

2. 文献１  

3. 文献１ 

4. 文献１ 

5. 文献１  

6. 文献２ 

7. 文献２  

8. 関連する DVD 鑑賞 

9. 文献３ 

10. 文献３ 

11. 文献３ 

12. 文献３ 

13. 文献３ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じ別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/平常点(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 テキストの購入等については、初回に演習参加学生と相談する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM357／コミュニティデザイン学演習５７ 

(Practical Application:Community Design 57) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（福祉システムと社会デザイン） 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 建太郎(MIURA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

福祉システムは「生きづらさ」を抱える人の生活を支えるための様々な活動や公の制度等で成り立つ。このシステムには、あるべ

き姿の正解は存在しない。私たち自身がどのような社会を望むのかという意思を持ち、試行錯誤を重ねることで一歩ずつ進化す

る。まさに社会デザインの発想と取組が求められる。時には、既存の概念に囚われず、人とは、社会とは、どのような存在である

のかを問い直すことも必要となる。講義では、まず福祉に関わる基本的な知識を学ぶ。同時に、人と社会の未来を考える手がか

りとして、社会学、心理学、史学などの領域で示されてきた言説や、生命科学やインターネット、AI 等の技術発達等の諸現象が、

人と社会に及ぼすであろう影響についても紹介し議論する。議論を通じて、論点整理、論理的な思考について学ぶことは、社会

的課題の研究法、論文執筆に必要な手法等を身に着けることである。 

 

The welfare system is made up of various activities and public systems to support the lives of people who have difficulties". There 

is no correct answer as to the correct form of this system. With the intention of what kind of society we want ourselves, we evolve 

step by step through trial and error. The ideas and approaches of social design are certainly required. Sometimes, it is also 

necessary to re-examine what a person is and what society is, without being bound by existing concepts. In this course, students 

will first learn basic knowledge related to welfare. At the same time, as a clue to consider the future of people and society, we will 

also introduce and discuss the possible effects of discourses that have been presented in the fields of sociology, psychology, and 

history, etc., and various phenomena such as life sciences, the internet, and technological development such as AI. Learning about 

organizing problems and logical thinking through discussion means to acquire the necessary methods for researching social issues 

and writing articles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

・福祉システムの発展の経緯と現状の課題、様々な分野での实際の取組を学ぶ 

・話題のニュース等を題材とし、議論を通じて、論点整理の方法と論理力を身につける 

・社会学、心理学、史学、最新の技術動向にまつわる言説を手がかりに、人と社会について考え直す 

・尐人数のグループワークで、具体的な福祉的課題の解決のための提案をまとめ、相互に発表する 

 

- Students will learn the background, the development and current problems of the welfare system, and learn about actual efforts 

in various fields 

- Students will acquire the methods of organizing problems and logical thinking through discussion, using topical news. etc. as the 

theme 

- Students will rethink people and society with clues from discourses on sociology, psychology, history, and the latest 

technological trends 

- Students will summarize and present to each other proposals for solving specific welfare issues in small groups 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（人の来た道、行く道） 

2. 人と社会と福祉と幸福についてゼロから考え直す（welfare と well being） 

3. 福祉システムの発達を振り返る（慈しみと富国強兵） 

4. 情報収集、論点整理、研究手法、論文のまとめ方（研究の基礎ノウハウ） 

5. 心理学、社会学等の言説から人と社会を捉え直す（ホモ・エコノミクスの幻想） 

6. 働くことについて考える（非正規雇用・仕事と AI・ベーシックインカム） 

7. 自己責任論と排除と寛容と包摂を考える（貧困・生活保護・障害・優生思想） 

8. 今後どんな社会を望みどう生きるのか（高齢化・人口減尐・子育て） 

9. 「生きづらさ」を支える試行錯誤の取組事例１ 

10. 「生きづらさ」を支える試行錯誤の取組事例２ 

11. 福祉的課題テーマを選び、尐人数のグループ毎に課題解決のための提案をまとめるグループワーク（GW） 

12. GW 

13. GW 

14. GW の結果の発表と議論 

 



 - 100 - 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

時間外の課題は基本的に無しとする。新聞、テレビ等で報じられるニュースの中から、福祉的課題に関わる事象に注目し、自分

なりの考えを巡らせておくこと。想像して考える習慣をつけること。あるべき論に囚われず、自分の心に素直かつアマノジャクな視

点を大事に。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加と理解度(70%)/グループワークへの貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。講義で使用する資料がある場合は、都度配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮本太郎、2009、『生活保障 排除しない社会へ』、岩波新書 (ISBN:978-4004312161) 

2. 広井良典、2011、『創造的福祉社会』、ちくま新書 (ISBN:978-4480066190) 

3. 小坂井敏晶、2013、『社会心理学講義』、筑摩選書 (ISBN:978-4480015761) 

4. 新川敏光、2014、『福祉国家変革の理路』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623070510) 

5. ダニエル・カーネマン、2014、『ファスト＆スロー』、早川書房 (ISBN:978-4150504106) 

6. リンダ・グラットン、2016、『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492533871) 

適宜､ 講義を通じて参考文献を紹介する｡ 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM358／コミュニティデザイン学演習５８ 

(Practical Application:Community Design 58) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（「新しい公共」の社会学） 

担当者名 

（Instructor） 
仁平 典宏(NIHEI NORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民セクターに関する計量社会調査の基礎を学ぶことを通じて、計量データを理解するスキルを向上させる。 

 

Students will improve their skills in understanding quantitative data by learning the basics of quantitative social research in the 

civic sector. 

 

授業の内容（Course Contents） 

市民セクターの領域では、これまで理念や規範をめぐる議論が重要な役割を果たしてきたが、近年では、数値によってエビデンス

を示し、それを活動や評価の指針にすることを望ましいとする動きもめだつ。 

しかし、このようなエビデンス至上主義は、データの意味を的確に理解しないと、逆に現实を歪めてしまうリスクもある。 

本授業では实証主義的な社会学の観点から、計量データを収集・分析・理解する基本的な知識を身につけることをめざす。 

具体的には、調査票はどのように作ることが望ましいのか、信頼できるサンプリングとは何か、尐数のサンプルから母集団を推測

するのはいかにして可能か、複数の変数の関係を捉えるにはどうしたらいいのか、統計的に差があるとはどういうことかといった

ことについて学ぶ。 

授業の前半では講義を行い、後半では、統計ソフト（SPSS）を用いた 2次データの分析（クロス表分析・重回帰分析など）の实習を

通じて、計量社会調査の基礎を習得する。 

 

In the field of the civic sector, discussions on philosophies and norms have played an important role in the past, but in recent 

years there is a clear trend that it has become desirable to show numerical evidence and use data to guide activities and 

evaluations. 

However, such evidence-based principles have the risk of distorting reality unless the meaning of the data is properly understood. 

In this course, the aim is that students acquire basic knowledge to collect, analyze and understand quantitative data from the 

perspective of positivist sociology. 

Specifically, students will learn: how to make a questionnaire; what is reliable sampling; how is it possible to estimate the 

population from a small number of samples; how to understand the relationships between multiple variables; and what it means to 

say there is a statistical difference. 

In the first half of the course, lectures will be given, and in the second half, students will learn the basics of quantitative social 

research through practical training in analysis of secondary data (cross-table analysis, multiple regression analysis, etc.) using 

statistical software (SPSS). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 質問紙調査の作成の基礎 

3. サンプリングはなぜ重要か 

4. コーディングの基礎 

5. クロス集計とχ 二乗検定 

6. 相関係数と回帰分析 

7. 重回帰分析とロジスティック回帰分析 

8. 計量社会調査の研究を読む１ 

9. 計量社会調査の研究を読む２ 

10. 計量社会調査の研究を読む３ 

11. SPSS 实習１ 

12. SPSS 实習２ 

13. SPSS 实習３ 

14. SPSS 实習４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、購読文献は、必ず読んでくる。 
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復習をしっかりする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献検討への積極的参加(50%)/計量社会調査实習への積極的参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂本治也編、2017、『市民社会論―理論と实証の最前線』、法律文化社 

2. 小田切康彦、2014、『行政―市民間協働の効用―实証的接近』、法律文化社 

3. 轟亮・杉野勇編、2017、『入門・社会調査法【第３版】』、法律文化社 

4. ボーンシュテット＆ノーキ、1996、『社会統計学―社会調査のためのデータ分析入門』、ハーベスト社 

授業時に指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

http://www016.upp.so-net.ne.jp/nihenori/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM359／コミュニティデザイン学演習５９ 

(Practical Application:Community Design 59) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（企業組織が担うパブリック） 

担当者名 

（Instructor） 
亀井 善太郎(KAMEI ZENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

CSR（Corporate Social Responsibility）は、企業の社会貢献であって、寄付やボランティア等、本業とは異なるものと理解されるこ

とが多いが本当にそうなのだろうか。一方、CSR は「経営そのもの」であると位置付け、企業の社会における存在意義から企業の

バリューチェーンから見た様々な関わり方を見ている企業もある。そこにはどんな違いがあるのだろうか。 

「CSR 経営」は"企業"にとってどんな意味があるのだろうか。そしてなにより、私たちの"社会"にとっての意味はなんだろうか。 

事業活動にとっての利益と社会にとっての利益の"統合"は難しいと言われるが、それでよいのだろうか。統合させるためには具

体的に何が必要なのだろうか。 

グローバル化や社会の分断が進むポスト近代社会において、CSR は企業経営そのものであり、社会にとっても必要不可欠なも

ののはずだが、社会のリーダーや企業経営者はもちろんのこと、あなた自身もその確信は持てているだろうか。 

企業にとっての社会との関わりであり、具体的な实践である「CSR 経営」を題材に、パブリック（公益）の实現のため、社会課題の

解決のために企業が担うべきことについて、明らかにしていく。 

また、そのためには、①社会課題の発見をどのように行うのか（課題発見）、②発見した社会課題の解決を企業のミッションとして

いかに落とし込むか（内包化）、③組織力や技術力を用いた具体的な社会課題の解決（課題解決）のそれぞれのプロセスについ

て、企業経営や事業運営において何が具体的に必要なのかを考える。 

とくに社会課題の発見については、2016 年からアクションが始まった SDGs（Sustainable Development Goals）を踏まえ、企業がそ

こにどう向き合うかも考えたい。 

 

CSR (Corporate Social Responsibility) is a corporate social contribution, and is often understood as something different from the 

main business, like a donation or voluntary work, but is it really so? On the other hand, some companies position CSR as 

"management itself" and look at various ways of involvement from the perspective of the company's value chain based on the 

meaning of existence of the company in society. What kind of differences are there? 

What does "CSR management" mean to companies? And above all, what is the meaning for our society? 

It is said that "integration" of profit for business and profit for society is difficult, but is that acceptable? What specifically is 

needed to integrate? 

In our post-modern society where globalization and social divisions are progressing, CSR is business management itself and must 

be indispensable to society, but do you yourself have confidence that this is true, not just social leaders and business owners? 

Based on "CSR management," which is both a company's relationship with society and a set of concrete practices, we will clarify 

the issues that companies should be responsible for in solving social issues in order to realize the public interest. 

And, we will think about what is specifically needed in corporate management and business operations for that purpose, 

considering the processes: 1) How do we identify social issues? (problem identification) 2) How should we incorporate solving the 

identified social issues into the corporate missions of companies? (inclusion) and 3) The solution of specific social issues using 

organizational and technical skills (problem-solving). 

With regard to the identification of social issues in particular, I would like to consider how companies will face this, based on the 

SDGs (Sustainable Development Goals) whose action began in 2016. 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な「CSR 経営」の事例分析を通じて、どのような視座や視点で取り組むのか、また、具体的な手法としてどのような取り組

みがあるのか、とくに、課題発見、内包化、課題解決のそれぞれのプロセスについて、企業が取り組むにあたってどのような課題

があり、これを克朋するためにどのような行動が求められるのか等を明らかにする。また、これを通じて、CSR 経営の企業と社会

にとっての意義も明らかにしていく。 

講義のまとめとして、各自の関心領域に従い、具体的な事例を研究し、発表する機会も設けることを予定している。 

 

Through specific case studies of "CSR management", we will clarify: From what perspectives we should tackle problems; what 

approaches there are as specific measures; in particular in the processes of identification, inclusion, and problem-solving, what 

kind of issues are there as companies tackle social issues, and what actions are required to overcome them, etc. In addition, 

through this, we will clarify the significance of CSR management for companies and society. 

As a summary of the course, we plan to provide opportunities to study and present specific cases according to students' areas of 

interest. 
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授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ企業が社会に向き合う必要があるのか、なぜ企業は社会の公器なのか（背景、前提等） 

2. 日本の CSR 経営の課題、潮流（統合、内包化、人材育成等）、そもそも社会課題とは何か（SDGs、ISO24000 等） 

3. CSR 経営はいかに实現されるか（「統合」の实現、バリューチェーンを使った社会との関係性分析等） 

4. 事例①社会課題解決と企業活動の統合（Sompo グループ・損保ジャパン日本興和、ネスレジャパン） 

5. 事例②内包化：ＫＰＩやストーリーへの落とし込み（富士ゼロックス、中小企業における事例） 

6. 事例③会社・経営を動かすフレームワーク（武田薬品工業ほか）、事例④人材育成、働き甲斐から（伊藤忠商事、ファンケ

ル、石井造園等） 

7. 事例⑤社会の窓としての CSR（デンソー）、事例⑥企業 DNA の構築（曙ブレーキ工業） 

8. 事例⑦組織化による实務への展開（キリン）、事例⑧企業による課題発見（電通ダイバーシティラボ） 

9. 事例⑨中小企業と業界団体による CSR 認定制度に関する事例（印刷業界等） 

10. 事例⑩社会の不足を補う企業の姿（地域密着型企業等） 

11. 实務家による講義と対話（ゲストスピーカー） 

12. 事例研究発表会：CSR との関わり方（自分自身の課題としてＣＳＲを改めて考える等） 

13. 事例研究発表会：CSR との関わり方（自分自身の課題としてＣＳＲを改めて考える等） 

14. 事例研究発表会：CSR との関わり方（自分自身の課題としてＣＳＲを改めて考える等） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。テキストについては Blackboard に掲載するので、事前に確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業・演習時における発表（CSR に関する事例分析を含む）、他の参加者への貢献等(100%) 

３／４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で使うテキストはBlackboardにアップする。個々の事例やCSRに関する考え方は亀井『企業は社会の公器』（PHP研究所）、

亀井等『CSR 白書 2014、2015、2016』（東京財団）等が詳しい。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。企業の CSR 報告書等を使用する予定。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM361／コミュニティデザイン学演習６１ 

(Practical Application:Community Design 61) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ドキュメンタリーと社会デザイン１） 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会デザインの实践的手法としてドキュメンタリー制作を行います。自らの周囲で気付いた「社会課題」や「課題解決に資する動

き」などを見つけ、取材、撮影して映像コンテンツにして可視化。そのコンテンツを視聴することで社会課題を多くの人々と共有し、

課題解決に踏み出す動きを作ることを目標にします。 

 

Students will make documentaries as a practical method of social design. Students will find "social issues" and "movements that 

help solve the issues" that they have noticed around themselves, collect data, film, and visualize the issues as video content. The 

goal is to share the social issues with many people by showing the content and to create a movement to solve the issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

企画から取材、構成、撮影、インタビュー、編集、ナレーション等制作に関する一連の理論と技法を学びます。授業の方法として

は、理論に関する講義と先行ドキュメンタリーの事例研究、ビデオ カメラ・編集機材を使用した实技演習を行います。授業内に实

施する实技演習では、グループに分かれ取材・撮影を行い、作品を制作します。希望者を対象に、休日等を利用して地域取材の

フィールドワークを实施することにします。なお、本授業は、秋学期に予定している VM492「グローバル・リスクガバナンス演習４２

（ドキュメンタリーと社会デザイン２）」の授業と連携して实施し、地域ドキュメンタリーによる課題解決のためのネットワーク形成や

ナレッジマネジメント、コミュニティの自治、地域のプロデュースなどの社会デザイン手法の取得を目指すものであり、この２つの

授業をセットで受講することを強く推奨します。 

 

Students will learn a series of theories and techniques on planning, collecting data, composition, filming, interviewing, editing, and 

narration, etc. The course will be based on lectures on theory and case studies of existing documentaries, and practical exercises 

using video cameras and editing equipment will be conducted. In the practical exercises that will be carried out in the course, 

students will be divided into groups to collect data, film, and produce works. Students who wish will carry out fieldwork for regional 

data collection during their holidays and other time. In addition, this course will be conducted in conjunction with the course VM 

492 "Practical Application: Global Risk Governance Seminar 42 (Documentary and Social Design 2)" scheduled for the fall 

semester, and will aim to teach students social design methods such as network formation and knowledge management for 

community issue resolution, community autonomy, and regional production through community documentaries. It is strongly 

recommended that students take these two classes as a set. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論：社会デザイン手法としての地域ドキュメンタリー学  

2. 課題発見のための一次取材手法 

3. 地域ドキュメンタリーの企画提案の手法 

4. 制作のための二次取材手法 

5. ドキュメンタリーの構成手法（基礎理論） 

6. ドキュメンタリーの構成手法（先行ドキュメンタリー事例研究） 

7. 企画意図と撮影手法（理論編）  

8. 企画意図と撮影手法（实技演習） 

9. 映像編集（理論編） 

10. 映像編集（实技編） 

11. ナレーション原稿作成 

12. ナレーションの収録と編集 

13. 字幕編集と仕上げ  

14. 発表と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

撮影や編集を授業時間外に行うことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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企画・提案表(50%)/作品(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

自分の研究テーマを映像コンテンツ化することも視野に入れます。取材や撮影は、研究のための調査やインタビューの手法とも

共通しています。自分の研究テーマの輪郭をつかむことにも役立つでしょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM362／コミュニティデザイン学演習６２ 

(Practical Application:Community Design 62) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（サードプレイス論への招待） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ファースプレイスである家、セカンドプレイスとなる職場などとは違う何かを求めて、人はサードプレイス（第３の場所）に通う。そこ

では、プライベートとパブリック、ビジネスとソーシャルなど、従来別のものと考えられてきた領域が、融通無碍に交錯する。「とび

きり居心地のよい場所 The great good place」とも表現されるサードプレイスは、社会的役割のペルソナ（仮面）をはずし、「一個人」

に戻れる場所である。 

 

日本では伝統的に居酒屋（ナショナルチェーンでない地元の個人経営者による赤提灯など）がサードプレイスの機能を果たしてき

た。近年、コミュニティカフェ（認知症カフェ、哲学カフェ、学びとワークショップの場）や地域食堂・こども食堂などが、共助を含む地

域コミュニティの多様な活動のプラットフォームとしての役割を果たしてきている。また、行政における図書館やミュージアムなどの

公共ホールのリニューアルと地域活性化の施策として、サードプレイス機能の付加が模索されている。 

 

しかし現代社会では、サードプレイスを持てないだけでなく、ファーストプレイスやセカンドプレイスにも事欠く人々も尐なくない。本

講座では、サードプレイスと対比される「居場所」というキーワードに着目し、個人が他者と交流する「場」の在り方や課題、可能性

などを俯瞰する。 

 

サードプレイスは、レイ・オルデンバーグが提唱したコンセプトであり、これをサードプレイス論の入口の理論的枞組みとして使用

する。しかしオルデンバーグの論は、欧米の歴史を前提としており、本講座では、現代日本の社会事情と文化特性にふさわしい

「日本的サードプレイス」の在り方を探究していく。具体的には、①交流型（オルデンバーグ流）とマイプレイス型（スターバックス流）

のハイブリッド型、②聖と俗をむすぶメディア型―が日本的サードプレイスの 2 大特徴であるという仮説のもとで授業を展開する。 

 

なお本講座は、「プロジェクト型授業連携」を試行する。本講座を「サードプレイスの基礎編」と位置づけ、秋学期の中村教授の授

業【VM313】コミュニティデザイン学演習１３（ソーシャルイノベーション論）が「サードプレイス实践編」となる。本講座（秋学期金曜

G5 時限）を受講する学生は、【VM313】（秋学期金曜 G6 時限）を連動して受講することを推奨する。 

 

People go to the "third place" seeking something different from their home that is the first place, and their workplace, etc. that is 

the second place. Over there, areas that have traditionally been considered separate, such as private and public, and business and 

social, are flexibly mixed. The third place, which is also described as "the great good place," is a place where you can get rid of 

your social role persona (mask) and return to being "one individual". 

 

Traditionally in Japan, Japanese-style pubs (such as red lantern bars owned by local non-chain operators) have served as the 

third place. In recent years, community cafes (dementia cafes, philosophy cafes, places of learning and workshops), regional 

cafeterias and children's cafeterias, etc. have played a role as a platform for diverse activities of local communities including 

mutual assistance. Further, the addition of the third place function is being explored as a measure for the renewal and regional 

activation of public spaces such as government-owned libraries and museums. 

 

However, in modern society, there are many people who lack even a first place or second place, never mind a third place. In this 

course, by focusing on the keyword "place to be," contrasting with the third place, students will talk about the ideal form, issues, 

and possibilities of "places" where individuals interact with others. 

 

The third place is a concept proposed by Ray Oldenburg, which is used as a theoretical framework for the introduction to third 

place concept. However, Oldenburg's theory is based on the history of the West, and this course explores the "Japanese third 

place" that is appropriate to contemporary Japanese social circumstances and cultural characteristics. Specifically, the course 

will be developed based on the hypothesis that 1) a hybrid of interaction-type (Oldenburg-style) and My Place-type 

(Starbucks-style), and 2) a media type that crosses the sacred and the secular, are the two major features of Japanese third 

places. 

 

In addition, this course will try "project-type class cooperation." We regard this course as "the basic edition of the third place", 

and Professor Nakamura's classes in the fall semester [VM313] Practical Application: Community Design 13 (Social Innovation 

Theory) will be the "third place practice edition." It is recommended that the students who attend this course (fall semester 
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Friday G5 period) should attend [VM313] (fall semester Friday G6 period) in conjunction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1 回のオリエンテーションのあと、4 ステージで展開し、最後に総括の時間をもつ。本授業全体が「サードプレイス物語」として展

開する。 

（１） ファーストプレイス（家という基盤） 

（２） セカンドプレイス（働くということ） 

（３） サードプレイス（第３の場所） 

（４） 社会における居場所（社会的包摂） 

文献およびケーススタディーとグループワークを通して、サードプレイスの意味と意義と課題を探究し、社会デザインの現場にもた

らす効果を探求する。 

 

After the initial orientation, the course will be developed in four stages and finally there will be a summary. The entire course will 

be developed as a "third place story." 

(1) First place (home base) 

(2) Second place (workplace) 

(3) Third place 

(4) Place to be in society (social inclusion) 

Through the literature, case studies and group work, we will explore the meaning, significance, and problems of the third place, and 

explore the effects on the social design field. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 1―「サードプレイスとは何か」 

2. オリエンテーション 2―「オルデンバーグ以後、スターバックス以後」 

3. ファーストプレイス 1（近代家族の成立） 

4. ファーストプレイス 2（家族の変容） 

5. ファーストプレイス 3（ファーストプレイスの未来） 

6. セカンドプレイス１（家制度の代替品としての会社） 

7. セカンドプレイス２（バブル崩壊後の企業社会） 

8. セカンドプレイス３（働くこととサードプレイス） 

9. サードプレイス１（コミュニティの人々が出会う「交流の装置」） 

10. サードプレイス２（コミュニティ文化を醸成する「多目的ホール」） 

11. サードプレイス３（互いを理解し、認め、助け合う「共助の触媒」） 

12. 社会における居場所１（聖と俗をむすぶもの） 

13. 社会における居場所２（社会創発を生むプラットフォーム） 

14. 総括―「とびきり居心地よい場所を創る」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/クラスディスカッションへの参加(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. レイ・オルデンバーグ、2013、『サードプレイス―コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』、みすず書房 

2. マイク・モラスキー、2014、『日本の居酒屋文化 赤提灯の魅力を探る』、光文社新書 

3. 梅本龍夫、2105、『日本スターバックス物語』、早川書房 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM363／コミュニティデザイン学演習６３ 

(Practical Application:Community Design 63) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（聞き書きとコミュニケーション） 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 敏浩(YOSHIDA TOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会デザインにとって，個人と個人のコミュニケーションは重要です。様々な社会問題の当事者が何に直面し，何を悩み，何を求

めているのかを理解していくためにも，コミュニケーションが大切です。 

そのようなコミュニケーションの力を磨くための方法として，この演習で取り組むのは，個人史（ライフヒストリー）の聞き書きです。

語りに耳を傾け，その人が生きてきた歩みを知り，共感を覚えることを通じて，相手の身になって考えてみる，その人の立場から

現实は，社会は，世界はどう見えるのか考えてみる，という試みを経験できるでしょう。それはコミュニケーションを深めるための

要点だといえます。 

 

Communication between individuals is important for social design. Communication is also important to understand what people 

with social problems face, what they are troubled by, and what they are looking for. 

As a way to improve the power of such communication, we will write down the life history stories that we hear in this course. We 

will listen to the stories, learn about the life that the person has lived, and think about it as the other person through empathy, and 

consider how reality, society, and the world looks from that person's point of view. We hope that students will experience through 

these activities. That is the point of deepening the communication. 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的には，聞き書きの相手（同国人でも外国人でもいい）を決め，その人に関連する事柄や歴史的背景など資料調査をし，質

問を考え，インタビューをし，構成を立て，文章にまとめます。参考になる聞き書きの記事や本の輪読，ディスカッション，担当者に

よる文章の添削などもします。 

以下を主な項目として，受講生の人数や各自の進行状況に応じて複数回にわたる項目もあるので，柔軟に対応しながら進めま

す。完成させた聞き書きをレポートとして提出してもらいます。 

 

Students will decide the person to be interviewed (someone from the same or a different country), conduct research on materials 

related to the person and their historical background, consider questions, conduct an interview, create a composition, and 

summarize in a document. Students will also read articles and books on writing down what one hears, hold discussions, and have 

their texts corrected by staff. 

The following are the main items, and there are multiple items depending on the number of students and their progress, so we will 

respond with flexibility. Students will submit the completed writing down of what they hear. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コミュニケーションと聞き書きのつながり，その意義。聞き書きの完成に向けての進め方。 

2. 参考になる聞き書き・インタビューの記事や本を輪読する。 

なお、こうした輪読は別の回でも必要に応じてする。 

聞き書きの相手を決め、何を中心に聞いてゆくのかなどを明らかにする。 

3. 受講生各自が決めた聞き書きの相手について，どのような人か，なぜその人に関心を持ったのか，何を中心的に聞いてい

くのかを説明し，方向性を定めるための短文を書く。 

4. それぞれの短文を読み合い，検討をする。 

5. インタビューに備えて，相手に関連する事柄や歴史背景などの資料調査，関連年表の作成。 

6. インタビューの質問表作り，インタビュー・聞き書きをする際のポイント。 

7. インタビューした内容，どんな発見があったかなど，各自の進行状況の報告と検討。 

8. インタビューした内容，どんな発見があったかなど，各自の進行状況の報告と検討。 

9. インタビューした内容，どんな発見があったかなど，各自の進行状況の報告と検討。 

10. インタビューした内容，どんな発見があったかなど，各自の進行状況の報告と検討。 

11. 構成表作り，インタビューした内容と資料を組み合わせて文章化するときのポイント。 

12. 構成表作り，インタビューした内容と資料を組み合わせて文章化するときのポイント。 

13. インタビューした内容，どんな発見があったかなど，各自の進行状況の報告と検討。 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に，必要に応じて指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時の課題（短文、関連年表、質問表、構成表など）の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。資料プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

宮本常一著『忘れられた日本人』（岩波文庫 1984 年） 

その他は随時，授業時に紹介します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM364／コミュニティデザイン学演習６４ 

(Practical Application:Community Design 64) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（多様性社会とパーソナリティ類型） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様性社会とは、性別、年齢、民族、人種といった生得的属性のみならず、宗教、哲学、思想、嗜好といった価値観や行動様式

の違いをお互いに受け入れ、すべての人々が自分らしく生きられる社会といえる。多様性社会は、異なったものが対立せず、共

存できる社会であり、人々はひとつの筓え（究極の立場）に固執せず、柔軟に対応する。また、新奇で異質なものを取り入れ日本

独自の価値に変換できる柔軟な編集性や創造性をもった社会でもある。 

 

しかし、自分と異質で理解し合えないと感じる他者が増えると、多様性社会は対立、排除、差別といった軋轢を生み、無関心、偏

見、分断といった「心の壁」を築くなど、さまざまなマイナス面が増える。好むと好まざるとに関わらず、社会の多様性は今後一層

高まっていく。そうした新しい社会環境を上手に迎えるには、他者のさまざまな「相異」の奥に理由があり、動機があることを理解

することが大切である。 

 

自分と異なる人々と交流の場をもち、対話を心がけることで、理解が深まる。「お互い違っていていい」と思えることは、多様性社

会を生きる基本的姿勢となる。同時に、「相異」の奥にたくさんの「相似」があることを知ることも大事だ。心理学を基盤とするパー

ソナリティ類型論は、生得的属性や価値観の相違に関わらず、一人ひとりの心の傾向性や行動パターンは、普遍的な原理（人間

性の本質）から生じることを教えてくれる。 

 

さらに、一人ひとりの人間だけでなく、企業などの社会組織や、地域コミュニティ、国家レベルの集合体にも、パーソナリティ類型

の特定の傾向性が反映されていることが多い。パーソナリティ類型論は、多様性（相異）は人間性（相似）から生じていることを示

すことで、異なるものへの深い共感をもたらす。「誰しも同じ人間性を共有している」ことを知ることで、多様性を包摂する視座を獲

得できる。それは、多様性社会のポジティブで健全な側面を引き出す知恵となり、社会デザインの可能性を高める。 

 

A diverse society means a society where all people respect not only innate attributes such as gender, age, ethnicity and race, but 

also differences in values and behaviors such as religion, philosophy, thought and preference, and all people can live as they are. A 

diverse society is the one where different things do not conflict with each other, where people can coexist, and where people do 

not insist on only one answer (ultimate position) and can respond with flexibility. It is also a society that can adapt flexibly and is 

creative, that can introduce new and different things and convert them into unique values in Japan. 

 

However, as people who seem to be different from us and to be difficult to understand increase, a diverse society will create 

frictions of conflict, exclusion, and discrimination, etc., and create "mind barriers" such as apathy, prejudice, and division, etc., 

meaning increased negative aspects. Regardless of whether you like it or not, the diversity of society will further increase in the 

future. In order to successfully get along with such a new social environment, it is important to understand that there are reasons 

and motivations behind the "differences" of others. 

 

Understanding is deepened by having a place of interaction with people different from oneself and keeping dialog in mind. "It is OK 

for others to be different from me" is the basic attitude to live in a diverse society. At the same time, it is also important to know 

that there are many similarities behind the "differences". Psychology-based personality typology teaches that, regardless of 

differences in innate attributes or values, each individual's mental tendency or behavior pattern originates from universal 

principles (the essence of humanity). 

 

Furthermore, not only each individual human being, but also social organizations such as companies, regional communities, and 

national groups often reflect specific tendencies of personality types. Personality typology shows that diversity (differences) 

comes from humanity (similarities), resulting in deep empathy for different people. By knowing that "everyone shares the same 

humanity," we can gain a perspective that embraces diversity. It becomes wisdom that brings out the positive and sound aspects 

of a diverse society, and enhances the possibility of social design. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1 回のオリエンテーションのあと、多様性社会を理解する枞組みとして、「企業と多様性」「地域と多様性」「個人と多様性」につ

いて考察する。 
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多様性社会を読み解く理論的枞組みとして、パーソナリティ類型論の９類型の概要を整理する。今西錦司著『生物の世界』の「相

異と相似」の概念を援用しつつ、パーソナリティ類型ごとの統合（健全化・解放）と分裂（不健全化・病理）のダイナミクスを考察す

る。 

 

パーソナリティ類型と対応する社会類型を考察し、多様性社会のパターン化を試みる。さらに、多様性社会の「相異」の奥にある

「相似」に着目し、多様性を包摂する視点を得るとともに、分裂（社会的排除と分断）に向かおうとする社会を、統合（社会的受容と

包摂）に方向転換する知恵を探る。 

 

総括として、豊かなでポジティブな多様性社会を創造するための社会デザイン的視点を整理する。 

 

After the initial orientation, we will consider "business and diversity," "region and diversity," and "individual and diversity" as 

frameworks for understanding a diverse society. 

As a theoretical framework for interpreting a diverse society, we will summarize the outline of nine types of personality typology. 

We will consider the dynamics of integration (harmonization/release) and division (unhealthyness/pathology) of each personality 

type, using the concept of "difference and similarity" in “Seibutsu No Sekai” or "The World of Living Things" by Kinji Imanishi. 

We will consider personality types and corresponding society types, and try to make patterns of diverse societies. Furthermore, 

while focusing on the "similarities" behind the "differences" in a diverse society, and gaining a perspective that embraces 

diversity, we will search for wisdom in integrating society that seeks to divide (social exclusion and division). 

As a summary, we will organize social design perspectives to create a rich and positive diverse society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「多様性社会とは何か」 

2. 多様性の諸相（ダイバーシティ経営、地域多様性、文化多様性） 

3. 社会的排除と分断の動きと多様性社会 

4. 多様な個人、多様な社会（パーソナリティ類型論：相異と相似、分裂と統合） 

5. 類型 1 融和性×合理性 「啓蒙する人」と規範的社会（統合：正義と理想 ⇔ 分裂：強制と断罪） 

6. 類型 2 融和性×楽観性 「援助する人」と互恵的社会（統合：思いやりと利他 ⇔ 分裂：おせっかいと依存） 

7. 類型 3 外向性×合理性 「達成する人」と競争的社会（統合：成功と文化的模範 ⇔ 分裂：格差と差別） 

8. 類型 4 内向性×悲観性 「表現する人」と芸術的社会（統合：クリエイティブで個性的 ⇔ 分裂：きまぐれで憂鬱） 

9. 類型 5 内向性×合理性 「研究する人」と理性的社会（統合：イノベイティブで科学的 ⇔ 分裂：虚無的になり現实逃避） 

10. 類型 6 融和性×悲観性 「信頼する人」と調和的社会（統合：勤勉で自律的な「賢い集団」 ⇔ 分裂：無責任で臆病な「空気

支配」） 

11. 類型 7 外向性×楽観性 「熱中する人」と祝祭的社会（統合：喜びに溢れ活動的 ⇔ 分裂：刹那的で貪欲な消費） 

12. 類型 8 外向性×悲観性 「支配する人」と父権的社会（統合：統率と秩序 ⇔ 分裂：無法と破壊） 

13. 類型 9 内向性×楽観性 「仲裁する人」と平和的社会（統合：愛に基づく配慮と調整 ⇔ 分裂：無関心になり怠惰で頑迷） 

14. 総括―「社会的受容と包摂―豊かな多様性社会を生きる」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/クラスディスカッションへの参加(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 祖父江孝男、2012、『県民性の人間学』、筑摩書房 (ISBN:ISBN978-4480429933) 

2. 山口實、2017、『ユングのタイプ論に基づく世界諸国の国民性』、CCC メディアハウス (ISBN:ISBN978-4484172248) 

3. ドン・リチャード リソ、ラス ハドソ、2001、『エニアグラム―あなたを知る 9 つのタイプ 基礎編』、角川書店 

(ISBN:ISBN978-4047913943) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM365／コミュニティデザイン学演習６５ 

(Practical Application:Community Design 65) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（映像ジャーナリズム論） 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習を通して、映像ジャーナリズムとしてドキュメンタリーの歴史と私たちの社会にドキュメンタリーがどのように作用している

のか把握し、社会課題解決のためにドキュメンタリーを活用する手法やあるいは实際に関われる手法を考えます。 

 

Through this seminar, students will understand the history of documentaries and how they work in our society as film journalism, 

and think about the methods of using documentaries to solve social problems and actual related methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドキュメンタリーは、社会課題を映像化してテレビを通して広く提示しようというコンテンツです。さらに、制作者は、その課題を視

聴する人々も当事者であることを求めるし、現代史がテーマなら制作者は、人々をその歴史につなげようとしています。 

さらに、ドキュメンタリーは、社会課題を描くにあたって個々の出来事（個人）を映像に記録しながらそれを常に普遍化しようとしま

す。このドキュメンタリーの制作手法は、私たちが調査・研究を通して論文や研究報告に仕上げて行く課程ときわめて親和性があ

ると考えます。 

 演習のテーマは、「沖縄現代史」と「東日本大震災」。戦後 70 年たっても変わらず、米軍基地から派生する事故や事件が相次ぎ、

普天間飛行場に代わる基地建設のため名護市辺野古沖を埋め立てを強行する国と反対する沖縄県が対立しています。甚大な

被害をもたらした災害と復興、原発事故と避難、廃炉。いずれも、日本人全員が当事者であるはずなのに、地域とそこに暮らす

人々の問題に押し込められています。私たちが、ドキュメンタリーに真剣に向き会うことは、その当事者感を獲得し、課題解決の

主体に一歩踏み出すことになるはずです。また、一方でニュース報道が政権の介入の影響を受けている、事实を伝えていないの

ではないかとの批判が寄せられています。あるいは、フェイクやヘイトを含んだテレビ番組が放送されてもいます。映像ジャーナリ

ズムが直面している課題にも迫ります。 

 

A documentary is a form of content that aims to visualize social issues and present them widely through television. In addition, 

producers seek to make the people who watch the issue involved, and if contemporary history is the theme, producers are trying 

to connect people to that history. 

In addition, documentaries always try to be universal while recording individual events (individuals) in the film as they describe 

social issues. I think that the production method of documentaries is very compatible with the process in which we finish surveys 

and research into essays and research reports. 

The theme of the seminar is "Okinawan Contemporary History" and the "Great East Japan Earthquake". Even 70 years after the 

war, there have been a series of accidents and incidents that have derived from US military bases, and Okinawa Prefecture 

opposes the Japanese Government that is forcing land reclamation off Nago City Henoko Bay, to build a base to replace Futenma 

Air Base. Furthermore, huge damage and reconstruction, the nuclear accident, evacuation of residents, and decommissioning of a 

nuclear reactor, were all brought by the Great East Japan Earthquake. All of these are the problems of the area that local 

residents face in particular, even though all Japanese people should be involved with. If we face a documentary seriously, we will 

gain a sense of the persons concerned and take a step forward in solving the problems. Also, on the other hand, there have been 

criticisms that news coverage is affected by the government intervention and may not be conveying the facts. Or, there are TV 

shows that include fake news and hate. This also brings up the challenges facing video journalism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに～ドキュメンタリーができること 

2. 沖縄戦を知る 「Ｎスぺ・沖縄戦全記録」（2015 年） 

3. 沖縄、戦争、メディア 「一枚の新聞～沖縄戦下の記者たち～」（1993 年） 

4. 沖縄戦を描いた初めてのドキュメンタリー 「沖縄の勲章」（1969 年） 

5. 復帰闘争 民主平和の国・日本への渇望 「現代の映像 沖縄全軍労」 

6. 復帰 20 年 復帰後も翻弄され続ける 「N スペ 沖縄を知っていますか」（1992 年） 

7. 基地依存の言説は真实か 「安保と基地の間で 基地に一番近い学校」（2000 年） 

8. 沖縄人とは 「ＥＴＶ特集～テレビが見つめた沖縄～」（2013 年） 

9. 震災をどう伝えるべきか 2015 年の番組から 

10. その日何が起きたのか ①「私を襲った津波」 

11. その日何が起きたのか  ②  「“原発避難”  7 日間の記録」 
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12. 復興を記録し、問う 「“26 兆円”復興はどこまで進んだか」 

13. メディアは真实を伝えきれているか 「ETV 特集 ネットワークで作る放射の汚染地図」 

14. いまも続く事態（米軍基地問題、復興と原発事故避難）を当事者としてどう受け止めて、何をなし得るのか議論し、 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一部授業時間外に番組を視聴することもあります。また、放送番組センターの高等教育での番組利用のシステムを活用します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/リアクションペーパー(20%)/議論への参加(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時、レジメを配ります。番組は DVD もしくはネットでの視聴とします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻泰明、2017、『映像メディア論』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0812-2) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

随時指示します。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM366 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM366／コミュニティデザイン学演習６６ 

(Practical Application:Community Design 66) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（デジタル・アーカイブ論） 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

過去からいまに至る様々な文化資源や記録、日々生み出される情報をデジタル化して蓄積する「デジタル・アーカイブ」。図書、記

録文書、美術、文化財、映像などの文化資源に誰もが自由にアクセスして活用できることは、社会をより豊かにするための基盤と

なるはずです。世界的にデジタル・アーカイブの整備が進む中で、立ち遅れていた日本で、ようやく様々な分野でデジタル・アーカ

イブの構築を進めようと言う動きが出始めました。また、欧州の「ユーロピアナ」のような日本の文化資源の統合ポータルアーカイ

ブが計画されています。ファイル化、デジタル化、著作権、メタデータなどデジタル・アーカイブに関する基礎と实践的な知識と制

作能力を獲得します。さらに、デジタルアーカイブの基礎を身につけ、論文作成に活かせるデジタル情報基盤の獲得を目標としま

す。 

 

Digital archives digitize and store various cultural resources and records from the past to the present, as well as information 

generated daily. The free access and utilization of cultural resources such as books, documents, art, cultural assets, and images 

should be the foundation for a richer society. As the development of digital archives has progressed worldwide, in Japan, which has 

been slower, a movement has begun to finally begin to build digital archives in various fields. In addition, an integrated portal 

archive of Japanese cultural resources similar to Europe's "Europeana" is planned. Students will gain basic and practical 

knowledge and production skills about digital archives such as filing, digitization, copyright, and metadata. In addition, the aim is 

that students will acquire the basics of digital archives and acquire a digital information base that can be used to create an 

academic paper. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、デジタル・アーカイブの基本的な知識を獲得したうえで、最終的には受講生の関心・研究分野のコンテンツをデジ

タル化し、アーカイブ化もしくはその設計を行い、その後の研究や調査の基盤にするところまでを目標とします。また研究者は、ア

ナログ情報・デジタル情報が混在する現在、いずれの情報にも目配せをしつつ、デジタル環境を前提に学術研究の成果としての

論文を作成しなければなりません。デジタルアーカイブ構築に関する知識と技術は、論文作成の基礎的な作法として必須のもの

となりつつあるのです。 

 

In this course, after acquiring the basic knowledge of digital archives, students will finally digitize the contents of their 

interest/research field, and archive or design it, with the goal of reaching the basis for further research and surveys. In addition, 

researchers must create an academic paper as a result of their academic research on the premise of a digital environment, while 

focusing on both analog information and digital information which are currently mixed. The knowledge and techniques of digital 

archive construction are becoming essential as the basic method of academic paper creation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：デジタル・アーカイブとはなにか 

2. デジタル・アーカイブでなにができるのか 

3. オーラルヒストリーとデジタル・アーカイブ 戦場や空襲、戦後の復興、経済成長の体験の収集や編集について 

4. 東日本大震災とアーカイブ 災害の記録と防災教育 

5. コンテンツの選別とデジタル化、ファイル化 

6. メタデータとデジタル・アーカイブ 

7. 著作権、著作隣接権処理と肖像権の基本 

8. デジタル・アーカイブの活用手法 

9. アーカイブから生まれる新たな知と文化 

10. 学校教育、社会教育とデジタル・アーカイブ 

11. 受講生の研究テーマとデジタル・アーカイブ 

12. デジタル・アーカイブ实習（テーマを絞る） 

13. デジタル・アーカイブ实習（コンテンツのデジタル化と設計） 

14. 受講生の発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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随時指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(10%)/発表(40%)/リアクションペーパー(30%)/議論への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 柳与志夫、2017、『入門デジタルアーカイブ』、勉誠出版 (978-4585-20060-4 C1000) 

2. アーカイブ立国宠言編集委員会、2014、『アーカイブ立国宠言』、ポット出版 (978-4-7808-0213-9 C0000) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

国会図書館リサーチ、国立公文書館アジア歴史資料センター、NHK 戦争証言アーカイブス、東日本大震災アーカイブス、３１１ま

るごとアーカイブスほか 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM367 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM367／コミュニティデザイン学演習６７ 

(Practical Application:Community Design 67) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（メディア研究方法論） 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

過去から現在に至るメディアをめぐる変化を俯瞰しながら、今や若者を中心に情報やニュースの摂取の場となっているネット、そ

して映像に焦点を当ててこれからの私たちの社会とメディアとの関わりを考察します。 

 情報を摂取するメディアが、新聞・テレビといった「レガシーメディア」から、ネットポータルにシフト。映像視聴も、若い世代を中心

にテレビ離れが進み配信サービスに移り、デバイスもスマホとタブレットに代わりつつあります。きめ細かい取材ネットワークを持

つ地方新聞は部数の減尐に直面し、いわば権力監視や取材・課題発見のインフラが弱体化するのではないかという懸念があり

ます。 

 さらに、ネット空間では SNS やまとめサイトからフェイクニュースやヘイトの言説が溢れ出し、人々をつなぐと期待されてきたメデ

ィアが分断や排除を生み出す時代ともなっています。 

 こうしたメディア状況の変化を確認しながら、私たちの社会にとってより良いメディアのあり方を探ります。また、授業の中でフェ

イクニュースへのカウンターとしてファクトチェック の实習をワークショップ形式で行います。より良いメディアリテラシーを獲得しメ

ディアを主体的に活用できるようにします。 

 

Focusing on the internet, which is now the place for information and news, centered on young people, and videos, while considering 

changes in the media from the past to the present, students will think about our future society and its relationship with the media. 

 Media from which we obtain information is shifting from "legacy media" such as newspapers and television to net portals. As for 

viewing and listening to video, the younger generation is moving away from television, and shifting to distribution services, and 

devices are changing to smartphones and tablets. Local newspapers with detailed data collection networks face a decrease in 

sales, and there is a concern that the infrastructure for monitoring political power, collecting data, and discovering problems may 

be weakening. 

 Furthermore, in the internet space, fake news and hate speech overflows from social media and summary sites, and it is a time 

when media, that is expected to connect people, is creating division and exclusion. 

 While looking at these changes in the media situation, we will seek a better kind of media for our society. In addition, we will 

practice fact checking as a counter to fake news in class in a workshop format. Students will acquire better media literacy and will 

become able to proactively use media. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ネットや DVD での映像コンテンツの視聴や紙面で映画、テレビ、ネットと映像メディアのたどった歴史を把握します。そして、ネッ

トや SNS のメディア化、映像プラットフォーム化が何をもたらしているのかを確認しながら、表現の自由とフェイク、ヘイトなどの現

代の課題について発表や議論で進めて行きます。 

 

Students will understand the history of movies, television, internet and video media by watching video contents on the internet or 

DVD and reading articles on paper. We will conduct presentations and discussions on contemporary issues such as freedom of 

expression, fake news, and hate speech while looking at what the media and video platformization of the internet and social media 

have brought about. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. メディアと現代社会 

2. 戦争報道が伸ばした新聞 

3. 映画の誕生・映像で知ることになった世界 

4. 戦争への道を綴ったラジオ放送 

5. 当局の検閲と指導 新聞とニュース映画の統制 

6. 戦後の反動、テレビ放送の開始 

7. ドキュメンタリーによる社会課題の提示 

8. 地方紙と地方民放、CATV 

9. インターネットのメディア化 

10. レガシーメディアとネットニュース 

11. ネットの映像プラットフォーム化 

12. ネット、SNS とフェイクニュース・ヘイト言説と表現の自由 
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13. ファクトチェック ワークショップ 

14. より良い社会のために〜これからのメディア 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外にコンテンツを視聴することがありえます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/発表(40%)/議論への参加(20%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前坂俊之、2007、『太平洋戦争と新聞』、講談社 (ISBN:978-4-06-159817-1) 

2. 辻泰明、2016、『映像メディア論』、和泉書院 (ISBN:978-4-7576-0812-2) 

3. 林香里、2017、『メディア不信』、岩波書店 (ISBN:9784004316855) 

4. 立岩陽一郎、2018、『ファクトチェック とは何か』、岩波書店 (ISBN: 9784002709826) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

参照すべき HP やネットメディアの URL は随時指示します。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM368／コミュニティデザイン学演習６８ 

(Practical Application:Community Design 68) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ソーシャルキャリアの理論と实践） 

担当者名 

（Instructor） 
安斎 徹(ANZAI TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会にとっても、個人にとっても、将来の予測が困難な時代が到来している中、新たな社会の仕組みとは何か、我々一人ひとりは

何をすべきなのか、が問われている。社会貢献意識が静かに、しかも着实に高まっている現状を踏まえ、また人生 100 年時代や

ＡＩ時代も視野に入れつつ、どのようなキャリアをデザインすれば良いのか、そのためにどのような視野を持ち、どのようなスキル

を伸ばす必要があるのか、を考察する。 

 

In a time when it is difficult for society and individuals to predict the future, people are asking what the new social framework is 

and what each of us should do. Based on the current state of social contribution awareness that is quietly and steadily rising, and 

with a view to 100-year lives and the AI age, students will consider what kind of career they should design, what kind of vision they 

should have, and what kind of skills they should develop. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1 に、キャリアを取り巻く環境を理解する。社会貢献意識の高まり、人生 100 年時代、ＡＩ時代などという動向を把握する。第 2

に、キャリアに関する理論を考察する。キャリア理論、社会起業家の条件などを学び、自らに当てはめて考える。第 3 に、今後の

キャリア形成に必要なスキルを習得する。机上の空論を操るのではなく、实践者としてしっかりと歩むためには、コミュニケーショ

ン、リーダーシップ、クリエイティビティなどの基本スキルを身に付けておく必要がある。こうした知識や理論の理解、スキルの習得、

更にはケース・スタディや授業外の課題を通じた内省などを通じて、受講生一人ひとりが今後ソーシャル・キャリアを歩むための

道標となるような授業を志向する。 

 

First, students will understand the environment surrounding their career. Students will understand trends such as rising awareness 

of social contribution, 100-year lives, and AI. Second, students will consider the theories related to careers. Students will learn 

about career theory and the conditions of social entrepreneurs, etc., and apply it to themselves. Third, students will acquire the 

skills necessary to build their future career. It is necessary to acquire basic skills such as communication, leadership, and 

creativity, etc. in order to progress steadily as a practical worker, rather than to use abstract theories on paper. Through such 

knowledge and theory comprehension, skill acquisition, and reflection through case studies and out-of-class assignments, the 

course aims to be a guidepost for each and every student to follow a social career. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キャリアを取り巻く環境（１） 

3. キャリアを取り巻く環境（２） 

4. キャリアの基本（自己理解） 

5. キャリアの基本（キャリア理論） 

6. 取り組むべき社会的課題 

7. 实践的スキル（コミュニケーション） 

8. 实践的スキル（リーダーシップ） 

9. 实践的スキル（クリエイティブマインドセット） 

10. 实践的スキル（デザイン思考） 

11. ケース・スタディ（１） 

12. ケース・スタディ（２） 

13. ケース・スタディ（３） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、日頃の行動変革や視野の拡大を促す小レポート（Ａ）及び文献を読んで考察する小レポート（Ｂ）を課すため、相応の時間

がかかる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 120 - 

最終レポート(Final Report)(30%)/小レポート(40%)/ディスカッションやワークへの参加姿勢(30%) 

以上を総合的に判断する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安齋 徹、2016 年、『企業人の社会貢献意識はどう変わったのか』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623076222) 

2. 安齋 徹、2018 年、『女性の未来に大学ができること』、樹村房 (ISBN:9784883673049) 

必要に応じて、その他の文献を紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員はビジネス経験を有する大学教員で、本研究科の修了生である。ビジネス界や教育界で培った経験も活かしながら、一

方通行でなく、インタラクティブな授業を展開していく。ケース・スタディでは、ゲスト・スピーカーの招聘も検討する。 

https://researchmap.jp/ToruAnzai 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM402／危機管理学演習２ 

(Practical Application:Crisis Management 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（経済学と人間学） 

担当者名 

（Instructor） 
内山 節(UCHIYAMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済デザインと社会デザインを一体的にとらえる視点を確立する。 

 

Students will establish an integrated view of economic design and social design. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済活動を社会や文化などから独立した活動としてとらえた近代以降の問題点を明らかにしながら、これからの経済デザインの

あり方を探る。 

 

Students will identify problems in modern society that regard economic activities as activities independent of society and culture, 

and explore the ideal way of economic design in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本と世界の経済の現实について 

2. 古典経済学の視点についてⅠ―ウイリアム･ペティを参考にして 

3. 古典経済学の視点についてⅡ―アダム･スミスを参考にして 

4. 経済学と社会思想Ⅰ―カール・ポランニーを参考にして 

5. 経済学と社会思想Ⅱ―シルビオ・ゲゼルを参考にして 

6. 自由討論 

7. 伝統的共同体と経済の関係について 

8. 都市の共同体と経済の関係について 

9. 群馬県上野村の経済と労働体系 

10. 勃興期における近代産業とソーシャル･ビジネス 

11. これからの社会デザインと半市場経済 

12. 経済学、経済社会学、経済哲学 

13. 自由討論 

14. 自由討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始日に全レジュメを配ります。それに沿って、質問事項、発言事項を考えておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内山 節編、2015、『半市場経済』、角川新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 内山 節、2015、『貨幣の思想史・著作集版』、農文協 

2. 内山 節、2015、『共同体の基礎理論・著作集版』、農文協 

3. 内山 節、2015、『いのちの場所』、岩波書店 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM403／危機管理学演習３ 

(Practical Application:Crisis Management 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（Crisis Management） 

担当者名 

（Instructor） 
秋冨 慎司(AKITOMI SHINJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

危機管理の本質を理解し、实社会に還元する 

 

Students will understand the nature of crisis management and apply it to the real world 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．实際の大規模災害を通じて、危機管理の实際と本質を理解する 

２．演習や机上訓練を通じて、实践する課題抽出と対応を理解する 

３．企業や社会への教育プログラムを通じて、一人一人の社会貢献を考える 

 

Students will: 

1. Understand the reality and nature of crisis management through actual large-scale disasters 

2. Understand practical task extraction and response through exercises and desktop training 

3. Think about the social contribution of each person through educational programs in companies and society 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 災害とは？ 

2. 岩手宮城内陸地震 

3. JR 福知山線脱線事故 

4. 情報のマネージメント 

5. 東日本大震災１ 

6. 東日本大震災２ 

7. 災害現場の優先順位について（トリアージを学ぶ） 

8. トリアージの实践と課題抽出 

9. 机上訓練１ 

10. 机上訓練２ 

11. 模擬演習１ 

12. 模擬演習２ 

13. 模擬演習３ 

14. 危機管理の本質 

※授業計画は予定であり、一部変更となることがある 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習 

 １．どの事故調査委員会でもよいが、興味のある事故の調査報告書を読みレポート作成 

 ２．ナインデイズ 岩手県災害対策本部の戦い（幻冬舎）を読んでおく 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席および授業参加度(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 河原れん、2014、『ナインデイズ』、幻冬舎 (ISBN:9784344421424) 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本正、2014、『災害復興法学』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766421637) 

2. 越野修三、2012、『東日本大震災津波 岩手県防災危機管理監の 150 日』、ぎょうせい (ISBN:9784324095294) 
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3. バーテル・バンドワール、2014、『緊急事態のための情報システム』、近代科学社 (ISBN:9784764904453) 

4. 山崎達枝、2009、『災害現場でのトリアージと応急処置』、日本看護協会出版会 (ISBN:9784818014787) 

5. 林春男、2009、『しなやかな社会の創造』、日経 BP 企画 (ISBN:9784861304255) 

6. 中澤大介、2013、『危機管理「攻めの」5 アプローチ』、新建新聞社リスク対策.com 編集部 (ISBN:9784879470782) 

7. 渡辺研司、2013、『BCMS(事業継続マネジメントシステム)-強靭でしなやかな組織をつくる』、日刊工業新聞社 

(ISBN:9784526070549) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

FEMA National Incident Management System 

 http://training.fema.gov/is/nims.aspx 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM404／危機管理学演習４ 

(Practical Application:Crisis Management 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ダークツーリズム） 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェノサイドや紛争、大規模な人権侵害、災害といった地域の苦しみ・悲しみの現場や跡地、遺跡・遺構をめぐる旅「ダークツーリ

ズム」。この現象を、歴史、政治、社会、倫理、文化といった広範な文脈の中に位置づけ、内外の事象の理解を深め、事件の再発

防止や予防に寄与する。 

 

"Dark Tourism" is the act of touristic travel to sites of genocide, conflicts, large-scale human rights abuses, sites associated with 

struggle and sadness in disaster-hit regions, and ruins. We will position these phenomena in a wide range of contexts such as 

history, politics, society, ethics, and culture, deepen students' understanding of internal and external events, and contribute to the 

prevention of incident recurring. 

 

授業の内容（Course Contents） 

内外を問わず、人の「死」や暴力・惨劇にまつわる場所を旅する行為自体は新しいことではない。しかし、こうした現象に「ダークツ

ーリズム」という名称が与えられ、学術研究の対象となったのは近年、1990 年代のことである。 

 「ダークツーリズム」を副題とする本講座では、「ダークツーリズム」概念を体系的・包括的に学び、人類の負の遺産は誰が、どの

ような目的で保存し（あるいは破壊し）、観光資源とする（あるいは消し去る）のか。そこから私たちは何を、どのように学ぶのか。

悲劇的な「死」を消費・商品化するとはどのようなことか。これらの問いを、社会的、倫理的、文化的、歴史的、政治的文脈の中に

位置づけ、理解を試みる。そのうえで、受講生一人ひとりが、自ら「ダークツーリズム」の旅行者として、場所を選定し、事例研究と

して発表する。 

 

The act of touritic travel to sites associated with  human "death", violence and misery, both in Japan and overseas, is not new. 

However, these phenomena were given the name "dark tourism" and have been the subject of academic research in recent years 

in the 1990s. 

 In this course subtitled "Dark Tourism", the concept of "dark tourism" is comprehensively studied, and we will ask who save (or 

destroy) the dark heritage of humanity as a tourist resource and for what purpose we should do so. What do we learn from these 

places and how do we learn? What does it mean to consume and commercialize tragic "death"? We will try to understand these 

questions in social, ethical, cultural, historical, and political contexts. Then, each student will choose a place as a "dark tourism" 

traveler and present it as a case study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ダークツーリズムとは何か。ダークツーリズム研究の射程、様々な定義と類似概念の比較検討 

2. ダークツーリズムの歴史的発展：歴史の中にみるダークツーリズム 

3. 日本におけるダークツーリズム研究の展開：東日本大震災・フクシマ、産業遺構との関係から 

4. ダークツーリズムの場所・対象地を類型化する(1) 

・ 事象、地域、年代（時代背景） 

5. ダークツーリズムの場所・対象地を類型化する (2) 

・ 保存と展示の形（墓地、博物館・記念館、収容所跡、IT 技術の利用など） 

6. ダークツーリズムの主体を類型化する 

・ 誰が何の目的で旅をするのか、旅行者のアイデンティティと当事者性 

7. ダークツーリズム対象地・施設の主催者・運営理者を類型化する 

・ 誰が何を選択し、どのような目的で保存・運営・宠伝しているのか～政治・地域の開発・記憶の整理の観点から考える 

8. ダークツーリズムの裏側 

・ 記憶や遺跡の格差・ディスパリティ（記憶・保存される遺構・遺跡と、記憶・保存されない惨劇の地） 否定・修正主義と政

治利用 

9. 事例研究１：ホロコースト 

・ アウシュビッツ・ビルケナウ・アンネ・フランクの隠れ家など 

10. 事例研究２：民族紛争の地 

・ ボスニア・ヘルツェゴビナ（スレブレニツァ、モスタル、サラエボ）、カンボジア・キリングフィールド（トゥールスレン博物館・



 - 126 - 

チュンエク)、ルワンダ（キガリ・ムランビ虐殺記念館、ニャマタ教会） 

11. 事例研究３：太平洋戦争の地 

・ 沖縄、バンザイクリフ、硫黄島、レイテ島、南京資料館、フィリピン、ミャンマーなど 

12. 事例研究４：植民地支配と文化的ジェノサイド 

・ 先住民虐殺の跡地（アフリカ諸国、オーストラリア、アメリカ、グアテマラ、日本） 

13. 事例研究５：原爆・原子力災害 

・ ヒロシマ・ナガサキ、福島第一原発、チェルノブイリ原発 

14. 事例研究６：日本のダークツーリズム 

・ 災害（東日本大震災、神戸、熊本）、産業遺産（足尾銅山、軍艦島）、強制連行（花岡事件）、関東大震災（朝鮮人虐殺の

地）、事件・事故の現場など 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内での発表(25%)/ディスカッションへの参加度・貢献度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Lennon, J., & Foley, M.. 2000. Dark tourism— The Attraction of Death and Disaster. Continuum 

2. Sharpley, R., & Stone, P.R. (eds). 2009. The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism. Channel View 

Publications 

3. Stone, P.R.. 2013. “Dark Tourism Scholarship: A Critical Review”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality 
Research, 7(3):307-18 

4. Dalton, D.. 2015. Dark Tourism and Crime. Routledge 

5. 井出明、2018、『ダークツーリズム 悲しみの記憶を巡る旅』、幻冬舎 

6. 井出明、2018、『ダークツーリズム拡張 ─近代の再構築』、美術出版社 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

セントラル・ランカシャー大学ダークツーリズム研究所 HP, The Institute for Dark Tourism Research (iDTR), the University of 

Central Lancashire, England, http://www.uclan.ac.uk/research/explore/groups/institute_for_dark_tourism_research.php 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM406／危機管理学演習６ 

(Practical Application:Crisis Management 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（21 世紀のアジア像） 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 公彦(BABA KIMIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の異文化交流が抱える諸問題について討議しながら，解決のための道筋を考えましょう．近代以降から現在までの日本人

の中国像，中国人の日本像を，文字と映像のテキストを読み解きながら確認し，日本と中国が正しくお互いを理解するための知

恵を学んでいきましょう． 

 

We will think about a path for solutions to the problems of current intercultural exchange through discussions. We will look at the 

Chinese image of Japanese people and the Japanese image of Chinese people from modern times to the present while reading and 

interpreting documents with text and images, and learn the wisdom required for Japan and China to understand each other 

properly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日清戦争後から現在まで，日中の文学・評論・映画などに描かれた日本像と中国像を、作品を通して理解していきましょう．中国

が大国化しつつあるなかで，共存共栄のための新たな枞組み作りが求められています．領土問題・歴史問題から尐子高齢化や

環境問題まで，日中双方が抱える諸問題についても具体的な取り組みを構想します．授業は受講生の言語環境と能力に応じて

日本語と中国語でやりとりしますから、日本語が苦手な留学生も受講してください．講師の職務である編集や出版に関する話題

を盛り込んでいきます． 

 

We will understand through the image of Japan and that of China depicted in Sino-Japanese literature, criticism, and films from 

the Sino-Japanese War until now. As China becomes a major power, a new framework is required for coexistence and prosperity. 

From territorial issues and history issues to low birth rates and aging of the population, and environmental issues, we will consider 

specific initiatives for issues facing both Japan and China. Classes will be held in Japanese and Chinese according to the language 

environment and ability of the students, so foreign students who are not good at Japanese are welcome to attend. We will include 

topics related to editing and publishing, which is the instructor's profession. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義全体のねらいと中身について説明し，受講者から関心のあるテーマを発表してもらい，授業についての要望を聞き、授

業目標に沿う限りなるべく授業に取り入れて要望に応えていきます． 

2. ＰＰＴをつかって日中の相互認識について概説します．授業全体の概要・総論となります． 

3. 日清戦争（甲午戦役）から辛亥革命までの時期における日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

4. 五四運動から対華２１か条要求をへて山東出兵までの時期における日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

5. 満洲事変（９１８事変）当時の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

6. 日中戦争当時の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

7. 日本の終戦から敗戦・戦争直後の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

8. ＰＰＴを使って「戦後日本の中国イメージと中国観」について講義します． 

9. 中華人民共和国の成立から日中民間交流が始まる１９５０年代の時期の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

10. 文化大革命時期を中心に１９６０年代の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

11. １９７２年の日中国交正常化に関する日中の関連作品を読み解きます． 

12. 国交回復後，日中が蜜月関係を経て軋んでいく１９７０年代の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

13. 民主化運動・天安門事件を経て天皇訪中に到る１９８０年代から９０年代初頭の日中の相互認識に関する作品を読み解き

ます． 

14. 授業全体のまとめをし，日中が抱える領土問題・歴史問題・安保問題など，現在の日中関係について，共同討議をします． 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回ごとにあらかじめ日本と中国の名著・名作から、おもに作家の作品を次回までに読んでおくように提示しておきます．作品は

言語能力に応じて日本語と中国語のどちらかを渡します。授業ではその作品の感想を発表してもらいながら，討論をしていきます．

発表言語は日本語でも中国語でも構いません。前回受講した方がいる場合は、作品が重複しないように配慮します。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席及び授業参加度(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 馬場公彦、2014、『現代日本人の中国像』、新耀社 (ISBN:978-4-7885-1386-0) 

2. 馬場公彦、2010、『戦後日本人の中国像』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1204-7) 

3. 馬場公彦、2018、『世界史のなかの文化大革命』、平凡社 (978-4-582-85891) 

 

参考文献（Readings） 

1. 張競・村田雄二郎、2016、『日中の 120 年 文芸評論作品選 全 5 巻』、岩波書店 (027221-027225) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

授業の質問や、研究上の助言などのやりとりは、講師のメールアドレスを公開し、そこで行います。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM408／危機管理学演習８ 

(Practical Application:Crisis Management 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（国連とグローバル・スキルズ） 

担当者名 

（Instructor） 
忍足 謙朗(OSHIDARI KENRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際人道支援・開発支援・平和構築などの基本コンセプトと、国連やNGOが实地するこれらの現場の实情を知ってもらう。同時に、

国際的な職場や環境で役に立つグローバルスキルズを取得してもらう。 

 

Students will get to know basic concepts such as international humanitarian assistance, development aid, peacebuilding, and the 

actual conditions of these sites where the UN and NGOs operate. At the same time, students will acquire global skills that are 

useful in international workplaces and environments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の視点から国連の行う人道支援・開発支援・平和維持などの实情をアフリカ、アジアなどの紛争や自然災害などを例にとっ

て講義とディスカッションを行います。また、国際的な職場や環境で必要となるコミュニケーション・プレゼンテーション・ネゴシエー

ション・リーダシップなどのスキルを实用的なトレーニング方法やロールプレイなどを使って身につけてもらいます。 

 

Lectures and discussions will be held from the perspective of the site on humanitarian assistance, development aid, and 

peacekeeping, etc. conducted by the United Nations, taking  conflict and natural disasters in Africa and Asia, etc as examples. In 

addition, students will acquire skills such as communication, presentation, negotiation, and leadership that are required in 

international workplaces and environments using practical training methods and role play. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国連の役割、SDGs『持続可能な開発目標」などを考える 

3. グローバルな現場で使うコミュニケーション・プレゼンテーションスキル(1) 

4. グローバルな現場で使うコミュニケーション・プレゼンテーションスキル(2) 

5. 食糧安全保障ー世界の飢餓の問題を貧困、紛争、災害などの観点から考える 

6. 人道支援・緊急支援の現場 ー实際の例を使って国連、NGO、軍などがどのように緊急支援を行うのかを説明する 

7. ヒューマニタリアン・ネゴシエーション(交渉)スキル(1)： 人道支援の現場では政府や反政府軍などとセンシティブな交渉が

必要となるが、普段でも使える交渉スキルでもある。 

8. ネゴシエーション(交渉)スキル(2) 

9. 平和構築・平和維持 (国連 PKO 活動など) 

10. リーダーシップスキル：特に緊急事態の中で国際的なチームを指揮する 

11. NGO 活動について 

12. 学生から「聞きたい・話し合いたい」トピックスを提案してもらっての講義 

13. 日本と国際協力・グローバル人材について 

14. 個人レポートプレゼンテーション(シェアリング)・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については授業内、もしくはメールで指示する。 

基本、準備学習的なものはほとんどないが、コミュニケーションスキルの練習のため、短いプレゼンテーションなどを用意してもら

うことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(15%)/出席および授業参加度(70%)/授業内で行う個人やグループでのプレゼンテーションなど(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM411／危機管理学演習１１ 

(Practical Application:Crisis Management 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（リスクコミュニケーション論） 

担当者名 

（Instructor） 
田中 美乃里(TANAKA MINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、日常生活の中や身近な地域社会に存在するリスク・コミュニケーションについて、具体的な事例を参考にしながら学

び、その活かし方や手法についての知識を習得し身につけることを目指す。 

行政と住民や企業と顧実、また地域における様々なシーンにおけるリスク・コミュニケーションの場を設計・運用するにあたり必要

なスキルを高める。 

 

In this course, the aim is for students to learn about risk communication that exists in everyday life and in familiar communities 

while referring to specific examples, and to learn and acquire methods of risk communication. 

Students will develop the skills necessary to design and operate a risk communication site in various scenes in government and 

citizens, businesses and customers, and in regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う授業のほかに、参加型のディスカッションやケーススタディを实施する。 

講義では、国内地域で行われているいくつかの事例を紹介する。ケーススタディでは、リスク・コミュニケーションプロセスで重要な

要素である情報共有やナレッジマネジメントについて体験する。 

＊履修者数やそれぞれの希望に応じて、自らが主体となって課題設定やシチュエーションを設定するなど、实践を通じたリスク・

コミュニケーションの学習を含める。 

 

Students will take part in discussions and consider case studies in addition to lecture-style classes. 

The course will introduce some cases that are being conducted in Japan. In the case studies, students will experience information 

sharing and knowledge management, which are key elements in the risk communication process. 

* The course will include learning risk communication through practice, such as tasks and situations which the students set by 

their choice, based on the number of students and their respective preferences. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ■リスクとリスク・コミュニケーション概論(1) 

・リスクとは／リスク・コミュニケーションとは 

2. ■リスクとリスク・コミュニケーション概論(2) 

・知識創造理論とナレッジマネジメント ローカルナレッジの考え方 

3. ■事例研究・国レベルでのリスク・コミュニケーション 

高レベル放射性廃棄物の地層処分におけるリスク・コミュニケーション 

4. ■事例研究・地域情報共有とリスク・コミュニケーション 

・不確实要素を扱う地域の情報発信 

5. ■事例研究・地域情報共有とリスク・コミュニケーション 

・SNS を活用した地域コミュニティ運営（価値観の異なる市民が集うオンラインコミュニティにおけるファシリテーション） 

6. ■企画と实践 

・不確实性を含む地域課題解決または新たな価値創造を目的とした、コミュニケーションプラットフォームの設計 

7. ■事例研究 

・グループワーク確定 

・多様な主体による地域課題（リスク）への参加・関与の促進(1) 

8. ■事例研究 

・多様な主体による地域課題（リスク）への参加・関与の促進(2) 

9. ■企画と实践 

グループワーク中間発表 

10. ■企画と实践 

・リスク・コミュニケーションシナリオの検討 

11. ■企画と实践 
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・事業評価手法と指標の設定 

12. ■企画と实践 

グループワーク発表 

13. ■ゲストスピーカー（地域での实践者） 

＊日程未定 

14. ■ゲストスピーカー（自治体担当者） 

＊日程未定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく授業時間内で作業時間を取ります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内ミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

授業の順序及び内容は、進捗状況やゲストスピーカーのスケジュールに応じて変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM412／危機管理学演習１２ 

(Practical Application:Crisis Management 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（環境リスクファイナンス論） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然環境リスクのリスク移転や資金調達を行う「環境リスクファイナンス」について学習する。 

 

Students will learn about "Environmental Risk Financing" for risk transfer and financing of natural environment risks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然環境保護は長期事業であり、企業活動と同じように永続性が求められるが、目に見える形での将来キャッシュフローを生ま

ない（環境の潜在価値は存在する）。株式市場で利益を上げない企業の株式は見向きもされないのと同様に、環境保護には理念

があっても資金が集まらない。 

そこで、環境保護への思いやイメージとは一旦決別し、自然環境保護の現实を直視し、その最大の課題が資金調達にあることを

改めて認識する。そして、環境保護の課題の多様性を理解した上で、それを解決する手法を模索する。 

 

Natural environment protection is a long-term business, and as with business activities, it requires permanence, but it does not 

produce visible cash flows in the future (on the other hand, the potential value of the environment exists). Just as company stocks 

that don't make money in the stock market are unpopular, money is not invested in environmental protection even if there are 

ideals. 

Therefore, we will temporarily separate ourselves from our thoughts and ideas about environmental protection, face the reality of 

natural environmental protection, and reaffirm that the biggest issue is in funding. Then, after understanding the diversity of 

environmental protection issues, we will seek ways to solve them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自然環境保護活動が続かない理由：講義全体像 

2. 自然災害リスクとファイナンス 

3. 自然環境リスクとファイナンス 

4. 閉鎖性水域と統合的水源管理（IWRM）：瀬戸内海 

5. ミャンマーインレー湖の湖沼と集水域の管理 

6. 古代湖琵琶湖の水質悪化、京阪神 1,100 万人の飲料水危機 

7. 琵琶湖の水質を決定する湖周囲の森林の価値の試算：森林管理 

8. リスクファイナンスを用いた資金調達手法：伝統的な保険手法 

9. リスクファイナンスを用いた資金調達手法：環境保険：土壌汚染 

10. リスクファイナンスを用いた資金調達手法：天候デリィバティブ 

11. リスクファイナンスを用いた資金調達手法：大災害ボンド 

12. 琵琶湖の全循環停止リスクへのリスクファイナンス 

13.  实習（1）受講生が保護したい自然環境を 1 つ抽出し、その概要をまとめる 

14. 实習（2）当該環境の資金調達に関するアイデアとその实現要件の注出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生がリスク移転したい自然環境事象を事前に考えておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM417 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM417／危機管理学演習１７ 

(Practical Application:Crisis Management 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（リスク移転と保険） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リスク管理において重要性が増すリスク移転の原理と多様な手法について学習する。 

 

Students will learn about risk transfer principles and various methods that are becoming more important in risk management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

リスク移転は、リスクマネジメントの 1 過程であるが、国、地方自治体、企業、諸組織において、残余リスクが増大する中では必須

のリスク管理手段である。リスク移転に共通する「保険の原理」やそこに隣接するファイナンスの手法を学ぶ。また、リスクを引き

受ける側の保険会社の構造を知る。そして、授業を通じ、受講生が考えるリスク移転対象とその移転策を検討する。 

 

Risk transfer is one process of risk management, but it is an essential risk management tool as residual risks increase in countries, 

local governments, companies and organizations. Students will learn about the "principles of insurance" common to risk transfer 

and the related methods of finance. Also, students will get to know the structure of insurers that are taking on the risks. Then, 

through classes, we will examine what the students consider to be the risk transfer targets and transfer measures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の全体像：生保、損保の歴史、ビデオ「助け合いの歴史 

2. 残余リスクの増大とリスクの市民化 

3. 保険の原理（1）保険料の計算、危険選択 

4. 保険料の原理（2）負債の積立、配当金 

5. 保険会社の決算書を読み解く（教材：保険会社ディスクロージャー誌：「虎の巻」） 

6. 保険会社の資産運用：機関投資家とヘッジファンド 

7. ALM（Asset Liability Management） 

8. 生命保険会社の健全性監督（ソルベンシーマージン、破たん手続き、保護基金） 

9. リスク移転の新しい動き：ソルベンシーⅡ、Fintech と InsurTech 

10.  新技術のリスク移転：自動運転のリスク評価と移転 

11. リスクと経済価値の移転：生命保険買取制度（生命保険価値の売買） 

12. 発展途上国のリスク移転：ベトナムのマイクロインシュアランス 

13. 地方自治体のリスク移転：（事例：琵琶湖淀川流域洪水保険の創設） 

14. 受講生が有する課題へのリスク移転策の検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 久保英也、2009、『保険市場の独立性と資本市場との融合』、千倉書房 (ISBN:978-4-8051-0934-2) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを中心とした講義形式で、映像資料や他の教材（こちらで準備）なども適宜活用する。 
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注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM418／危機管理学演習１８ 

(Practical Application:Crisis Management 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ライフサイクルリスク論） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人の人生のライフサイクルとそこにあるリスクを再点検し、対応策を考えることにより、企業や組織で行うリスク管理を肌で实感

する。 

 

By re-examining each student's life cycle and the risks, and thinking about countermeasures, students will be able to comprehend 

the risk management that companies and organizations carry out. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学や経営学を仕事や投資に活用することはあるが、自分の日常生活に生かさない人が大半ではなかろうか？人生は「選択」

の連続であるが、同時にそれはリスクの選択でもある。一度、自分の人生において直面する可能性があるリスクを具体的にイメ

ージしておくことは重要である。 

この授業では、人のライフサイクルを対象に、そのステージごとのリスク（ライフサイクルリスク）を見つめ、人生のリスク管理を考

える。自己の「ライフサイクルリスク表」を作成し、リスクを直感的、かつ定量的にとらえる。これにより、基本的には共通する企業

や組織のリスク管理にその感覚を応用する力を養う。 

 

There are times when economics and business administration are used for work and investment, but surely most people do not 

use it in their daily life. Life is a series of "choices in the life course" and at the same time it is a choice of risks. It is important to 

have a specific image of the risks that you may face in your life. 

In this course, we will consider the risk of each stage (life cycle risk) and consider the risk management of life, targeting the life 

cycle of a person. Students will create their own "Life Cycle Risk Table" to capture risks intuitively and quantitatively. This will 

foster the ability to apply that sense to risk management in companies and organizations, which are basically the same. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の全体像 

2. 人生におけるリスクと安心①（幼青年期：子供を持つ家庭のリスク） 

3. 人世におけるリスクと安心②（勤労期：労働環境のリスク） 

4. 人生におけるリスクと安心③（引退期） 

5. 国民年金の損得と未納率の分析 

6. 長寿リスクと年金制度：スウェーデンの年金改革から学ぶ① 

7. 長寿リスクと年金制度：スウェーデンの年金改革から学ぶ② 

8. リスクの市民化と社会的排除リスク 

9. システミックリスクへの自己防衛 

10. 個人のリスク移転：保険パンフレットの読み方：教材：「保険の基本」 

11. 人生の収入と支出：教材：「ライフプラン情報ブック」 

12. ライフサイクル表の作成作業 

13. ライフサイクルリスク表の作成作業① 

14. ライフサイクルリスク表の作成作業②とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを中心とした講義形式で、他の教材（こちらで準備）なども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM419 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM419／危機管理学演習１９ 

(Practical Application:Crisis Management 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（グローバル社会から考える人権） 

担当者名 

（Instructor） 
寺中 誠(TERANAKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化とネーション＝ステートという近代社会を特徴づける二つの方向性が、人権や安全保障に影響するさまざまな危機

を生み出している構造を理解する。 

権利と義務の体系として作られた人権保障制度について、各国や国際社会がそれぞれどのような仕組みを講じているかを理解

する。 

 

Students will understand the structure, in which the two directions of modern society; globalization and nation-state system 

create various crises affecting human rights and security. 

Students will understand how each country and the international community have adopted human rights protection systems 

formulated as systems of rights and obligations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人権は、近代社会を規律する重要な法的概念である。 

 グローバル化の時代を迎えて、世界規模での戦争や武力紛争が生み出した国際刑事司法や難民保護の制度は、従来の国境

管理を基本とした国家の枞を超えてきている。一方で、移民排斥に見られるような排除型社会の進展は、従来の民族国家概念を

頑なに守ろうとしている。また、世界経済の大きな流れは、従来の国家を超える存在としての世界企業を生み出し、人びとの生活

に直接の影響を及ぼしている。 

 後期近代とも言われる現在、国や国際社会は、こうしたグローバルな動きに対して、人権という制度をどのように用いて対応し

ようとしているのか。さまざまなケースを通じて、問題の構造と、どのような対策を講じるかを考える。 

 受講者の研究内容に応じて、強弱を設ける予定。 

 

Human rights are important legal concepts that govern modern society. 

In the age of globalization, the international criminal justice and refugee protection systems created by world wars and armed 

conflicts have come to transcend national borders based on traditional border control. On the other hand, the development of 

exclusionary societies as seen in immigration exclusion is a stubborn attempt to keep the traditional nation-state concept. In 

addition, the great flow of the world economy has created global companies that are more powerful than traditional states, and this 

has a direct impact on people's lives. 

 How are governments and the international community trying to respond to such global movements using the human rights 

system, in this period which is said to be late modernity? We will consider the structure of the problem and what action to take in 

various cases. 

 We plan to change the priority of the topics as appropriate according to the study content of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバル化とネーション＝ステートで考える人権 

2. 権利基盤アプローチ論：開発分野における権利義務の構造 

3. グローバル化する企業を取り巻く国際的な人権基準 

4. 移民政策とグローバル危機 

難民／入管政策と刑事司法の国際化 

5. 安全保障政策と刑事政策、人権政策 

「国際組織犯罪」と「テロリズム」をめぐって 

6. 国際刑事裁判所と戦争の違法化 

安全保障政策と「法の支配」 

7. 紛争地域と「保護する責任」 

人道的介入と非軍事的措置 

8. 修復的司法（正義）と「和解」プロセス 

9. 「紛争下のジェンダー」を考える 

10. 「紛争鉱物」を考える 
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11. 「児童労働」を考える 

12. 国際社会における人権基準化プロセス（死刑／拷問） 

13. 人権分野の NGO が果たすアドボカシー機能 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自必ず講義ノートを作成すること。 

①事前に概説書等を参考にする。（参考文献に挙げた資料などを読んでみる） 

②授業に参加し、ノートに必要事項を記録する。 

③ノートの内容を確認しつつ、疑問点があれば質問する。 

④授業中に示された参考図書等を調べて、ノートに反映させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(20%)/授業中の発言等の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アムネスティ・インターナショナル日本・国際人権法チーム 編著、2014、『ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。 ―人

権を守る新しいしくみ・国際刑事裁判所』、合同出版 (ISBN:ISBN978-4-7726-1192-3) 

2. 藤岡美恵子・越田清和・中野憲志、2006、『国家・社会変革・NGO』、新評論 (ISBN:ISBN4-7948-0719-8) 

3. ジョック・ヤング、2007、『排除型社会』、洛北出版 (ISBN:ISBN978-4-903127-04-0) 

4. ソーシャルジャスティス基金、2015、『民主主義をつくるお金』、ハンズオン！埼玉出版部 (ISBN:ISBN978-4-9906791-2-5) 

5. ロイック・ヴァカン、2008、『貧困という監獄―グローバル化と刑罰国家の到来』、新曜社 (ISBN:ISBN978-4-7885-1140-8) 

6. ハワード・S・ベッカー、2011、『完訳アウトサイダーズ』、現代人文社 (ISBN:ISBN978-4-87798-494-6) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

http://wwww.teramako.jp/ 

http://www.ohchr.org/ 

http://www.amnesty.or.jp/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM420／危機管理学演習２０ 

(Practical Application:Crisis Management 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（イスラム社会と国際協力） 

担当者名 

（Instructor） 
景平 義文(KAGEHIRA YOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シリアやアフガニスタンなど中東地域の混乱は、政治的あるいは軍事的なマクロな課題だけではなく、大規模な難民の流出に代

表されるように、その地域で生きる人々をどのように支援するのかというミクロな課題を国際社会に突き付けている。しかしながら、

日本における中東地域に対する理解は必ずしも高くない。その要因としては、中東地域に関する情報が十分に流通していないこ

とと、同地域における「イスラム」に基づいた社会規範が日本にとって馴染みのないものであることが挙げられる。本授業では、中

東地域およびイスラム社会への理解を深め、求められている国際社会の支援のあり方について考察を加える。 

 

The turmoil in the Middle East region, such as Syria and Afghanistan, is not only a political or military macro issue, but also a micro 

challenge facing the international community, such as how to support the people in that region, as represented by the large-scale 

displacement of refugees. However, Japan's understanding of the Middle East is not always enough. The factors include the lack of 

sufficient information on the Middle East and the social norms based on "Islam" in the region being unfamiliar to Japan. In this 

course, we will deepen our understanding of the Middle East region and Islamic society, and consider the type of support required 

from the international community. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の中東地域の混乱は、歴史に多くの原因を見ることができる。特に、オスマントルコ帝国崩壊前後の歴史について概観する

ことで、中東地域の現代的課題を明らかにする。また、イスラム教を社会の基盤としている中東地域において、人間の安全保障

の観点から、何がイスラム社会の開発あるいは国際協力の課題となっているのかについて説明する。その後、アフガニスタンとシ

リアの 2ヵ国を例として、その歴史や社会について詳細に説明し、これらの国の現在の状況、そして国際社会の対応について掘り

下げる。また、シリア危機によって生み出された大量の難民は、現代の世界が直面する大きな課題となっているため、難民支援

および難民政策についても論じる。 

 

We can see many causes in history for the current turmoil in the Middle East. In particular, by examining the history before and 

after the fall of the Ottoman Empire, we will clarify the contemporary challenges of the Middle East. In addition, in the Middle East, 

where Islam is the foundation of society, we will explain the issues in the development of Islamic society and international 

cooperation from a human security point of view. The two countries of Afghanistan and Syria will then be used as examples to 

explain their history and society in detail, and to delve into the current situation in these countries and the response of the 

international community. We will also discuss refugee assistance and refugee policy, as the large number of refugees have fled due 

to the Syrian crisis is a major challenge facing the modern world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中東地域の歴史概説 

2. 中東地域の近代化とその蹉跌 

3. オスマントルコ帝国崩壊以降の中東地域の歴史と政治 

4. イスラム主義の勃興 

5. 中東地域の開発と日本の関わり 

6. 国際協力概説 

7. アフガニスタンにおける復興支援 

8. アフガニスタンの学校教育と、それを取り巻く地域社会 

9. 映画「君のためなら千回でも」上映 

10. シリア内戦の背景と現在の状況 

11. シリア危機に対する国際社会の対応 

12. トルコにおけるシリア難民支援 

13. シリア危機から見る難民支援の現代的課題 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカード兼出席票(60%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山内昌之、1993、『民族と国家-イスラム史の視覚から』、岩波新書 (ISBN:978-4004302605) 

2. 池内恵、2016、『サイクス=ピコ協定 百年の呪縛』、新潮選書 (ISBN:978-4106037863) 

3. 酒井啓子、2010、『<中東>の考え方』、講談社現代新書 (ISBN:978-4062880534) 

4. 墓田桂、2016、『難民問題 - イスラム圏の動揺、EU の苦悩、日本の課題』、中公新書 (ISBN:978-4121023940) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM422 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM422／危機管理学演習２２ 

(Practical Application:Crisis Management 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ホロコースト再考） 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 研究者あるいは市民として、人類が経験したジェノサイド（集団殺害）や類似の事例を学ぶことにより、事件の再発防止や予防

に寄与することを目的とする。 

 

 The course aims to contribute to the prevention of genocide and related incidents by learning about the genocide experiened by 

humanity, as a researcher as well as a citizen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 国際社会の危機管理を考える本講座では、ナチ・ジェノサイドに焦点を当て、現代に生きる私たちとの接点を探りつつ再考して

いく。これは同時に、私たちが、日中戦争や第二次世界大戦の歴史と改めて対峙するための試みであり、いじめや体罰、ヘイトス

ピーチなど私たちの日常生活に潜む暴力とジェノサイド的思想との連関を探る試みでもある。 

 

In this course, which considers crisis management in the international community, we will focus on Nazi Genocide and reconsider 

the issues while exploring nexus with us living in the present. This is at the same time an attempt to confront our own history of 

the second world war as well as to discover the relationships with bullying, corporal punishment, hate speech, and other forms of 

violence and genocide lurking in our daily lives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ジェノサイドから、何を学び、考えるか 

ドキュメンタリー映像鑑賞①：アラン・レネの「夜と霧」（仏 1955 年、31 分） 

2. ドキュメンタリー映像鑑賞②：「ジェノサイド ナチスの虐殺-ホロコーストの真实」（米 1981 年、83 分） 

3. テキスト講読① 

4. テキスト講読② 

5. テキスト講読③ 

6. ハンナ・アーレント「イスラエルのアイヒマン」～凡庸な悪・普通の人の犯罪・ユダヤ人評議会の存在 

7. 歴史修正主義とホロコースト～プリーモ・レーヴィによる批判から 

8. ナチ・ジェノサイドを支えた近代と科学 

9. ホロコースト産業：企業とジェノサイド、ネットワーク 

10. 過去の克朋，記憶・忘却とホロコースト記念碑・博物館 

11. 人道援助，赤十字国際委員会（ICRC）とナチ・ジェノサイド 

12. 文学・哲学・音楽とナチ・ジェノサイド 

13. テレビ，映画となったホロコースト 

14. 日常生活に潜むジェノサイドの芽～いじめ，体罰，ハラスメント、優性思想と障害者 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内での発表(25%)/ディスカッションへの参加度・貢献度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝健介、2008、『ホロコースト ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌』、中央公論新社 

2. ハンナ・アーレント、2017、『イェルサレムのアイヒマン―悪の陳腐さについての報告』新版、みすず書房 

加えて、授業中に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 長有紀枝、2009、『スレブレニツァ あるジェノサイドをめぐる考察』、東信堂 

2. 石田勇治他編、2011、『ジェノサイドと現代世界』、勉誠出版 

3. ダン・ストーン、2012、『ホロコースト・スタディーズ 最新研究への手引き』、白水社 

4. プリーモ・レヴィ、2014、『溺れるものと救われるもの』、朝日新聞出版 

5. マイケル R.マラス、1996、『ホロコースト 歴史的考察』、時事通信社 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM423 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM423／危機管理学演習２３ 

(Practical Application:Crisis Management 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（人間の安全保障論） 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間の安全保障」という概念・アプローチについて理論と实践双方から学び、同時に「人間の安全保障」の視点から、地球規模

の様々な課題と対策について、また課題先進国日本が抱える諸課題について、当事者意識をもちつつ、理解を深めることを目的

とする。 

 

Students will learn the concepts and approaches of "human security" from both theory and practice. At the same time the 

purpose of the course is to deepen students' understanding while having a sense of the person concerned, from the perspective of 

"human security", on various global issues and measures, and on issues facing Japan as an advanced nation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人間の安全保障」は、インド出身の経済学者アマルティア・センの人間開発論を下敷きに、国連開発計画(UNDP）が、1994 年の

『人間開発報告書』の中で提唱した比較的新しい概念である。個人やコミュニティに焦点をあて、人間の安全保障を脅かす 2 つの

脅威「欠乏」と「恐怖」からの自由を目指し、人間一人ひとりの保護とエンパワーメントを提唱した。「人間の安全保障」へは様々な

アプローチが可能だが、本講座では国際社会の危機管理という視点から、その歴史的背景と理論的枞組み、概念的広がり、实

践と課題、関連する概念について学んでゆく。 

 また、東日本大震災や日本の諸課題を「人間の安全保障」の視点から改めて検討し、元来、途上国を対象に提案された「人間

の安全保障」概念が、先進国の課題分析にどのような視点をもたらしうるか考察する。 

 

"Human security" is based on the theory of human development by economist Amartya Sen from India, and is a relatively new 

concept proposed by the United Nations Development Program (UNDP) in the Human Development Report 1994. Focusing on 

individuals and communities, he advocated the protection and empowerment of each and every human being for freedom 

from  "want" and "fear" threatening human security. Although various approaches to "human security" are possible, in this 

course, we will learn about the historical background, theoretical framework, conceptual spread, practice and issues, and related 

concepts from the perspective of crisis management in the international community. 

In addition, we will reconsider the Great East Japan Earthquake and Japan's various issues from the perspective of "human 

security", and we will consider what perspectives the concept of "human security" originally proposed for developing countries 

can bring to bear on challenges facing advanced nations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【第 1 部】理論・概念編 

導入：国際社会の成り立ち、国連憲章を読む（１） 

2. 国連憲章を読む（２） 

3. 「人間の安全保障」概念登場の背景とその系譜・理論的枞組 

・国家主権との関係、政策概念としての「人間の安全保障」、援助の实務概念・实践的アプローチとしての「人間の安全保

障」 

4. 「人間の安全保障」の主要概念： 

・保護と能力強化（エンパワーメント）、恐怖からの自由、欠乏からの自由、尊厳をもって生きる自由 

5. 「人間の安全保障」と「保護する責任（R2P:Responsibility to Protect)」、平和構築 

6. 「人間の安全保障」と人権・権利ベースアプローチ 

7. 「人間の安全保障」と紛争予防、減災・防災とレジリエンス（resilience） 

8. 【第 2 部】：地球規模課題各論 

「人間の安全保障」と「持続可能な開発目標（SDGs)」 

9. 恐怖からの自由（１）：難民・国内避難民問題、小型武器、テロ 

10. 恐怖からの自由（２）：子ども兵、紛争ダイヤモンド、地雷、クラスター爆弾 

11. 欠乏からの自由（１）：貧困対策・環境・水問題 

12. 欠乏からの自由（２）：HIV/AIDS、エボラ、感染症 

13. 尊厳をもって生きる自由：途上国の労働基準とサプライ・チェーンをめぐる課題、ジェンダー、紛争下の性暴力、人権 
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14. 東日本大震災・課題先進国日本が抱える問題と「人間の安全保障」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストおよび配布資料の講読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席(25%)/授業内での発表(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長有紀枝、2012、『入門 人間の安全保障 恐怖と欠乏からの自由を求めて』、中央公論新社 

 

参考文献（Readings） 

1. 東大作・峯陽一他、2017、『人間の安全保障と平和構築』、日本評論社 

2. 人間の安全保障委員会、2003、『安全保障の今日的課題』、朝日新聞社 

その他、授業中に指示・紹介する 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM424／危機管理学演習２４ 

(Practical Application:Crisis Management 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（メディアと政治・世論） 

担当者名 

（Instructor） 
今里 義和(IMAZATO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外交・安全保障の分野では米国、中国、ロシア，北朝鮮などとの先端的な話題を取り上げる。内政では憲法改正、天皇制などを

めぐる最新の時事問題をテーマとする。各メディアの論調の違いを分析しつつ，幅広い視野の中で論点を理解する意義を学ぶ。

その過程で、民主主義社会におけるメディアの役割を考えよう。  

 

In the field of diplomacy and security, we will take up leading topics about the United States, China, Russia, and North Korea, etc. 

In domestic policy, we will look at the latest issues over constitutional amendment and the emperor system, etc. While analyzing 

the differences in tone of each media, students will learn the significance of understanding the issues in a broad perspective. 

Through this process, students will consider the role of media in a democratic society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大きな時事問題を伝える各紙の報道，社説を具体的に比較する。紙面の傾向は，新聞各紙の間だけでなく，同じ新聞の各面

の間でも違いがあることを知る。報道･社説の巧拙を問う前に，それぞれの論調の背景などをめぐって分析し, 意見交換する。 

（２）外交・安保など硬派の政策の理解に必要な基礎知識を，具体例に即して解説する。 

（３）報道にはさまざまな現实的な制約や、誤りもある。記者クラブ制，オフレコ取材，締め切り時間，コスト，禁止用語，社の経営

上の立場――などの实態と, 報道への影響の例を検証する。 

（４）記者の取材から紙面の製作に至る各現場の实情や，海外の新聞と比べた日本の新聞の特性，課題など新聞製作の基礎知

識について，必要に応じて解説する。 

（５）授業は討論，個人発表に重点を置く。受講生が順次それぞれテーマを選び，論点をまとめて発表，質疑応筓する形式を中心

とする。討論は互いの信条，立場を尊重しつつ展開する。 

（６）期末には受講生が順次それぞれ論説を書いて発表し，これをレポートとする。その際，文章論についても具体例に即して解

説する。 

（７）社説や記事など，討論に必要な資料は講師または発表者がファイルやコピーを用意，配布する。 

（８）放送メディアの倫理，国際地政学など，本科目と関連する分野について，補足的な講義を企画する可能性がある。  

 

(1) Specifically compare the reports and editorials of each newspaper that conveys major current events. Students will get to 

know the tendency of a newspaper, which is different not only among newspapers but also on different pages of the same 

newspaper. Before asking about the skill of the media and editorial, students will analyze and exchange opinions on the background 

of each tone. 

(2) We will explain the basic knowledge necessary for understanding hard-line policies such as foreign policy and security, in line 

with specific examples. 

(3) There are various practical limitations and errors in the news. We will examine the reality of the press club system, 

off-the-record interviews, deadlines, costs, prohibited terms, and company management positions, etc. and consider examples of 

their influence on the news. 

(4) We will explain the basic knowledge of newspaper production such as the facts of each site from data collection by reporters to 

the production of pages, the characteristics and issues of Japanese newspapers compared with foreign newspapers. 

(5) The classes will emphasize discussion and individual presentations. Students will select themes respectively, summarize the 

issues, present them, and ask questions and give answers. We will have debates while respecting each other's beliefs and 

positions. 

(6) At the end of the course, each student will write an editorial and present it, and make it into a report. At that time, we will also 

explain writing theory giving specific examples. 

(7) The lecturer or presenter will prepare and distribute files and copies of materials necessary for discussion, such as editorials 

and articles. 

(8) We may plan supplementary lectures in the fields related to this subject such as ethics of broadcast media and international 

geopolitics.  

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. 講義の目標と内容の説明，ガイダンス 

2. 講義（第１回)と質疑応筓，意見交換, 基本知識の解説。 

テーマは, 4 月ごろ,時事問題から選ぶ。昨年は「加計学園と政治」の問題を取り上げた。 

3. 受講生による発表（第１回)と意見交換。テーマは, 受講生の関心事。関連情報や基礎知識を講師が解説する。 次いで講

師の講義。昨年は「米国の対シリア攻撃」を取り上げた。 

4. 受講生による発表（第２回)と意見交換。関連情報や基礎知識を講師が解説する。 次いで講師講義。昨年は「財務次官の

セクハラ」を取り上げた。 

5. 補足的な講義。過去の例は「国際地政学」。   

6. 受講生による発表（第３回)と意見交換。講師が関連情報や基礎知識を解説する。次いで講師講義。昨年は「憲法改正」を

取り上げた。  

7. 補足的な講義。過去の例は「放送と人権」。   

8. 受講生による発表（第４回)と意見交換。講師が関連情報や基礎知識を解説する。次いで講師講義。昨年は「イラン核合意」

を取り上げた。 

9. 受講生による発表（第５回)と意見交換。講師が関連情報や基礎知識を解説する。 次いで講師講義。昨年は「エルサレム」

を取り上げた。 

10. 受講生による発表（第６回)と意見交換。講師が関連情報や基礎知識を解説する。 次いで講師講義。昨年は「北方領土問

題」を取り上げた」。 

11. 受講生による論説発表（第１回)と意見交換。関連情報や基礎知識，文章論を解説、補足する。次いで講師講義。昨年は

「米朝首脳会談」を取り上げた」。 

12. 受講生による論説発表（第２回)と意見交換。関連情報や基礎知識，文章論を解説、補足する。次いで講師講義。昨年は

「米中貿易摩擦」を取り上げた」。 

13. 受講生による論説発表（第３回)と意見交換。関連情報や基礎知識，文章論を解説、補足する。次いで講師講義。昨年は「フ

ェイクニュース」を取り上げた」。 

14. 受講生による論説発表（第４回)と意見交換。関連情報や基礎知識，文章論を解説、補足する。次いで講師講義。昨年は

「ロシアゲート」を取り上げた」。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特定の教科書は指定しない。日常的に新聞などを通じて知る政治・外交ニュースや関連の社説，評論などを教材とする。講義で

用いるニュース，記事があれば，随時，配布または指示する。受講者の発表に際しては，先端的な話題を選び，まず主要２紙の

社説を比較してみるとよい。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業に出席して発言、討論、発表する姿勢(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM425／危機管理学演習２５ 

(Practical Application:Crisis Management 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（気候変動とリスクマネジメント） 

担当者名 

（Instructor） 
指田 朝久(SASHIDA TOMOHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人為的な温审効果ガスの排出による気候変動はほぼ確实といわれている。未来の地球を救うためにどのような政策をとってきた

のか、またどのように考えればよいかを学ぶ。また増加する異常気象や気象災害から身を守るために気象現象の基礎を学び、

天気予報や警報、避難勧告などの制度を理解する。 

 

Climate change due to anthropogenic greenhouse gas emissions is said to be almost certain. Students will learn what policies have 

been implemented to save the future Earth and how to think about them. Also, students will learn the basics of weather 

phenomena to protect themselves from the increasing number of extreme weather incidents and meteorological disasters, and 

understand systems such as weather forecasts, warnings, and evacuation advisories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

気候変動を引き起こす二酸化炭素などの温审効果ガスによる気温上昇のメカニズムを学ぶ。その温审効果ガスを減らす国際的

枞組みであるパリ協定やエネルギー政策の現状を学ぶ。太陽光発電や風力発電の可能性には気象の理解が大きくかかわってく

る。また、異常気象や気象災害から身を守るために、気象現象の基礎を学ぶ。気象予報士として、天気予報の仕組み、雤や雲、

高気圧や低気圧、台風や梅雤のメカニズムをわかりやすく解説する。大雤警報や避難勧告などの制度の解説を行う。授業当日

の天気予報についても適宜解説する。 

 

Students will learn about the mechanisms of rising temperatures due to greenhouse gases such as carbon dioxide that cause 

climate change. Students will learn about the current state of Paris Agreement, the international framework for reducing 

greenhouse gases, and the current state of energy policies. An understanding of the weather is greatly relevant to the possibilities 

of solar and wind power. Students will also learn the basics of weather phenomena to protect themselves from extreme weather 

and weather disasters. As a weather forecaster, the lecturer will explain the mechanism of weather forecasts, rain and clouds, high 

pressure and low pressure, and the mechanism of typhoons and rainy seasons in an easy-to-understand manner. We will provide 

commentary on systems such as heavy rain warnings and evacuation advisories. We will provide commentary on the weather 

forecast on the day of class as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 気候変動とリスクマネジメント ガイダンス、２０１８年西日本豪雤、台風２１号災害、猛暑など 

2. 地球温暖化の科学（第１章） 気温上昇で困ること、なぜ起きるのか 

3. 気候変動枞組みの国際交渉（第２章） ＣＯＰ２１，京都議定書、パリ協定ができるまで 

4. 日本のエネルギー政策（第３章） 代替エネルギーと気候、太陽光発電、風力発電 

5. 私たちに何ができるか（第４章） 日本の取り組み、気候変動適応法 

6. 気象災害に備える：天気予報の基礎、ＣＯ２サーモスタット、過去の気候、日本の四季 

7. 天気予報の仕組み、高層天気図、大気の大循環、海洋の熱塩循環、世界の気候 

8. 偏西風、高気圧・低気圧の理解、温暖前線、寒冷前線など 

9. 雤はなぜ降るのか、ゲリラ豪雤、雲の種類、上空の寒気とは 

10. 梅雤のメカニズム、線状降水帯、湿舌、過去の水害 

11. 台風のメカニズム、温暖化と台風、高潮、強風、過去の風水害 

12. 過去の異常気象、日本海側大雪、関東大雪、爆弾低気圧、その他 

13. 気象災害に遭わないために、ハザードマップ、警報・注意報、避難勧告などの基礎知識 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日々の新聞などで気候変動に関するニュースを確認すること、天気予報・天気図を確認すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時の積極的な発言・意見交換への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小西雅子、2016、『地球温暖化は解決できるのかーパリ協定から未来へ』、岩波書店 (ISBN:ISBN978-4-00-500837-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩谷忠幸、2013、『史上最強カラー図解プロが教える気象・天気図のすべてがわかる本』、ナツメ社 

(ISBN:ISBN978-4-8163-5010-8) 

2. 筆保弘徳、芳村圭、2011、『天気と気象についてわかっていることいないこと』、ペレ出版 (ISBN:ISBN978-4-86064-351-5) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

気候変動に関する国際情勢は日々変化しています。様々なニュースに注目してください。空を見上げて雲など興味を持って眺め

てみてください。なお、顕著な気象災害が発生した場合は、その解説を行うなどにより授業内容を組み替えることがあります。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM426／危機管理学演習２６ 

(Practical Application:Crisis Management 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（リスク学と企業の危機管理） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リスク学の体系を理解した上で企業・組織の危機管理を考える力を養う。 

 

Students will develop the ability to think about crisis management of companies and organizations after understanding the system 

of risk studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般的なリスク評価やリスク管理は、リスク学という大きな枞組みの中にある。いきなり企業や組織のミクロ的なリスク管理を考え

るのではなく、大局を押さえた上で、リスク管理、とりわけ危機管理を考える姿勢が重要である。  

この授業では、リスク学の体系を踏襲したうえで、企業や組織のリスクガバナンスを考えることを目的とし、自分の会社を想定し、

危機から再起する BCP 計画を立てる。これらを通じ、企業や組織の危機管理と再起力について理解する。 

 

General risk assessment and risk management are within the larger framework of risk studies. It is important not to rush into 

considering the micro risk management of a company or organization, but to have an attitude of considering risk management, and 

especially crisis management, after understanding the big picture.  

The purpose of the course is to consider the risk governance of companies and organizations following the risk studies system. 

Students will imagine their own company and create a BCP plan to recover from a crisis. Students will understand crisis 

management and recovery capabilities of companies and organizations through these activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  授業の全体構像：東日本大震災の教訓 

2. リスク学の体系と歴史 

3. リスクの多様な概念・定義とリスクの俯瞰 

4. リスクガバナンス 

5. 全社的リスク管理（Enterprise Risk Management：ERM）（1） 

6. 全社的リスク管理（2）部門別資本配賦 

7. リスク環境の変化(1)：リスクの複合化、グローバル化 

8. リスク環境の変化(2)：リスクの市民化と社会的排除 

9. 新興リスク（Natech、スローデベロッピングリスク、AI など）とその対応 

10. リーマンショックの構造（証券化リスク、金融政策リスク） 

11. 3 つのシステミックリスクからの教訓（バブル、リーマン、東日本大震災） 

12. 再起力：9.11 テロ：貿易センタービルの「モルガンスタンレー」 

13. 企業の危機管理：事業継続計画 BCP（１）：BCP の概要 

14. 企業の危機管理：事業継続計画 BCP（２）：BCP の作成实習、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 152 - 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを中心とした講義形式で、映像資料や他の教材（こちらで準備）なども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM429 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM429／危機管理学演習２９ 

(Practical Application:Crisis Management 29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（災害と事業継続計画ＢＣＰ） 

担当者名 

（Instructor） 
指田 朝久(SASHIDA TOMOHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2016 年の熊本地震、また 2018 年は西日本豪雤、台風 21 号、北海道胆振東部地震など、風水害や地震が相次ぎ自治体と企業

が被災したことは記憶に新しい。地震、津波、台風、水害、火山など自然災害について東日本大震災などの事例と今後発生しう

る首都直下地震などの被害想定を取り上げ、人的被害および経済的被害の極小化の最新の経営管理手法である事業継続計画

ＢＣＰにつき解説する。また、災害発生時の組織の危機管理手法を学ぶ。災害対応における国、自治体、企業、NPO/NGO、自治

会・市民などそれぞれの役割と関係性を理解する。 

 

In recent memory, local governments and companies have been damaged by storms, floods and earthquakes, such as the 2016 

Kumamoto Earthquake, the 2018 West Japan heavy rain, typhoon 21, and the Hokkaido Iburi Eastern Earthquake. Regarding 

natural disasters such as earthquakes, tsunamis, typhoons, floods and volcanoes, we will explain business continuity plans (BCP), 

which are the latest business management method of minimizing human and economic damage, considering cases such as the 

Great East Japan Earthquake and possible future damage caused by the Tokyo Inland Earthquake, etc. In addition, students will 

learn crisis management methods of organizations at the time of disaster occurrence. Students will understand the roles and 

relationships of Government, local governments, companies, NPOs/NGOs, community associations, and citizens, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 一度に多くの被害が発生している災害として、地震とこれに付随する災害、気象災害、感染症などがあり、日本においてはこれ

らの災害のいずれについても歴史上の記録がある。東日本大震災や阪神・淡路大震災などでは多くの人的被害が発生し、必ず

しも防災、減災対策が機能していないことが明らかとなった。気象災害などでは予兆をとらえることができ、災害発生のメカニズム

や地域社会の特性を知ることにより、人命安全をはじめとする適切な回避行動をとることができる場合もあるが、2018 年の西日

本豪雤のように多くの人が逃げ遅れて救助される結果となっている。一方、東日本大震災でも明らかなように、人命が助かっても

その後の経済活動の復旧がなければ生活は厳しいものとなる。本科目では自然災害について事例を取り上げ、人的被害の極小

化とともに、組織の事業継続計画（BCP)についてグローバル・リスクガバナンスおよび危機管理の視点で研究し、地域社会の継

続に向けた社会デザインを考える。 

 授業は国の被害想定や各種報告書、対策大綱、国際標準規格などを読み解くとともに、災害の時系列に伴う諸事情と被災の

関係性を適宜議論およびディスカッションしていく。また、ゲームも实施することにより、事業継続計画をはじめとする組織としての

危機管理や災害対応につき受講生の理解を深める。 

 

As disasters where much damage occurs at one time, we can consider earthquakes and associated disasters, meteorological 

disasters, and infectious diseases, etc., and in Japan, there is a historical record of all of these disasters. The Great East Japan 

Earthquake, the Hanshin-Awaji Earthquake, etc. caused a large amount of human damage, and it became clear that disaster 

prevention and mitigation measures did not necessarily work. In the case of meteorological disasters, etc., it is possible to see the 

signs, and by knowing the mechanism of disaster occurrence and the characteristics of the local community, it may be possible to 

take appropriate evasive actions including saving lives. However, in the heavy rains of 2018 in West Japan, many people were too 

slow to escape and had to be rescued as a result. On the other hand, as is clear from the Great East Japan Earthquake, even if 

lives are saved, life will be difficult unless economic activity is restored. In this course, we will consider cases of natural disasters, 

research organization's business continuity plans (BCP) from the perspective of global risk governance and crisis management 

while minimizing human damage, and think about social design for the continuity of local communities. 

 In the classes, we will interpret the Government's damage assumptions, various reports, measures guidelines, and international 

standards, etc., and will discuss the relationships between circumstances and disasters that accompany the time series of 

disasters as appropriate. In addition, by playing games, students will deepen their understanding of crisis management and disaster 

response for organizations including business continuity plans. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、東日本大震災を振り返る 

2. 気象災害、ハザードマップ・警報と避難；西日本豪雤を振り返る 

3. 被害想定を読み解く；首都直下地震被害想定 
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4. 被害想定を読み解く；南海トラフ地震被害想定 

5. 被害想定を読み解く：火山災害、富士山噴火被害想定、破局噴火 

6. 人命安全の基礎；建築基準法の基礎、帰宅困難者問題と組織、要援護者の保護 

7. 事業継続計画（BCP)の基礎 

8. 事業継続計画のコア概念；代替戦略、重要製品の選択、サプライチェーン 

9. 政府・自治体の業務継続計画、応援受援体制 

10. 企業の地域貢献、地域との協調 

11. 危機管理と意思決定：意思決定ゲーム（クロスロード） 

12. 国土強靭化対策大綱を読み解く 

13. 地域継続計画（DCP)および市町村地域継続計画（MCP)について 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の進行とともに立教オンライン授業支援システム Blackboard に掲示される政府の各種被害想定および報告書、大綱、ガイド

ラインなどを適宜閲覧し予習しておくこと。自然災害の現状や国の取り組みなどにつき把握し、組織としてどのように対応を考える

べきか自分の意見をまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業における発言の積極性および内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京海上日動リスクコンサルティング、2013、『企業の地震リスクマネジメント入門』、日科技連 

(ISBN:ISBN978-4-8171-9498-5) 

2. 東京海上日動リスクコンサルティング、2018、『实践事業継続マネジメント第 4 版』、同文館 (ISBN:ISBN978-4-495-37644-4) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM431／危機管理学演習３１ 

(Practical Application:Crisis Management 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（経営戦略と社会实装） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦略とは「違いを創る」ことで競争優位を築く行為である。営利組織はもとより、非営利組織や社会的活動においても、経営戦略

（違いを創るマネジメント）の巧拙が活動の成否を分ける。しかし財政難などの理由で、「公助」から「共助」「自助」への流れがある

中、ビジネスの手法が粗雑な形でパブリックセクターに応用されるケースがある（過剰な競争原理、利益至上主義、成果主義・能

力主義による切り捨てなど）。経営戦略を社会的活動に有効に实装するためには、戦略を社会的なテーマと調和させる枞組みが

必要である。本授業では第 1 に、戦略と戦略でないものを明確に定義する。第 2 に、リーダーとフォロワーが一貫性のある戦略ス

トーリーを共有する方法を提示する。第 3 に、経営戦略によって生まれる競争優位を社会全体の底上げに活かす道を探求する。 

 

Strategy is the act of building a competitive edge by "creating a difference". For nonprofit organizations and social activities as 

well as for-profit organizations, the skill of management strategy (management to create differences) distinguishes the success or 

failure of the activities. However, while there is a trend from "public aid" to "cooperation" and "self-help" due to reasons such as 

financial difficulties, there are cases where business methods are applied to the public sector in a crude manner (excessive 

competition principle, profit supremacy, performance-based termination, etc.). In order to implement management strategies in 

social activities effectively, a framework to harmonize strategies with social themes is necessary. In this course, first of all, we will 

clearly define strategies and non-strategies. Second, we will present a way for leaders and followers to share consistent strategy 

stories. Third, we will explore ways to apply the competitive advantage created by business strategies to the whole of society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1 回のオリエンテーションのあと、下記 4 ステージで展開し、最後に総括の時間をもつ。経営戦略を「リーダーとフォロワーが共

有する物語」として見ていく。 

（１） マネジメントの基本的枞組みを学ぶ（リーダー中心の物語づくり） 

（２） マネジメントの枞組みを現实に当てはめる（リーダーからフォロワーへの語り） 

（３） 「違い」を創りつづける（フォロワー中心の組織学習） 

（４） 社会とつながる（リーダーとフォロワーの協働編集） 

理論と事例研究を通して、戦略とは、「加筆修正され続ける未完の物語」であることを实感する。優れた戦略は、「仮説―検証」を

繰り返す科学的アプローチを組織に定着させ、組織構成員を絶えざる学習へと誘う。組織学習の成果を描写するものが戦略スト

ーリーとなる。 

 

After the initial orientation, the course will develop in the following four stages and finally there will be a summary. See 

management strategy as "a story shared by leaders and followers." 

(1) Learn the basic framework of management (Creating a leader-centric story) 

(2) Apply the management framework to reality (talk from leader to follower) 

(3) Continue to create "difference" (follower-centered organizational learning) 

(4) Connect with society (cooperative editing of leaders and followers) 

Through theory and case studies, students will realize that strategy is "an unfinished story that continues to be revised." A good 

strategy establishes a scientific approach that repeats "hypothesis-verification" in an organization and invites organization 

members to practice constant learning. The strategic story is the one that describes the result of organizational learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「戦略とは何か」 

2. マネジメントの基本的枞組みを学ぶ１（戦略論の歴史的変遷） 

3. マネジメントの基本的枞組みを学ぶ２（競争しない戦略） 

4. マネジメントの基本的枞組みを学ぶ３（戦略とビジネスモデル） 

5. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる１（経営の「9 つの次元」1/3） 

6. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる２（経営の「9 つの次元」2/3） 

7. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる３（経営の「9 つの次元」3/3） 

8. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる４（経営における「主義」前半） 
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9. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる５（経営における「主義」後半） 

10. 「違い」を創りつづける１（「学習する組織―３つの学習障害」） 

11. 「違い」を創りつづける２（「学習する組織―チーム対話」） 

12. 「違い」を創りつづける３（「学習する組織―システム思考」） 

13. 社会とつながる（非営利組織のマネジメント） 

14. 総括―「ブランド戦略としての社会ストーリー」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/クラスディスカッションへの参加(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 梅本龍夫、2015、『日本スターバックス物語』、早川書房 (ISBN:ISBN978-4152095398) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM438 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM438／危機管理学演習３８ 

(Practical Application:Crisis Management 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（人を大切にする組織・経営倫理論） 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 正治(WATABE MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会・経済の営みは、企業、社会福祉・医療・学校等の法人、社団・財団法人、ＮＰＯ、ＮＧＯ等や任意団体など、さまざまな組

織・団体（以下「組織」）の事業活動によって成り立っている。その組織を構成しているのは「人」である。人あっての組織であるに

もかかわらず、人の大切さを理解せず、業績不振等を理由に安易に人員の解雇や人件費を削減する企業等があとをたたない。

最近の事例では、著名自動車メーカーが２万人余の人員整理で業績がＶ字回復したと経営者が賞賛されていたものの、その後、

経営者は倫理観、コンプライアンス意識のなさ、ガバナンスの不備などから法令違反の疑いで逮捕、起訴されるという事件が起こ

っている。 

 この講座では、社会・経済の営みの基盤をなす組織において、いかに人が大切か、人を大切にする組織のあり方、ぶれない組

織経営の拠り所となる経営倫理（ビジネスエシックス）を考察・解明する。理論を学び、事例を研究し、教員と受講生間のディスカ

ッションを通じて、人を大切にする組織および経営倫理の本質を理解し、实践できる方策を身につけることを目標とする。 

 

 The activities of society and the economy consist of business activities of various organizations and groups (hereinafter referred 

to as "organizations") such as corporations, social welfare, medical and school organizations, incorporated foundations, NPOs, 

NGOs and voluntary groups. It is "people" that make up these organizations. Even though organizations are made up of people, 

there are numerous companies who do not understand the importance of people and easily fire employees and reduce labor costs 

due to poor business results. In a recent case, although the top management were praised for recovering V-shaped business 

performance through staff reduction of more than 20,000 staff at a prominent automaker, they were later accused of a lack of 

ethics, compliance awareness, and governance, etc., leading to an arrest and charges with suspicion of violating laws and 

regulations. 

 In this course, we will examine and clarify how important people are, the ideal form of an organization that values people, and 

business ethics that will serve as a basis for unwavering management in organizations that form the foundation of social and 

economic activities. The aim is for students to learn theory, study cases, and understand the essence of organizations and 

business ethics that value people through discussions between teachers and students, and to learn strategies that can be 

practiced. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講座の進行は、「授業の目標」の修得をめざし、さらには大学院生としての資質向上と論理的思考および实践力の体得を図

る目的で、受講生の関心のニーズを踏まえ、配布するレジュメ、最新資料、事例研究、参考文献紹介、視聴覚教材等を活用し、

適宜ディスカッションを組み入れながら、受講生参画型で行う。 

 具体的には、組織の存在意義と目的を表す経営理念、その理念に基づく倫理性を担保する行動規範、組織のガバナンスとは

何かについて理解する。その上で、組織経営のあり方、わけても人を大切にする経営について考察する。さらに近年多発してい

る企業不祥事の具体的事例に焦点を当て、コンプライアンスの範疇を超えた経営倫理（ビジネスエシックス）の本質を解明する。

組織が社会的責任を果たすための指標ともなるＣＳＲ、ＩＳＯ26000、ＪＩＳＺ26000、ＥＳＧ、ＳＤＧs についても考察し、理解を深める。 

 

The course will aim to teach the students the matters described in the "Course Objectives", and with the further goal of 

improving students' qualifications as graduate students and helping them acquire logical thinking and practical skills, students will 

participate in classes while making use of distributed summaries, latest materials, case studies, bibliographies, and audiovisual 

materials, etc. and incorporating discussions as appropriate, based on the needs of students' interests. 

Specifically, students will understand the management philosophy that expresses the organization's significance and purpose, the 

code of conduct to secure ethics based on that philosophy, and what the organization's governance is. Based on this, we will 

consider the ideal form of organizational management, especially management that values people. Furthermore, focusing on 

specific cases of frequent corporate scandals, we will clarify the essence of business ethics beyond the scope of compliance. We 

will consider and deepen understanding of CSR, ISO 26000, JIS Z 26000, ESG, and the SDGs, which also serve as indicators for 

organizations to fulfill their social responsibilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／人を大切にする組織とはどのような組織なのかを考え、法人と任意団体に内在するリスクを考察する。＊受講
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生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

2. 経営倫理（ビジネスエシックス）の本質を理解し、社会通念における倫理性を考察する。＊受講生の意見交換、ディスカッシ

ョンを实施する。 

3. 組織・団体（以下「組織」）の存在意義と目的は何かを明らかにし、組織の方向性、あり方を確認し理解する。＊受講生の意

見交換、ディスカッションを实施する。 

4. 組織の存在意義と目的を表わす経営理念を考察、理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

5. 経営理念に基づく倫理性を担保する行動規範を考察、理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

6. 組織運営の倫理性とコンプライアンスのあり方を理解し、その实態を考察、解明する。＊受講生の意見交換、ディスカッショ

ンを实施する。 

7. コンプライアンス経営と組織の社会的責任を考察し、理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

8. 社会的責任に関する手引きＩＳＯ26000、ＪＩＳＺ26000 を理解し、組織運営に活用できる事項を解明する。＊受講生の意見交

換、ディスカッションを实施する。 

9. ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）が社会・経済にもたらす影響等を考察し、組織のあるべき方向性を解明する。＊受講生の意

見交換、ディスカッションを实施する。 

10. 組織におけるガバナンス（経営管理）の重要性を考察し、組織運営の必須要件であることを理解する。＊受講生の意見交

換、ディスカッションを实施する。 

11. リスク管理と内部統制の重要性を考察し、組織運営の必須要件であることを理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッシ

ョンを实施する。 

12. 企業不祥事はなぜ起こるのかを考察し、発生源、発生原因、発生を誘引する要因、予防策を理解する。＊受講生の意見交

換、ディスカッションを实施する。 

13. 企業不祥事の事例を研究し、再発防止の取り組み方法と学ぶべき教訓を理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッション

を实施する。 

14. ＳＤＧｓ（国連の持続可能な開発目標）の 17 の目標、169 のターゲットを理解し、組織目標を考察する。本講座の総括。＊受

講生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて、授業内で都度指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/ディスカッション・参画意欲(30%)/授業内の指示課題提出の状況(20%)/意見・考察の発表(10%)/

リアクションペーパーの記載・提出の状況(10%) 

＊最終レポート、授業内の指示課題提出のほか、ディスカッション、参画意欲、意見・考察の発表、リアクションペーパーなどを総

合的に勘案して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で、テキストとなる「レジュメ」および「資料」を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、課題に合わせて適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

【リアクションペーパー】 

提出されたリアクションペーパーは、次回授業開始時に「コメント」を付けて返却する。またリアクションペーパーに書かれた意見

等で、受講生同士が情報共有するのが望ましいものについては、記入者名を伏せて、その内容を公表し解説する。 

 

【实務家教員による授業】 

本講座は、豊富な实務経験と高度な専門知識と研究業績を有する实務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM439 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM439／危機管理学演習３９ 

(Practical Application:Crisis Management 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（日中企業のリスクマネジメント） 

担当者名 

（Instructor） 
依田 真門(YODA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日中は文化的、歴史的に深く繋がってきた隣国同士である。’70 年代末に始まった中国の改革開放以降、両国は社会体制が異

なりながらも経済的に強い相互依存の関係を発展させてきた。多くの日本企業が中国本土で多様なビジネスを展開してきた一方

で、昨今は日本に拠点を設けたり、日本企業を買収してグローバルに展開しようとする中国系企業も増えてきた。授業では中国

に進出した日本企業で観察される諸現象を共有し、それらの背後にある両者の文化的差異や従事者のパースペクティブの違い

を見ていく。その上で日中企業の今後の組織運営や協働の在り方について、受講者ひとり一人が一定のイメージを構築できると

ころに本授業のゴールを置く。 

 

Japan and China are neighboring countries that are deeply connected culturally and historically. Since the reform and opening up 

of China at the end of the 70's, the two countries have developed an economically strong mutually dependent relationship despite 

the different social systems. While many Japanese companies have developed diverse businesses in mainland China, recently 

more Chinese companies have established bases in Japan, or acquired Japanese companies to expand globally. In this course, we 

will share the phenomena observed in Japanese companies that have made inroads into China, and look at the differences in the 

culture and the perspectives of the workers. Based on this, the goal of this course is to put each student in a position where they 

can construct a certain image about the future management of Japanese and Chinese companies and the ideal form of 

collaboration. 

 

授業の内容（Course Contents） 

内容の骨子は以下に記載の通りだが、受講者の人数や構成, 学習ニーズや興味関心に応じて、適宜調整する。講義、対話、論

文講読、発表、演習、ワークショップなど、授業目標達成に最適と思われる形式を都度適用する。 

 

The outline of the course is as described below, but will be adjusted as appropriate according to the number and configuration of 

students, learning needs and interests. We will apply the format that seems to be most suitable for achieving the class goals, such 

as lectures, dialog, reading academic papers, presentations, exercises, and workshops, on an as needed basis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の概要と進め方について 

2. 中国進出日系企業が出会うリスク  一般 

3. 中国進出日系企業が出会うリスク 商習慣を中心に 

4. 中国進出日系企業が出会うリスク 労務管理を中心に 

5. 中国進出日系企業が出会うリスク 人材育成を中心に 

6. 日中文化の差異とビジネス  家族 

7. 日中文化の差異とビジネス  社会 

8. 日中文化の差異とビジネス  人間関係 

9. 日中文化の差異とビジネス  組織と権力 

10. 論文講読 （商習慣に関わる内容を予定） 

11. 論文講読 （組織運営に関わる内容を予定） 

12. 論文講読 （昇進・登用に関わる内容を予定） 

13. 日中間コラボレーションの未来（自由討議） 

14. 振り返りと総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定論文の事前精読を課す授業があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および授業の質の向上への貢献度(30%) 



 - 160 - 

 

テキスト（Textbooks） 

授業前に読んでおく本や資料は授業中に指示、または資料として配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 林語堂、1999、『中国=文化と思想』、講談社 (ISBN:4-06-159385-4) 

2. 丸山真男、1961、『日本の思想』、岩波書店 (ISBN:4-00-412039-X) 

3. 加藤弘之、2016、『中国経済学入門「曖昧な制度はいかに機能しているか」』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0834-1) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM442／危機管理学演習４２ 

(Practical Application:Crisis Management 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ドキュメンタリーと社会デザイン２） 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、社会デザインの实践的手法として、ドキュメンタリーの企画から取材、構成、編集等の一連の制作プロセスを通じて社

会課題を可視化する手法を取得する。加えて、制作されたドキュメンタリーの上映等を通じて課題の共有とその解決に向けたネッ

トワークの形成、課題解決のプロデュース手法をワークショップを通じて体験的に取得する。なお、本授業は、春学期のVM361「コ

ミュニティデザイン学演習６１（ドキュメンタリーと社会デザイン１）」の授業と連携して实施し、地域ドキュメンタリーによる課題の可

視化、課題解決のためのネットワーク形成、コミュニティのナレッジマネジメント、地域のプロデュースなどの社会デザイン手法の

取得を目指すものであり、この２つの授業をセットで受講することを強く推奨する。 

 

As a practical method of social design, this course teaches students methods to visualize social issues through a series of 

production processes such as documentary planning, data collection, composition, and editing. In addition, we will share issues 

through the screening of produced documentaries, form networks for solving them, and teach students production methods for 

solving issues through experience-based workshops. In addition, this course will be conducted in conjunction with the course VM 

361 "Practical Application: Community Design 61 (Documentaries and Social Design 1)" of the spring semester, and will aim to 

teach students social design methods such as visualizing issues raised by regional documentaries, forming networks for solving 

them, community knowledge management, and regional production. It is strongly recommended that students take these two 

classes as a set. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、ドキュメンタリーの企画から取材、構成、撮影、インタビュー、ＰＣによる映像編集、ナレーション等制作に関する一連

の理論と技法を取得する。その後、各自の修士論文の研究テーマ等に関するドキュメンタリーを制作する。希望者を対象に、休

日等を利用してフィールドワークとして撮影やインタビュー収録を实施する（任意参加）。授業で制作されたドキュメンタリーの上映

とワークショップを通じて、可視化された課題の解決を巡り討論する。 

 

In this course, students will acquire a series of theories and techniques related to the production of documentaries, data collection, 

composition, filming, interviews, PC video editing, and narration, etc. Following this, students will make documentaries about the 

research theme, etc. of their master's thesis. Students who wish to will conduct filming and interview recording as field work in 

their holidays, etc. (optional participation). We will discuss the solutions to the visualized issues through the screening of the 

documentaries produced in the course and through workshops. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論：ドキュメンタリーによる社会デザイン、企画・構成の戦略と技法 

2. 制作技法１：調査・取材の方法 

3. 制作技法２：インタビューの技法（ビデオカメラ、マイクを利用） 

4. 制作技法３：撮影の技法（ビデオカメラ、マイクを利用） 

5. 制作技法４：ナレーションの技法（ビデオカメラ、マイクを利用） 

6. 制作技法５：映像と音声の編集技法（ＰＣを利用） 

7. 制作演習１：テーマの選定、企画・構成の検討（原則、自身の修論のリサーチクエスチョンに関するテーマを題材とする。一

人一作品。ただし、グループ制作も可とする。） 

8. 制作演習２：企画・構成の検討（各自、授業時間外に予備調査、取材、撮影した素材を基に構成表を作成し、授業時間会に

発表し構成表のブラシュアップを図る。） 

9. 制作演習３：企画・構成の検討 

10. 制作演習４：構成の見直しと映像編集（取材により撮影した映像や音声をＰＣを用いて編集） 

11. 制作演習５：編集構成の見直しと映像編集（取材により撮影した映像や音声をＰＣを用いて編集） 

12. 制作演習６：構成の見直しと映像編集（取材により撮影した映像や音声をＰＣを用いて編集） 

13. 作品の上映とワークショップ１：上映・講評、課題解決に向けたワークショップ 

14. 作品の上映とワークショップ２：上映・講評、課題解決に向けたワークショップ 

 



 - 162 - 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

希望者は、授業時間外（土日等）に、社会デザイン研究所のドキュメンタリー研究会の協力を得て、現地での撮影や映像編集、ナ

レーションの収録等技術的な支援を受けることができる（教員と要調整）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

企画書・構成表(50%)/提出作品(50%) 

成績はドキュメンタリーの企画書・構成表、提出作品で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

原則、各人が一人一台ＰＣとビデオカメラ（動画撮影が可能なスマホ、タブレットでも可）を持参すること。機材が無い場合は各人

がメディアセンターから借り受けること。授業で利用する編集ソフト（無料ソフト）は、ウィンドウズ環境の方はムービーメーカー、Ｍ

ａｃ環境の方は imovie を推奨する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM443／危機管理学演習４３ 

(Practical Application:Crisis Management 43) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（アドボカシーとソーシャルイノベーション） 

担当者名 

（Instructor） 
別所 直哉(BESSHO NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM401～443」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2014 年度以前入学者対象科

目 

※上記以外の学生は「VM451～493 グローバル・リスクガバナンス演習」(同一科目）を

履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新しい社会デザインを描き实現していくため、あるいは今の社会に欠けているものを補完していくためには、社会を形作るために

必要なルールがどのようにして作られているのかを理解し、どのようにルール形成に関与することができるのかを理解することが

不可欠である。ルールは国や地方自治体などを規律しているだけではなく、企業や NPO、一人ひとりの国民の活動を規律してい

るため、ルール形成に関わることなく社会を変革することができないからである。 授業ではルールがどのように形作られているの

かを学ぶとともに、何をしていくことが有用であるのかという基礎的な考え方を身につけ、アドボカシー（政策立案や立法への働き

かけ）についての理解を深めることを目標とする。 

 

In order to draw on and realize new social design, or to complement what is lacking in society, it is essential to understand how the 

rules needed to shape society are created and understand how to get involved in the formation of these rules. The rules govern 

not only the nation and local governments, but also the activities of companies, NPOs, and each individual citizen, so it is not 

possible to change society without being involved in rule formation. In addition to learning how rules are formed, the aim of the 

course is for students to acquire a basic idea of what it is useful to do, and to deepen their understanding of advocacy (working on 

policy making and legislation). 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会の骨格が法律によって定められているだけではなく、国の組織、予算、事業の全てが法律（政省令を含む）によって定められ

ている。その観点から、社会の仕組み（社会デザイン）を変えていくためには現行の法律の修正や、あるいは新しい法律の制定

が不可欠であると言える。そこで、授業においては、まずは国におけるルールがどのような手続き、どのような手順で作られてい

るのかという現实のプロセスを学び、あわせて、民間の立場からそのプロセスに関与する方法を学ぶことから始める。その上で、

現在の国の意思決定の方法の課題を考えるとともに、あるべきアドボカシーの形について議論を深めていく。授業においては抽

象的な議論よりも具体的な考察を深めることを目指し、できるだけ多くの事例について取り上げ、検討を進めていく。また、国が十

分に活動することができない分野を埋めるための NPO 活動の重要性に鑑み、NPO 等の活動の枞組みをより自由にしていく必要

があるが、そのためにはアドボカシーの果たしている役割を知り、コミットしていくことが求められていると言える。従来のアプロー

チに拘らずに今後のあるべきアドボカシーのあり方を考える契機となる授業を目指している。 

 

Not only is the framework of society defined by the law, but all organizations, budgets and business of the nation are defined by 

the law (including government/ministerial ordinances). From that point of view, it can be said that revision of existing laws or 

establishment of new laws is essential to change the structure of society (social design). Therefore, at the start of this course, 

students will learn the actual process through what kind of procedures laws are made in Government, and at the same time learn 

how to get involved in the process from the perspective of a civilian. After that, we will consider the issues of the current 

Government decision-making methods and deepen the discussion on the ideal form of advocacy. In the course, we will aim to 

deepen specific consideration rather than abstract discussion, and examine as many cases as possible. In addition, in light of the 

importance of NPO activities to fill in the areas where the Government cannot operate sufficiently, it is necessary to make the 

framework of activities of NPOs more free, and for that purpose it can be said that it is required to know and commit to the role 

played by advocacy. The course aims to be an opportunity for students to think about the ideal form of advocacy in the future 

regardless of conventional approaches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：社会デザインとルール形成 

2. ルール形成のプロセスとアドボカシー 

3. アドボカシーのための手法 

4. 典型的なルール形成プロセスの一例について：審議会から法案へ 

5. ルール形成のプロセス毎の役割について：ルールの提案方法と推進方法 

6. ルール形成プロセスへの外側からの働きかけについて：メディア戦略 

7. どのルールに課題を設定するのか：ルールの体系から見た戦略 

8. どういう種類のルール作りを目指すのか：ハードロー vs ソフトロー 
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9. ルール形成の必要性：現行のルールの限界を見極める 

10. 変えられないルールは存在するのか：120 年ぶりに改定された法律 

11. ルール形成における団体等（NPO 等）の役割 

12. 国際ルールへの取り組み 

13. ディスカッション（アドボカシーについて） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

アドボカシーを考えていく上では、社会で起きていることとその課題の本質を考えることが重要です。そのためにはニュースを始

めとした多くの情報を収集することから始める必要があります。授業時間外ではこの点に留意しながら、情報収集（正しい情報）

に努めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 猿田佐世、2016、『新しい日米外交を切り拓く』、集英社クリエイティブ (ISBN:4420310766) 

2. 安宅和人、2010、『イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプル な本質」』、英治出版 (ISBN:4862760856) 

3. 別所直哉、2017、『ビジネスパーソンのための法律を変える教科書』、ディスカヴァー・トゥエ ンティワン (ISBN:4799322028) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM452／グローバル・リスクガバナンス演習２ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（経済学と人間学） 

担当者名 

（Instructor） 
内山 節(UCHIYAMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済デザインと社会デザインを一体的にとらえる視点を確立する。 

 

Students will establish an integrated view of economic design and social design. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済活動を社会や文化などから独立した活動としてとらえた近代以降の問題点を明らかにしながら、これからの経済デザインの

あり方を探る。 

 

Students will identify problems in modern society that regard economic activities as activities independent of society and culture, 

and explore the ideal way of economic design in the future. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本と世界の経済の現实について 

2. 古典経済学の視点についてⅠ―ウイリアム･ペティを参考にして 

3. 古典経済学の視点についてⅡ―アダム･スミスを参考にして 

4. 経済学と社会思想Ⅰ―カール・ポランニーを参考にして 

5. 経済学と社会思想Ⅱ―シルビオ・ゲゼルを参考にして 

6. 自由討論 

7. 伝統的共同体と経済の関係について 

8. 都市の共同体と経済の関係について 

9. 群馬県上野村の経済と労働体系 

10. 勃興期における近代産業とソーシャル･ビジネス 

11. これからの社会デザインと半市場経済 

12. 経済学、経済社会学、経済哲学 

13. 自由討論 

14. 自由討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始日に全レジュメを配ります。それに沿って、質問事項、発言事項を考えておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内山 節編、2015、『半市場経済』、角川新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 内山 節、2015、『貨幣の思想史・著作集版』、農文協 

2. 内山 節、2015、『共同体の基礎理論・著作集版』、農文協 

3. 内山 節、2015、『いのちの場所』、岩波書店 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM453／グローバル・リスクガバナンス演習３ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（Crisis Management） 

担当者名 

（Instructor） 
秋冨 慎司(AKITOMI SHINJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

8/1（木）,2（金）2～6 時限、5（月）2～5 時限 D502 教审 

 

授業の目標（Course Objectives） 

危機管理の本質を理解し、实社会に還元する 

 

Students will understand the nature of crisis management and apply it to the real world 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．实際の大規模災害を通じて、危機管理の实際と本質を理解する 

２．演習や机上訓練を通じて、实践する課題抽出と対応を理解する 

３．企業や社会への教育プログラムを通じて、一人一人の社会貢献を考える 

 

Students will: 

1. Understand the reality and nature of crisis management through actual large-scale disasters 

2. Understand practical task extraction and response through exercises and desktop training 

3. Think about the social contribution of each person through educational programs in companies and society 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 災害とは？ 

2. 岩手宮城内陸地震 

3. JR 福知山線脱線事故 

4. 情報のマネージメント 

5. 東日本大震災１ 

6. 東日本大震災２ 

7. 災害現場の優先順位について（トリアージを学ぶ） 

8. トリアージの实践と課題抽出 

9. 机上訓練１ 

10. 机上訓練２ 

11. 模擬演習１ 

12. 模擬演習２ 

13. 模擬演習３ 

14. 危機管理の本質 

※授業計画は予定であり、一部変更となることがある 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習 

 １．どの事故調査委員会でもよいが、興味のある事故の調査報告書を読みレポート作成 

 ２．ナインデイズ 岩手県災害対策本部の戦い（幻冬舎）を読んでおく 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席および授業参加度(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 河原れん、2014、『ナインデイズ』、幻冬舎 (ISBN:9784344421424) 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本正、2014、『災害復興法学』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766421637) 
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2. 越野修三、2012、『東日本大震災津波 岩手県防災危機管理監の 150 日』、ぎょうせい (ISBN:9784324095294) 

3. バーテル・バンドワール、2014、『緊急事態のための情報システム』、近代科学社 (ISBN:9784764904453) 

4. 山崎達枝、2009、『災害現場でのトリアージと応急処置』、日本看護協会出版会 (ISBN:9784818014787) 

5. 林春男、2009、『しなやかな社会の創造』、日経 BP 企画 (ISBN:9784861304255) 

6. 中澤大介、2013、『危機管理「攻めの」5 アプローチ』、新建新聞社リスク対策.com 編集部 (ISBN:9784879470782) 

7. 渡辺研司、2013、『BCMS(事業継続マネジメントシステム)-強靭でしなやかな組織をつくる』、日刊工業新聞社 

(ISBN:9784526070549) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

FEMA National Incident Management System 

 http://training.fema.gov/is/nims.aspx 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM454／グローバル・リスクガバナンス演習４ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ダークツーリズム） 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェノサイドや紛争、大規模な人権侵害、災害といった地域の苦しみ・悲しみの現場や跡地、遺跡・遺構をめぐる旅「ダークツーリ

ズム」。この現象を、歴史、政治、社会、倫理、文化といった広範な文脈の中に位置づけ、内外の事象の理解を深め、事件の再発

防止や予防に寄与する。 

 

"Dark Tourism" is the act of touristic travel to sites of genocide, conflicts, large-scale human rights abuses, sites associated with 

struggle and sadness in disaster-hit regions, and ruins. We will position these phenomena in a wide range of contexts such as 

history, politics, society, ethics, and culture, deepen students' understanding of internal and external events, and contribute to the 

prevention of incident recurring. 

 

授業の内容（Course Contents） 

内外を問わず、人の「死」や暴力・惨劇にまつわる場所を旅する行為自体は新しいことではない。しかし、こうした現象に「ダークツ

ーリズム」という名称が与えられ、学術研究の対象となったのは近年、1990 年代のことである。 

 「ダークツーリズム」を副題とする本講座では、「ダークツーリズム」概念を体系的・包括的に学び、人類の負の遺産は誰が、どの

ような目的で保存し（あるいは破壊し）、観光資源とする（あるいは消し去る）のか。そこから私たちは何を、どのように学ぶのか。

悲劇的な「死」を消費・商品化するとはどのようなことか。これらの問いを、社会的、倫理的、文化的、歴史的、政治的文脈の中に

位置づけ、理解を試みる。そのうえで、受講生一人ひとりが、自ら「ダークツーリズム」の旅行者として、場所を選定し、事例研究と

して発表する。 

 

The act of touritic travel to sites associated with  human "death", violence and misery, both in Japan and overseas, is not new. 

However, these phenomena were given the name "dark tourism" and have been the subject of academic research in recent years 

in the 1990s. 

 In this course subtitled "Dark Tourism", the concept of "dark tourism" is comprehensively studied, and we will ask who save (or 

destroy) the dark heritage of humanity as a tourist resource and for what purpose we should do so. What do we learn from these 

places and how do we learn? What does it mean to consume and commercialize tragic "death"? We will try to understand these 

questions in social, ethical, cultural, historical, and political contexts. Then, each student will choose a place as a "dark tourism" 

traveler and present it as a case study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ダークツーリズムとは何か。ダークツーリズム研究の射程、様々な定義と類似概念の比較検討 

2. ダークツーリズムの歴史的発展：歴史の中にみるダークツーリズム 

3. 日本におけるダークツーリズム研究の展開：東日本大震災・フクシマ、産業遺構との関係から 

4. ダークツーリズムの場所・対象地を類型化する(1) 

・ 事象、地域、年代（時代背景） 

5. ダークツーリズムの場所・対象地を類型化する (2) 

・ 保存と展示の形（墓地、博物館・記念館、収容所跡、IT 技術の利用など） 

6. ダークツーリズムの主体を類型化する 

・ 誰が何の目的で旅をするのか、旅行者のアイデンティティと当事者性 

7. ダークツーリズム対象地・施設の主催者・運営理者を類型化する 

・ 誰が何を選択し、どのような目的で保存・運営・宠伝しているのか～政治・地域の開発・記憶の整理の観点から考える 

8. ダークツーリズムの裏側 

・ 記憶や遺跡の格差・ディスパリティ（記憶・保存される遺構・遺跡と、記憶・保存されない惨劇の地） 否定・修正主義と政

治利用 

9. 事例研究１：ホロコースト 

・ アウシュビッツ・ビルケナウ・アンネ・フランクの隠れ家など 

10. 事例研究２：民族紛争の地 

・ ボスニア・ヘルツェゴビナ（スレブレニツァ、モスタル、サラエボ）、カンボジア・キリングフィールド（トゥールスレン博物館・
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チュンエク)、ルワンダ（キガリ・ムランビ虐殺記念館、ニャマタ教会） 

11. 事例研究３：太平洋戦争の地 

・ 沖縄、バンザイクリフ、硫黄島、レイテ島、南京資料館、フィリピン、ミャンマーなど 

12. 事例研究４：植民地支配と文化的ジェノサイド 

・ 先住民虐殺の跡地（アフリカ諸国、オーストラリア、アメリカ、グアテマラ、日本） 

13. 事例研究５：原爆・原子力災害 

・ ヒロシマ・ナガサキ、福島第一原発、チェルノブイリ原発 

14. 事例研究６：日本のダークツーリズム 

・ 災害（東日本大震災、神戸、熊本）、産業遺産（足尾銅山、軍艦島）、強制連行（花岡事件）、関東大震災（朝鮮人虐殺の

地）、事件・事故の現場など 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内での発表(25%)/ディスカッションへの参加度・貢献度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Lennon, J., & Foley, M.. 2000. Dark tourism— The Attraction of Death and Disaster. Continuum 

2. Sharpley, R., & Stone, P.R. (eds). 2009. The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism. Channel View 

Publications 

3. Stone, P.R.. 2013. “Dark Tourism Scholarship: A Critical Review”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality 
Research, 7(3):307-18 

4. Dalton, D.. 2015. Dark Tourism and Crime. Routledge 

5. 井出明、2018、『ダークツーリズム 悲しみの記憶を巡る旅』、幻冬舎 

6. 井出明、2018、『ダークツーリズム拡張 ─近代の再構築』、美術出版社 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

セントラル・ランカシャー大学ダークツーリズム研究所 HP, The Institute for Dark Tourism Research (iDTR), the University of 

Central Lancashire, England, http://www.uclan.ac.uk/research/explore/groups/institute_for_dark_tourism_research.php 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM456 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM456／グローバル・リスクガバナンス演習６ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（21 世紀のアジア像） 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 公彦(BABA KIMIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の異文化交流が抱える諸問題について討議しながら，解決のための道筋を考えましょう．近代以降から現在までの日本人

の中国像，中国人の日本像を，文字と映像のテキストを読み解きながら確認し，日本と中国が正しくお互いを理解するための知

恵を学んでいきましょう． 

 

We will think about a path for solutions to the problems of current intercultural exchange through discussions. We will look at the 

Chinese image of Japanese people and the Japanese image of Chinese people from modern times to the present while reading and 

interpreting documents with text and images, and learn the wisdom required for Japan and China to understand each other 

properly. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日清戦争後から現在まで，日中の文学・評論・映画などに描かれた日本像と中国像を、作品を通して理解していきましょう．中国

が大国化しつつあるなかで，共存共栄のための新たな枞組み作りが求められています．領土問題・歴史問題から尐子高齢化や

環境問題まで，日中双方が抱える諸問題についても具体的な取り組みを構想します．授業は受講生の言語環境と能力に応じて

日本語と中国語でやりとりしますから、日本語が苦手な留学生も受講してください．講師の職務である編集や出版に関する話題

を盛り込んでいきます． 

 

We will understand through the image of Japan and that of China depicted in Sino-Japanese literature, criticism, and films from 

the Sino-Japanese War until now. As China becomes a major power, a new framework is required for coexistence and prosperity. 

From territorial issues and history issues to low birth rates and aging of the population, and environmental issues, we will consider 

specific initiatives for issues facing both Japan and China. Classes will be held in Japanese and Chinese according to the language 

environment and ability of the students, so foreign students who are not good at Japanese are welcome to attend. We will include 

topics related to editing and publishing, which is the instructor's profession. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義全体のねらいと中身について説明し，受講者から関心のあるテーマを発表してもらい，授業についての要望を聞き、授

業目標に沿う限りなるべく授業に取り入れて要望に応えていきます． 

2. ＰＰＴをつかって日中の相互認識について概説します．授業全体の概要・総論となります． 

3. 日清戦争（甲午戦役）から辛亥革命までの時期における日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

4. 五四運動から対華２１か条要求をへて山東出兵までの時期における日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

5. 満洲事変（９１８事変）当時の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

6. 日中戦争当時の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

7. 日本の終戦から敗戦・戦争直後の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

8. ＰＰＴを使って「戦後日本の中国イメージと中国観」について講義します． 

9. 中華人民共和国の成立から日中民間交流が始まる１９５０年代の時期の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

10. 文化大革命時期を中心に１９６０年代の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

11. １９７２年の日中国交正常化に関する日中の関連作品を読み解きます． 

12. 国交回復後，日中が蜜月関係を経て軋んでいく１９７０年代の日中の相互認識に関する作品を読み解きます． 

13. 民主化運動・天安門事件を経て天皇訪中に到る１９８０年代から９０年代初頭の日中の相互認識に関する作品を読み解き

ます． 

14. 授業全体のまとめをし，日中が抱える領土問題・歴史問題・安保問題など，現在の日中関係について，共同討議をします． 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回ごとにあらかじめ日本と中国の名著・名作から、おもに作家の作品を次回までに読んでおくように提示しておきます．作品は

言語能力に応じて日本語と中国語のどちらかを渡します。授業ではその作品の感想を発表してもらいながら，討論をしていきます．

発表言語は日本語でも中国語でも構いません。前回受講した方がいる場合は、作品が重複しないように配慮します。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席及び授業参加度(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 馬場公彦、2014、『現代日本人の中国像』、新耀社 (ISBN:978-4-7885-1386-0) 

2. 馬場公彦、2010、『戦後日本人の中国像』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1204-7) 

3. 馬場公彦、2018、『世界史のなかの文化大革命』、平凡社 (978-4-582-85891) 

 

参考文献（Readings） 

1. 張競・村田雄二郎、2016、『日中の 120 年 文芸評論作品選 全 5 巻』、岩波書店 (027221-027225) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

授業の質問や、研究上の助言などのやりとりは、講師のメールアドレスを公開し、そこで行います。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM458 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM458／グローバル・リスクガバナンス演習８ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（国連とグローバル・スキルズ） 

担当者名 

（Instructor） 
忍足 謙朗(OSHIDARI KENRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際人道支援・開発支援・平和構築などの基本コンセプトと、国連やNGOが实地するこれらの現場の实情を知ってもらう。同時に、

国際的な職場や環境で役に立つグローバルスキルズを取得してもらう。 

 

Students will get to know basic concepts such as international humanitarian assistance, development aid, peacebuilding, and the 

actual conditions of these sites where the UN and NGOs operate. At the same time, students will acquire global skills that are 

useful in international workplaces and environments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の視点から国連の行う人道支援・開発支援・平和維持などの实情をアフリカ、アジアなどの紛争や自然災害などを例にとっ

て講義とディスカッションを行います。また、国際的な職場や環境で必要となるコミュニケーション・プレゼンテーション・ネゴシエー

ション・リーダシップなどのスキルを实用的なトレーニング方法やロールプレイなどを使って身につけてもらいます。 

 

Lectures and discussions will be held from the perspective of the site on humanitarian assistance, development aid, and 

peacekeeping, etc. conducted by the United Nations, taking  conflict and natural disasters in Africa and Asia, etc as examples. In 

addition, students will acquire skills such as communication, presentation, negotiation, and leadership that are required in 

international workplaces and environments using practical training methods and role play. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国連の役割、SDGs『持続可能な開発目標」などを考える 

3. グローバルな現場で使うコミュニケーション・プレゼンテーションスキル(1) 

4. グローバルな現場で使うコミュニケーション・プレゼンテーションスキル(2) 

5. 食糧安全保障ー世界の飢餓の問題を貧困、紛争、災害などの観点から考える 

6. 人道支援・緊急支援の現場 ー实際の例を使って国連、NGO、軍などがどのように緊急支援を行うのかを説明する 

7. ヒューマニタリアン・ネゴシエーション(交渉)スキル(1)： 人道支援の現場では政府や反政府軍などとセンシティブな交渉が

必要となるが、普段でも使える交渉スキルでもある。 

8. ネゴシエーション(交渉)スキル(2) 

9. 平和構築・平和維持 (国連 PKO 活動など) 

10. リーダーシップスキル：特に緊急事態の中で国際的なチームを指揮する 

11. NGO 活動について 

12. 学生から「聞きたい・話し合いたい」トピックスを提案してもらっての講義 

13. 日本と国際協力・グローバル人材について 

14. 個人レポートプレゼンテーション(シェアリング)・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については授業内、もしくはメールで指示する。 

基本、準備学習的なものはほとんどないが、コミュニケーションスキルの練習のため、短いプレゼンテーションなどを用意してもら

うことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(15%)/出席および授業参加度(70%)/授業内で行う個人やグループでのプレゼンテーションなど(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 

 

  



 - 175 - 

■VM461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM461／グローバル・リスクガバナンス演習１１ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（リスクコミュニケーション論） 

担当者名 

（Instructor） 
田中 美乃里(TANAKA MINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業では、日常生活の中や身近な地域社会に存在するリスク・コミュニケーションについて、具体的な事例を参考にしながら学

び、その活かし方や手法についての知識を習得し身につけることを目指す。 

行政と住民や企業と顧実、また地域における様々なシーンにおけるリスク・コミュニケーションの場を設計・運用するにあたり必要

なスキルを高める。 

 

In this course, the aim is for students to learn about risk communication that exists in everyday life and in familiar communities 

while referring to specific examples, and to learn and acquire methods of risk communication. 

Students will develop the skills necessary to design and operate a risk communication site in various scenes in government and 

citizens, businesses and customers, and in regions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う授業のほかに、参加型のディスカッションやケーススタディを实施する。 

講義では、国内地域で行われているいくつかの事例を紹介する。ケーススタディでは、リスク・コミュニケーションプロセスで重要な

要素である情報共有やナレッジマネジメントについて体験する。 

＊履修者数やそれぞれの希望に応じて、自らが主体となって課題設定やシチュエーションを設定するなど、实践を通じたリスク・

コミュニケーションの学習を含める。 

 

Students will take part in discussions and consider case studies in addition to lecture-style classes. 

The course will introduce some cases that are being conducted in Japan. In the case studies, students will experience information 

sharing and knowledge management, which are key elements in the risk communication process. 

* The course will include learning risk communication through practice, such as tasks and situations which the students set by 

their choice, based on the number of students and their respective preferences. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ■リスクとリスク・コミュニケーション概論(1) 

・リスクとは／リスク・コミュニケーションとは 

2. ■リスクとリスク・コミュニケーション概論(2) 

・知識創造理論とナレッジマネジメント ローカルナレッジの考え方 

3. ■事例研究・国レベルでのリスク・コミュニケーション 

高レベル放射性廃棄物の地層処分におけるリスク・コミュニケーション 

4. ■事例研究・地域情報共有とリスク・コミュニケーション 

・不確实要素を扱う地域の情報発信 

5. ■事例研究・地域情報共有とリスク・コミュニケーション 

・SNS を活用した地域コミュニティ運営（価値観の異なる市民が集うオンラインコミュニティにおけるファシリテーション） 

6. ■企画と实践 

・不確实性を含む地域課題解決または新たな価値創造を目的とした、コミュニケーションプラットフォームの設計 

7. ■事例研究 

・グループワーク確定 

・多様な主体による地域課題（リスク）への参加・関与の促進(1) 

8. ■事例研究 

・多様な主体による地域課題（リスク）への参加・関与の促進(2) 

9. ■企画と实践 

グループワーク中間発表 

10. ■企画と实践 

・リスク・コミュニケーションシナリオの検討 

11. ■企画と实践 
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・事業評価手法と指標の設定 

12. ■企画と实践 

グループワーク発表 

13. ■ゲストスピーカー（地域での实践者） 

＊日程未定 

14. ■ゲストスピーカー（自治体担当者） 

＊日程未定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく授業時間内で作業時間を取ります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内ミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

授業の順序及び内容は、進捗状況やゲストスピーカーのスケジュールに応じて変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM462 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM462／グローバル・リスクガバナンス演習１２ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（環境リスクファイナンス論） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然環境リスクのリスク移転や資金調達を行う「環境リスクファイナンス」について学習する。 

 

Students will learn about "Environmental Risk Financing" for risk transfer and financing of natural environment risks. 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然環境保護は長期事業であり、企業活動と同じように永続性が求められるが、目に見える形での将来キャッシュフローを生ま

ない（環境の潜在価値は存在する）。株式市場で利益を上げない企業の株式は見向きもされないのと同様に、環境保護には理念

があっても資金が集まらない。 

そこで、環境保護への思いやイメージとは一旦決別し、自然環境保護の現实を直視し、その最大の課題が資金調達にあることを

改めて認識する。そして、環境保護の課題の多様性を理解した上で、それを解決する手法を模索する。 

 

Natural environment protection is a long-term business, and as with business activities, it requires permanence, but it does not 

produce visible cash flows in the future (on the other hand, the potential value of the environment exists). Just as company stocks 

that don't make money in the stock market are unpopular, money is not invested in environmental protection even if there are 

ideals. 

Therefore, we will temporarily separate ourselves from our thoughts and ideas about environmental protection, face the reality of 

natural environmental protection, and reaffirm that the biggest issue is in funding. Then, after understanding the diversity of 

environmental protection issues, we will seek ways to solve them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自然環境保護活動が続かない理由：講義全体像 

2. 自然災害リスクとファイナンス 

3. 自然環境リスクとファイナンス 

4. 閉鎖性水域と統合的水源管理（IWRM）：瀬戸内海 

5. ミャンマーインレー湖の湖沼と集水域の管理 

6. 古代湖琵琶湖の水質悪化、京阪神 1,100 万人の飲料水危機 

7. 琵琶湖の水質を決定する湖周囲の森林の価値の試算：森林管理 

8. リスクファイナンスを用いた資金調達手法：伝統的な保険手法 

9. リスクファイナンスを用いた資金調達手法：環境保険：土壌汚染 

10. リスクファイナンスを用いた資金調達手法：天候デリィバティブ 

11. リスクファイナンスを用いた資金調達手法：大災害ボンド 

12. 琵琶湖の全循環停止リスクへのリスクファイナンス 

13.  实習（1）受講生が保護したい自然環境を 1 つ抽出し、その概要をまとめる 

14. 实習（2）当該環境の資金調達に関するアイデアとその实現要件の注出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生がリスク移転したい自然環境事象を事前に考えておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM467 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM467／グローバル・リスクガバナンス演習１７ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（リスク移転と保険） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リスク管理において重要性が増すリスク移転の原理と多様な手法について学習する。 

 

Students will learn about risk transfer principles and various methods that are becoming more important in risk management. 

 

授業の内容（Course Contents） 

リスク移転は、リスクマネジメントの 1 過程であるが、国、地方自治体、企業、諸組織において、残余リスクが増大する中では必須

のリスク管理手段である。リスク移転に共通する「保険の原理」やそこに隣接するファイナンスの手法を学ぶ。また、リスクを引き

受ける側の保険会社の構造を知る。そして、授業を通じ、受講生が考えるリスク移転対象とその移転策を検討する。 

 

Risk transfer is one process of risk management, but it is an essential risk management tool as residual risks increase in countries, 

local governments, companies and organizations. Students will learn about the "principles of insurance" common to risk transfer 

and the related methods of finance. Also, students will get to know the structure of insurers that are taking on the risks. Then, 

through classes, we will examine what the students consider to be the risk transfer targets and transfer measures. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の全体像：生保、損保の歴史、ビデオ「助け合いの歴史 

2. 残余リスクの増大とリスクの市民化 

3. 保険の原理（1）保険料の計算、危険選択 

4. 保険料の原理（2）負債の積立、配当金 

5. 保険会社の決算書を読み解く（教材：保険会社ディスクロージャー誌：「虎の巻」） 

6. 保険会社の資産運用：機関投資家とヘッジファンド 

7. ALM（Asset Liability Management） 

8. 生命保険会社の健全性監督（ソルベンシーマージン、破たん手続き、保護基金） 

9. リスク移転の新しい動き：ソルベンシーⅡ、Fintech と InsurTech 

10.  新技術のリスク移転：自動運転のリスク評価と移転 

11. リスクと経済価値の移転：生命保険買取制度（生命保険価値の売買） 

12. 発展途上国のリスク移転：ベトナムのマイクロインシュアランス 

13. 地方自治体のリスク移転：（事例：琵琶湖淀川流域洪水保険の創設） 

14. 受講生が有する課題へのリスク移転策の検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 久保英也、2009、『保険市場の独立性と資本市場との融合』、千倉書房 (ISBN:978-4-8051-0934-2) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを中心とした講義形式で、映像資料や他の教材（こちらで準備）なども適宜活用する。 
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注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM468 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM468／グローバル・リスクガバナンス演習１８ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ライフサイクルリスク論） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人の人生のライフサイクルとそこにあるリスクを再点検し、対応策を考えることにより、企業や組織で行うリスク管理を肌で实感

する。 

 

By re-examining each student's life cycle and the risks, and thinking about countermeasures, students will be able to comprehend 

the risk management that companies and organizations carry out. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学や経営学を仕事や投資に活用することはあるが、自分の日常生活に生かさない人が大半ではなかろうか？人生は「選択」

の連続であるが、同時にそれはリスクの選択でもある。一度、自分の人生において直面する可能性があるリスクを具体的にイメ

ージしておくことは重要である。 

この授業では、人のライフサイクルを対象に、そのステージごとのリスク（ライフサイクルリスク）を見つめ、人生のリスク管理を考

える。自己の「ライフサイクルリスク表」を作成し、リスクを直感的、かつ定量的にとらえる。これにより、基本的には共通する企業

や組織のリスク管理にその感覚を応用する力を養う。 

 

There are times when economics and business administration are used for work and investment, but surely most people do not 

use it in their daily life. Life is a series of "choices in the life course" and at the same time it is a choice of risks. It is important to 

have a specific image of the risks that you may face in your life. 

In this course, we will consider the risk of each stage (life cycle risk) and consider the risk management of life, targeting the life 

cycle of a person. Students will create their own "Life Cycle Risk Table" to capture risks intuitively and quantitatively. This will 

foster the ability to apply that sense to risk management in companies and organizations, which are basically the same. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の全体像 

2. 人生におけるリスクと安心①（幼青年期：子供を持つ家庭のリスク） 

3. 人世におけるリスクと安心②（勤労期：労働環境のリスク） 

4. 人生におけるリスクと安心③（引退期） 

5. 国民年金の損得と未納率の分析 

6. 長寿リスクと年金制度：スウェーデンの年金改革から学ぶ① 

7. 長寿リスクと年金制度：スウェーデンの年金改革から学ぶ② 

8. リスクの市民化と社会的排除リスク 

9. システミックリスクへの自己防衛 

10. 個人のリスク移転：保険パンフレットの読み方：教材：「保険の基本」 

11. 人生の収入と支出：教材：「ライフプラン情報ブック」 

12. ライフサイクル表の作成作業 

13. ライフサイクルリスク表の作成作業① 

14. ライフサイクルリスク表の作成作業②とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを中心とした講義形式で、他の教材（こちらで準備）なども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM469 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM469／グローバル・リスクガバナンス演習１９ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（グローバル社会から考える人権） 

担当者名 

（Instructor） 
寺中 誠(TERANAKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化とネーション＝ステートという近代社会を特徴づける二つの方向性が、人権や安全保障に影響するさまざまな危機

を生み出している構造を理解する。 

権利と義務の体系として作られた人権保障制度について、各国や国際社会がそれぞれどのような仕組みを講じているかを理解

する。 

 

Students will understand the structure, in which the two directions of modern society; globalization and nation-state system 

create various crises affecting human rights and security. 

Students will understand how each country and the international community have adopted human rights protection systems 

formulated as systems of rights and obligations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人権は、近代社会を規律する重要な法的概念である。 

 グローバル化の時代を迎えて、世界規模での戦争や武力紛争が生み出した国際刑事司法や難民保護の制度は、従来の国境

管理を基本とした国家の枞を超えてきている。一方で、移民排斥に見られるような排除型社会の進展は、従来の民族国家概念を

頑なに守ろうとしている。また、世界経済の大きな流れは、従来の国家を超える存在としての世界企業を生み出し、人びとの生活

に直接の影響を及ぼしている。 

 後期近代とも言われる現在、国や国際社会は、こうしたグローバルな動きに対して、人権という制度をどのように用いて対応し

ようとしているのか。さまざまなケースを通じて、問題の構造と、どのような対策を講じるかを考える。 

 受講者の研究内容に応じて、強弱を設ける予定。 

 

Human rights are important legal concepts that govern modern society. 

In the age of globalization, the international criminal justice and refugee protection systems created by world wars and armed 

conflicts have come to transcend national borders based on traditional border control. On the other hand, the development of 

exclusionary societies as seen in immigration exclusion is a stubborn attempt to keep the traditional nation-state concept. In 

addition, the great flow of the world economy has created global companies that are more powerful than traditional states, and this 

has a direct impact on people's lives. 

 How are governments and the international community trying to respond to such global movements using the human rights 

system, in this period which is said to be late modernity? We will consider the structure of the problem and what action to take in 

various cases. 

 We plan to change the priority of the topics as appropriate according to the study content of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバル化とネーション＝ステートで考える人権 

2. 権利基盤アプローチ論：開発分野における権利義務の構造 

3. グローバル化する企業を取り巻く国際的な人権基準 

4. 移民政策とグローバル危機 

難民／入管政策と刑事司法の国際化 

5. 安全保障政策と刑事政策、人権政策 

「国際組織犯罪」と「テロリズム」をめぐって 

6. 国際刑事裁判所と戦争の違法化 

安全保障政策と「法の支配」 

7. 紛争地域と「保護する責任」 

人道的介入と非軍事的措置 

8. 修復的司法（正義）と「和解」プロセス 

9. 「紛争下のジェンダー」を考える 

10. 「紛争鉱物」を考える 
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11. 「児童労働」を考える 

12. 国際社会における人権基準化プロセス（死刑／拷問） 

13. 人権分野の NGO が果たすアドボカシー機能 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自必ず講義ノートを作成すること。 

①事前に概説書等を参考にする。（参考文献に挙げた資料などを読んでみる） 

②授業に参加し、ノートに必要事項を記録する。 

③ノートの内容を確認しつつ、疑問点があれば質問する。 

④授業中に示された参考図書等を調べて、ノートに反映させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(20%)/授業中の発言等の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アムネスティ・インターナショナル日本・国際人権法チーム 編著、2014、『ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。 ―人

権を守る新しいしくみ・国際刑事裁判所』、合同出版 (ISBN:ISBN978-4-7726-1192-3) 

2. 藤岡美恵子・越田清和・中野憲志、2006、『国家・社会変革・NGO』、新評論 (ISBN:ISBN4-7948-0719-8) 

3. ジョック・ヤング、2007、『排除型社会』、洛北出版 (ISBN:ISBN978-4-903127-04-0) 

4. ソーシャルジャスティス基金、2015、『民主主義をつくるお金』、ハンズオン！埼玉出版部 (ISBN:ISBN978-4-9906791-2-5) 

5. ロイック・ヴァカン、2008、『貧困という監獄―グローバル化と刑罰国家の到来』、新曜社 (ISBN:ISBN978-4-7885-1140-8) 

6. ハワード・S・ベッカー、2011、『完訳アウトサイダーズ』、現代人文社 (ISBN:ISBN978-4-87798-494-6) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

http://wwww.teramako.jp/ 

http://www.ohchr.org/ 

http://www.amnesty.or.jp/ 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM470 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM470／グローバル・リスクガバナンス演習２０ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（イスラム社会と国際協力） 

担当者名 

（Instructor） 
景平 義文(KAGEHIRA YOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

8/1（木）,2（金）2～6 時限,5（月）2～5 時限 D602 教审 

 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シリアやアフガニスタンなど中東地域の混乱は、政治的あるいは軍事的なマクロな課題だけではなく、大規模な難民の流出に代

表されるように、その地域で生きる人々をどのように支援するのかというミクロな課題を国際社会に突き付けている。しかしながら、

日本における中東地域に対する理解は必ずしも高くない。その要因としては、中東地域に関する情報が十分に流通していないこ

とと、同地域における「イスラム」に基づいた社会規範が日本にとって馴染みのないものであることが挙げられる。本授業では、中

東地域およびイスラム社会への理解を深め、求められている国際社会の支援のあり方について考察を加える。 

 

The turmoil in the Middle East region, such as Syria and Afghanistan, is not only a political or military macro issue, but also a micro 

challenge facing the international community, such as how to support the people in that region, as represented by the large-scale 

displacement of refugees. However, Japan's understanding of the Middle East is not always enough. The factors include the lack of 

sufficient information on the Middle East and the social norms based on "Islam" in the region being unfamiliar to Japan. In this 

course, we will deepen our understanding of the Middle East region and Islamic society, and consider the type of support required 

from the international community. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の中東地域の混乱は、歴史に多くの原因を見ることができる。特に、オスマントルコ帝国崩壊前後の歴史について概観する

ことで、中東地域の現代的課題を明らかにする。また、イスラム教を社会の基盤としている中東地域において、人間の安全保障

の観点から、何がイスラム社会の開発あるいは国際協力の課題となっているのかについて説明する。その後、アフガニスタンとシ

リアの 2ヵ国を例として、その歴史や社会について詳細に説明し、これらの国の現在の状況、そして国際社会の対応について掘り

下げる。また、シリア危機によって生み出された大量の難民は、現代の世界が直面する大きな課題となっているため、難民支援

および難民政策についても論じる。 

 

We can see many causes in history for the current turmoil in the Middle East. In particular, by examining the history before and 

after the fall of the Ottoman Empire, we will clarify the contemporary challenges of the Middle East. In addition, in the Middle East, 

where Islam is the foundation of society, we will explain the issues in the development of Islamic society and international 

cooperation from a human security point of view. The two countries of Afghanistan and Syria will then be used as examples to 

explain their history and society in detail, and to delve into the current situation in these countries and the response of the 

international community. We will also discuss refugee assistance and refugee policy, as the large number of refugees have fled due 

to the Syrian crisis is a major challenge facing the modern world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中東地域の歴史概説 

2. 中東地域の近代化とその蹉跌 

3. オスマントルコ帝国崩壊以降の中東地域の歴史と政治 

4. イスラム主義の勃興 

5. 中東地域の開発と日本の関わり 

6. 国際協力概説 

7. アフガニスタンにおける復興支援 

8. アフガニスタンの学校教育と、それを取り巻く地域社会 

9. 映画「君のためなら千回でも」上映 

10. シリア内戦の背景と現在の状況 

11. シリア危機に対する国際社会の対応 

12. トルコにおけるシリア難民支援 

13. シリア危機から見る難民支援の現代的課題 

14. まとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカード兼出席票(60%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山内昌之、1993、『民族と国家-イスラム史の視覚から』、岩波新書 (ISBN:978-4004302605) 

2. 池内恵、2016、『サイクス=ピコ協定 百年の呪縛』、新潮選書 (ISBN:978-4106037863) 

3. 酒井啓子、2010、『<中東>の考え方』、講談社現代新書 (ISBN:978-4062880534) 

4. 墓田桂、2016、『難民問題 - イスラム圏の動揺、EU の苦悩、日本の課題』、中公新書 (ISBN:978-4121023940) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM472／グローバル・リスクガバナンス演習２２ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ホロコースト再考） 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 研究者あるいは市民として、人類が経験したジェノサイド（集団殺害）や類似の事例を学ぶことにより、事件の再発防止や予防

に寄与することを目的とする。 

 

 The course aims to contribute to the prevention of genocide and related incidents by learning about the genocide experiened by 

humanity, as a researcher as well as a citizen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 国際社会の危機管理を考える本講座では、ナチ・ジェノサイドに焦点を当て、現代に生きる私たちとの接点を探りつつ再考して

いく。これは同時に、私たちが、日中戦争や第二次世界大戦の歴史と改めて対峙するための試みであり、いじめや体罰、ヘイトス

ピーチなど私たちの日常生活に潜む暴力とジェノサイド的思想との連関を探る試みでもある。 

 

In this course, which considers crisis management in the international community, we will focus on Nazi Genocide and reconsider 

the issues while exploring nexus with us living in the present. This is at the same time an attempt to confront our own history of 

the second world war as well as to discover the relationships with bullying, corporal punishment, hate speech, and other forms of 

violence and genocide lurking in our daily lives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：ジェノサイドから、何を学び、考えるか 

ドキュメンタリー映像鑑賞①：アラン・レネの「夜と霧」（仏 1955 年、31 分） 

2. ドキュメンタリー映像鑑賞②：「ジェノサイド ナチスの虐殺-ホロコーストの真实」（米 1981 年、83 分） 

3. テキスト講読① 

4. テキスト講読② 

5. テキスト講読③ 

6. ハンナ・アーレント「イスラエルのアイヒマン」～凡庸な悪・普通の人の犯罪・ユダヤ人評議会の存在 

7. 歴史修正主義とホロコースト～プリーモ・レーヴィによる批判から 

8. ナチ・ジェノサイドを支えた近代と科学 

9. ホロコースト産業：企業とジェノサイド、ネットワーク 

10. 過去の克朋，記憶・忘却とホロコースト記念碑・博物館 

11. 人道援助，赤十字国際委員会（ICRC）とナチ・ジェノサイド 

12. 文学・哲学・音楽とナチ・ジェノサイド 

13. テレビ，映画となったホロコースト 

14. 日常生活に潜むジェノサイドの芽～いじめ，体罰，ハラスメント、優性思想と障害者 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内での発表(25%)/ディスカッションへの参加度・貢献度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝健介、2008、『ホロコースト ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌』、中央公論新社 

2. ハンナ・アーレント、2017、『イェルサレムのアイヒマン―悪の陳腐さについての報告』新版、みすず書房 

加えて、授業中に適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 長有紀枝、2009、『スレブレニツァ あるジェノサイドをめぐる考察』、東信堂 

2. 石田勇治他編、2011、『ジェノサイドと現代世界』、勉誠出版 

3. ダン・ストーン、2012、『ホロコースト・スタディーズ 最新研究への手引き』、白水社 

4. プリーモ・レヴィ、2014、『溺れるものと救われるもの』、朝日新聞出版 

5. マイケル R.マラス、1996、『ホロコースト 歴史的考察』、時事通信社 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM473 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM473／グローバル・リスクガバナンス演習２３ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（人間の安全保障論） 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間の安全保障」という概念・アプローチについて理論と实践双方から学び、同時に「人間の安全保障」の視点から、地球規模

の様々な課題と対策について、また課題先進国日本が抱える諸課題について、当事者意識をもちつつ、理解を深めることを目的

とする。 

 

Students will learn the concepts and approaches of "human security" from both theory and practice. At the same time the 

purpose of the course is to deepen students' understanding while having a sense of the person concerned, from the perspective of 

"human security", on various global issues and measures, and on issues facing Japan as an advanced nation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

「人間の安全保障」は、インド出身の経済学者アマルティア・センの人間開発論を下敷きに、国連開発計画(UNDP）が、1994 年の

『人間開発報告書』の中で提唱した比較的新しい概念である。個人やコミュニティに焦点をあて、人間の安全保障を脅かす 2 つの

脅威「欠乏」と「恐怖」からの自由を目指し、人間一人ひとりの保護とエンパワーメントを提唱した。「人間の安全保障」へは様々な

アプローチが可能だが、本講座では国際社会の危機管理という視点から、その歴史的背景と理論的枞組み、概念的広がり、实

践と課題、関連する概念について学んでゆく。 

 また、東日本大震災や日本の諸課題を「人間の安全保障」の視点から改めて検討し、元来、途上国を対象に提案された「人間

の安全保障」概念が、先進国の課題分析にどのような視点をもたらしうるか考察する。 

 

"Human security" is based on the theory of human development by economist Amartya Sen from India, and is a relatively new 

concept proposed by the United Nations Development Program (UNDP) in the Human Development Report 1994. Focusing on 

individuals and communities, he advocated the protection and empowerment of each and every human being for freedom 

from  "want" and "fear" threatening human security. Although various approaches to "human security" are possible, in this 

course, we will learn about the historical background, theoretical framework, conceptual spread, practice and issues, and related 

concepts from the perspective of crisis management in the international community. 

In addition, we will reconsider the Great East Japan Earthquake and Japan's various issues from the perspective of "human 

security", and we will consider what perspectives the concept of "human security" originally proposed for developing countries 

can bring to bear on challenges facing advanced nations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【第 1 部】理論・概念編 

導入：国際社会の成り立ち、国連憲章を読む（１） 

2. 国連憲章を読む（２） 

3. 「人間の安全保障」概念登場の背景とその系譜・理論的枞組 

・国家主権との関係、政策概念としての「人間の安全保障」、援助の实務概念・实践的アプローチとしての「人間の安全保

障」 

4. 「人間の安全保障」の主要概念： 

・保護と能力強化（エンパワーメント）、恐怖からの自由、欠乏からの自由、尊厳をもって生きる自由 

5. 「人間の安全保障」と「保護する責任（R2P:Responsibility to Protect)」、平和構築 

6. 「人間の安全保障」と人権・権利ベースアプローチ 

7. 「人間の安全保障」と紛争予防、減災・防災とレジリエンス（resilience） 

8. 【第 2 部】：地球規模課題各論 

「人間の安全保障」と「持続可能な開発目標（SDGs)」 

9. 恐怖からの自由（１）：難民・国内避難民問題、小型武器、テロ 

10. 恐怖からの自由（２）：子ども兵、紛争ダイヤモンド、地雷、クラスター爆弾 

11. 欠乏からの自由（１）：貧困対策・環境・水問題 

12. 欠乏からの自由（２）：HIV/AIDS、エボラ、感染症 

13. 尊厳をもって生きる自由：途上国の労働基準とサプライ・チェーンをめぐる課題、ジェンダー、紛争下の性暴力、人権 
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14. 東日本大震災・課題先進国日本が抱える問題と「人間の安全保障」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストおよび配布資料の講読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席(25%)/授業内での発表(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長有紀枝、2012、『入門 人間の安全保障 恐怖と欠乏からの自由を求めて』、中央公論新社 

 

参考文献（Readings） 

1. 東大作・峯陽一他、2017、『人間の安全保障と平和構築』、日本評論社 

2. 人間の安全保障委員会、2003、『安全保障の今日的課題』、朝日新聞社 

その他、授業中に指示・紹介する 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM474 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM474／グローバル・リスクガバナンス演習２４ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（メディアと政治・世論） 

担当者名 

（Instructor） 
今里 義和(IMAZATO YOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外交・安全保障の分野では米国、中国、ロシア，北朝鮮などとの先端的な話題を取り上げる。内政では憲法改正、天皇制などを

めぐる最新の時事問題をテーマとする。各メディアの論調の違いを分析しつつ，幅広い視野の中で論点を理解する意義を学ぶ。

その過程で、民主主義社会におけるメディアの役割を考えよう。  

 

In the field of diplomacy and security, we will take up leading topics about the United States, China, Russia, and North Korea, etc. 

In domestic policy, we will look at the latest issues over constitutional amendment and the emperor system, etc. While analyzing 

the differences in tone of each media, students will learn the significance of understanding the issues in a broad perspective. 

Through this process, students will consider the role of media in a democratic society.  

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大きな時事問題を伝える各紙の報道，社説を具体的に比較する。紙面の傾向は，新聞各紙の間だけでなく，同じ新聞の各面

の間でも違いがあることを知る。報道･社説の巧拙を問う前に，それぞれの論調の背景などをめぐって分析し, 意見交換する。 

（２）外交・安保など硬派の政策の理解に必要な基礎知識を，具体例に即して解説する。 

（３）報道にはさまざまな現实的な制約や、誤りもある。記者クラブ制，オフレコ取材，締め切り時間，コスト，禁止用語，社の経営

上の立場――などの实態と, 報道への影響の例を検証する。 

（４）記者の取材から紙面の製作に至る各現場の实情や，海外の新聞と比べた日本の新聞の特性，課題など新聞製作の基礎知

識について，必要に応じて解説する。 

（５）授業は討論，個人発表に重点を置く。受講生が順次それぞれテーマを選び，論点をまとめて発表，質疑応筓する形式を中心

とする。討論は互いの信条，立場を尊重しつつ展開する。 

（６）期末には受講生が順次それぞれ論説を書いて発表し，これをレポートとする。その際，文章論についても具体例に即して解

説する。 

（７）社説や記事など，討論に必要な資料は講師または発表者がファイルやコピーを用意，配布する。 

（８）放送メディアの倫理，国際地政学など，本科目と関連する分野について，補足的な講義を企画する可能性がある。  

 

(1) Specifically compare the reports and editorials of each newspaper that conveys major current events. Students will get to 

know the tendency of a newspaper, which is different not only among newspapers but also on different pages of the same 

newspaper. Before asking about the skill of the media and editorial, students will analyze and exchange opinions on the background 

of each tone. 

(2) We will explain the basic knowledge necessary for understanding hard-line policies such as foreign policy and security, in line 

with specific examples. 

(3) There are various practical limitations and errors in the news. We will examine the reality of the press club system, 

off-the-record interviews, deadlines, costs, prohibited terms, and company management positions, etc. and consider examples of 

their influence on the news. 

(4) We will explain the basic knowledge of newspaper production such as the facts of each site from data collection by reporters to 

the production of pages, the characteristics and issues of Japanese newspapers compared with foreign newspapers. 

(5) The classes will emphasize discussion and individual presentations. Students will select themes respectively, summarize the 

issues, present them, and ask questions and give answers. We will have debates while respecting each other's beliefs and 

positions. 

(6) At the end of the course, each student will write an editorial and present it, and make it into a report. At that time, we will also 

explain writing theory giving specific examples. 

(7) The lecturer or presenter will prepare and distribute files and copies of materials necessary for discussion, such as editorials 

and articles. 

(8) We may plan supplementary lectures in the fields related to this subject such as ethics of broadcast media and international 

geopolitics.  

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. 講義の目標と内容の説明，ガイダンス 

2. 講義（第１回)と質疑応筓，意見交換, 基本知識の解説。 

テーマは, 4 月ごろ,時事問題から選ぶ。昨年は「加計学園と政治」の問題を取り上げた。 

3. 受講生による発表（第１回)と意見交換。テーマは, 受講生の関心事。関連情報や基礎知識を講師が解説する。 次いで講

師の講義。昨年は「米国の対シリア攻撃」を取り上げた。 

4. 受講生による発表（第２回)と意見交換。関連情報や基礎知識を講師が解説する。 次いで講師講義。昨年は「財務次官の

セクハラ」を取り上げた。 

5. 補足的な講義。過去の例は「国際地政学」。   

6. 受講生による発表（第３回)と意見交換。講師が関連情報や基礎知識を解説する。次いで講師講義。昨年は「憲法改正」を

取り上げた。  

7. 補足的な講義。過去の例は「放送と人権」。   

8. 受講生による発表（第４回)と意見交換。講師が関連情報や基礎知識を解説する。次いで講師講義。昨年は「イラン核合意」

を取り上げた。 

9. 受講生による発表（第５回)と意見交換。講師が関連情報や基礎知識を解説する。 次いで講師講義。昨年は「エルサレム」

を取り上げた。 

10. 受講生による発表（第６回)と意見交換。講師が関連情報や基礎知識を解説する。 次いで講師講義。昨年は「北方領土問

題」を取り上げた」。 

11. 受講生による論説発表（第１回)と意見交換。関連情報や基礎知識，文章論を解説、補足する。次いで講師講義。昨年は

「米朝首脳会談」を取り上げた」。 

12. 受講生による論説発表（第２回)と意見交換。関連情報や基礎知識，文章論を解説、補足する。次いで講師講義。昨年は

「米中貿易摩擦」を取り上げた」。 

13. 受講生による論説発表（第３回)と意見交換。関連情報や基礎知識，文章論を解説、補足する。次いで講師講義。昨年は「フ

ェイクニュース」を取り上げた」。 

14. 受講生による論説発表（第４回)と意見交換。関連情報や基礎知識，文章論を解説、補足する。次いで講師講義。昨年は

「ロシアゲート」を取り上げた」。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特定の教科書は指定しない。日常的に新聞などを通じて知る政治・外交ニュースや関連の社説，評論などを教材とする。講義で

用いるニュース，記事があれば，随時，配布または指示する。受講者の発表に際しては，先端的な話題を選び，まず主要２紙の

社説を比較してみるとよい。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業に出席して発言、討論、発表する姿勢(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM475 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM475／グローバル・リスクガバナンス演習２５ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（気候変動とリスクマネジメント） 

担当者名 

（Instructor） 
指田 朝久(SASHIDA TOMOHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人為的な温审効果ガスの排出による気候変動はほぼ確实といわれている。未来の地球を救うためにどのような政策をとってきた

のか、またどのように考えればよいかを学ぶ。また増加する異常気象や気象災害から身を守るために気象現象の基礎を学び、

天気予報や警報、避難勧告などの制度を理解する。 

 

Climate change due to anthropogenic greenhouse gas emissions is said to be almost certain. Students will learn what policies have 

been implemented to save the future Earth and how to think about them. Also, students will learn the basics of weather 

phenomena to protect themselves from the increasing number of extreme weather incidents and meteorological disasters, and 

understand systems such as weather forecasts, warnings, and evacuation advisories. 

 

授業の内容（Course Contents） 

気候変動を引き起こす二酸化炭素などの温审効果ガスによる気温上昇のメカニズムを学ぶ。その温审効果ガスを減らす国際的

枞組みであるパリ協定やエネルギー政策の現状を学ぶ。太陽光発電や風力発電の可能性には気象の理解が大きくかかわってく

る。また、異常気象や気象災害から身を守るために、気象現象の基礎を学ぶ。気象予報士として、天気予報の仕組み、雤や雲、

高気圧や低気圧、台風や梅雤のメカニズムをわかりやすく解説する。大雤警報や避難勧告などの制度の解説を行う。授業当日

の天気予報についても適宜解説する。 

 

Students will learn about the mechanisms of rising temperatures due to greenhouse gases such as carbon dioxide that cause 

climate change. Students will learn about the current state of Paris Agreement, the international framework for reducing 

greenhouse gases, and the current state of energy policies. An understanding of the weather is greatly relevant to the possibilities 

of solar and wind power. Students will also learn the basics of weather phenomena to protect themselves from extreme weather 

and weather disasters. As a weather forecaster, the lecturer will explain the mechanism of weather forecasts, rain and clouds, high 

pressure and low pressure, and the mechanism of typhoons and rainy seasons in an easy-to-understand manner. We will provide 

commentary on systems such as heavy rain warnings and evacuation advisories. We will provide commentary on the weather 

forecast on the day of class as appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 気候変動とリスクマネジメント ガイダンス、２０１８年西日本豪雤、台風２１号災害、猛暑など 

2. 地球温暖化の科学（第１章） 気温上昇で困ること、なぜ起きるのか 

3. 気候変動枞組みの国際交渉（第２章） ＣＯＰ２１，京都議定書、パリ協定ができるまで 

4. 日本のエネルギー政策（第３章） 代替エネルギーと気候、太陽光発電、風力発電 

5. 私たちに何ができるか（第４章） 日本の取り組み、気候変動適応法 

6. 気象災害に備える：天気予報の基礎、ＣＯ２サーモスタット、過去の気候、日本の四季 

7. 天気予報の仕組み、高層天気図、大気の大循環、海洋の熱塩循環、世界の気候 

8. 偏西風、高気圧・低気圧の理解、温暖前線、寒冷前線など 

9. 雤はなぜ降るのか、ゲリラ豪雤、雲の種類、上空の寒気とは 

10. 梅雤のメカニズム、線状降水帯、湿舌、過去の水害 

11. 台風のメカニズム、温暖化と台風、高潮、強風、過去の風水害 

12. 過去の異常気象、日本海側大雪、関東大雪、爆弾低気圧、その他 

13. 気象災害に遭わないために、ハザードマップ、警報・注意報、避難勧告などの基礎知識 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日々の新聞などで気候変動に関するニュースを確認すること、天気予報・天気図を確認すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時の積極的な発言・意見交換への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小西雅子、2016、『地球温暖化は解決できるのかーパリ協定から未来へ』、岩波書店 (ISBN:ISBN978-4-00-500837-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩谷忠幸、2013、『史上最強カラー図解プロが教える気象・天気図のすべてがわかる本』、ナツメ社 

(ISBN:ISBN978-4-8163-5010-8) 

2. 筆保弘徳、芳村圭、2011、『天気と気象についてわかっていることいないこと』、ペレ出版 (ISBN:ISBN978-4-86064-351-5) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

気候変動に関する国際情勢は日々変化しています。様々なニュースに注目してください。空を見上げて雲など興味を持って眺め

てみてください。なお、顕著な気象災害が発生した場合は、その解説を行うなどにより授業内容を組み替えることがあります。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM476 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM476／グローバル・リスクガバナンス演習２６ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（リスク学と企業の危機管理） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リスク学の体系を理解した上で企業・組織の危機管理を考える力を養う。 

 

Students will develop the ability to think about crisis management of companies and organizations after understanding the system 

of risk studies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般的なリスク評価やリスク管理は、リスク学という大きな枞組みの中にある。いきなり企業や組織のミクロ的なリスク管理を考え

るのではなく、大局を押さえた上で、リスク管理、とりわけ危機管理を考える姿勢が重要である。  

この授業では、リスク学の体系を踏襲したうえで、企業や組織のリスクガバナンスを考えることを目的とし、自分の会社を想定し、

危機から再起する BCP 計画を立てる。これらを通じ、企業や組織の危機管理と再起力について理解する。 

 

General risk assessment and risk management are within the larger framework of risk studies. It is important not to rush into 

considering the micro risk management of a company or organization, but to have an attitude of considering risk management, and 

especially crisis management, after understanding the big picture.  

The purpose of the course is to consider the risk governance of companies and organizations following the risk studies system. 

Students will imagine their own company and create a BCP plan to recover from a crisis. Students will understand crisis 

management and recovery capabilities of companies and organizations through these activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  授業の全体構像：東日本大震災の教訓 

2. リスク学の体系と歴史 

3. リスクの多様な概念・定義とリスクの俯瞰 

4. リスクガバナンス 

5. 全社的リスク管理（Enterprise Risk Management：ERM）（1） 

6. 全社的リスク管理（2）部門別資本配賦 

7. リスク環境の変化(1)：リスクの複合化、グローバル化 

8. リスク環境の変化(2)：リスクの市民化と社会的排除 

9. 新興リスク（Natech、スローデベロッピングリスク、AI など）とその対応 

10. リーマンショックの構造（証券化リスク、金融政策リスク） 

11. 3 つのシステミックリスクからの教訓（バブル、リーマン、東日本大震災） 

12. 再起力：9.11 テロ：貿易センタービルの「モルガンスタンレー」 

13. 企業の危機管理：事業継続計画 BCP（１）：BCP の概要 

14. 企業の危機管理：事業継続計画 BCP（２）：BCP の作成实習、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを中心とした講義形式で、映像資料や他の教材（こちらで準備）なども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM479 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM479／グローバル・リスクガバナンス演習２９ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（災害と事業継続計画ＢＣＰ） 

担当者名 

（Instructor） 
指田 朝久(SASHIDA TOMOHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2016 年の熊本地震、また 2018 年は西日本豪雤、台風 21 号、北海道胆振東部地震など、風水害や地震が相次ぎ自治体と企業

が被災したことは記憶に新しい。地震、津波、台風、水害、火山など自然災害について東日本大震災などの事例と今後発生しう

る首都直下地震などの被害想定を取り上げ、人的被害および経済的被害の極小化の最新の経営管理手法である事業継続計画

ＢＣＰにつき解説する。また、災害発生時の組織の危機管理手法を学ぶ。災害対応における国、自治体、企業、NPO/NGO、自治

会・市民などそれぞれの役割と関係性を理解する。 

 

In recent memory, local governments and companies have been damaged by storms, floods and earthquakes, such as the 2016 

Kumamoto Earthquake, the 2018 West Japan heavy rain, typhoon 21, and the Hokkaido Iburi Eastern Earthquake. Regarding 

natural disasters such as earthquakes, tsunamis, typhoons, floods and volcanoes, we will explain business continuity plans (BCP), 

which are the latest business management method of minimizing human and economic damage, considering cases such as the 

Great East Japan Earthquake and possible future damage caused by the Tokyo Inland Earthquake, etc. In addition, students will 

learn crisis management methods of organizations at the time of disaster occurrence. Students will understand the roles and 

relationships of Government, local governments, companies, NPOs/NGOs, community associations, and citizens, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 一度に多くの被害が発生している災害として、地震とこれに付随する災害、気象災害、感染症などがあり、日本においてはこれ

らの災害のいずれについても歴史上の記録がある。東日本大震災や阪神・淡路大震災などでは多くの人的被害が発生し、必ず

しも防災、減災対策が機能していないことが明らかとなった。気象災害などでは予兆をとらえることができ、災害発生のメカニズム

や地域社会の特性を知ることにより、人命安全をはじめとする適切な回避行動をとることができる場合もあるが、2018 年の西日

本豪雤のように多くの人が逃げ遅れて救助される結果となっている。一方、東日本大震災でも明らかなように、人命が助かっても

その後の経済活動の復旧がなければ生活は厳しいものとなる。本科目では自然災害について事例を取り上げ、人的被害の極小

化とともに、組織の事業継続計画（BCP)についてグローバル・リスクガバナンスおよび危機管理の視点で研究し、地域社会の継

続に向けた社会デザインを考える。 

 授業は国の被害想定や各種報告書、対策大綱、国際標準規格などを読み解くとともに、災害の時系列に伴う諸事情と被災の

関係性を適宜議論およびディスカッションしていく。また、ゲームも实施することにより、事業継続計画をはじめとする組織としての

危機管理や災害対応につき受講生の理解を深める。 

 

As disasters where much damage occurs at one time, we can consider earthquakes and associated disasters, meteorological 

disasters, and infectious diseases, etc., and in Japan, there is a historical record of all of these disasters. The Great East Japan 

Earthquake, the Hanshin-Awaji Earthquake, etc. caused a large amount of human damage, and it became clear that disaster 

prevention and mitigation measures did not necessarily work. In the case of meteorological disasters, etc., it is possible to see the 

signs, and by knowing the mechanism of disaster occurrence and the characteristics of the local community, it may be possible to 

take appropriate evasive actions including saving lives. However, in the heavy rains of 2018 in West Japan, many people were too 

slow to escape and had to be rescued as a result. On the other hand, as is clear from the Great East Japan Earthquake, even if 

lives are saved, life will be difficult unless economic activity is restored. In this course, we will consider cases of natural disasters, 

research organization's business continuity plans (BCP) from the perspective of global risk governance and crisis management 

while minimizing human damage, and think about social design for the continuity of local communities. 

 In the classes, we will interpret the Government's damage assumptions, various reports, measures guidelines, and international 

standards, etc., and will discuss the relationships between circumstances and disasters that accompany the time series of 

disasters as appropriate. In addition, by playing games, students will deepen their understanding of crisis management and disaster 

response for organizations including business continuity plans. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、東日本大震災を振り返る 

2. 気象災害、ハザードマップ・警報と避難；西日本豪雤を振り返る 

3. 被害想定を読み解く；首都直下地震被害想定 
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4. 被害想定を読み解く；南海トラフ地震被害想定 

5. 被害想定を読み解く：火山災害、富士山噴火被害想定、破局噴火 

6. 人命安全の基礎；建築基準法の基礎、帰宅困難者問題と組織、要援護者の保護 

7. 事業継続計画（BCP)の基礎 

8. 事業継続計画のコア概念；代替戦略、重要製品の選択、サプライチェーン 

9. 政府・自治体の業務継続計画、応援受援体制 

10. 企業の地域貢献、地域との協調 

11. 危機管理と意思決定：意思決定ゲーム（クロスロード） 

12. 国土強靭化対策大綱を読み解く 

13. 地域継続計画（DCP)および市町村地域継続計画（MCP)について 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の進行とともに立教オンライン授業支援システム Blackboard に掲示される政府の各種被害想定および報告書、大綱、ガイド

ラインなどを適宜閲覧し予習しておくこと。自然災害の現状や国の取り組みなどにつき把握し、組織としてどのように対応を考える

べきか自分の意見をまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業における発言の積極性および内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 東京海上日動リスクコンサルティング、2013、『企業の地震リスクマネジメント入門』、日科技連 

(ISBN:ISBN978-4-8171-9498-5) 

2. 東京海上日動リスクコンサルティング、2018、『实践事業継続マネジメント第 4 版』、同文館 (ISBN:ISBN978-4-495-37644-4) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM481／グローバル・リスクガバナンス演習３１ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（経営戦略と社会实装） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦略とは「違いを創る」ことで競争優位を築く行為である。営利組織はもとより、非営利組織や社会的活動においても、経営戦略

（違いを創るマネジメント）の巧拙が活動の成否を分ける。しかし財政難などの理由で、「公助」から「共助」「自助」への流れがある

中、ビジネスの手法が粗雑な形でパブリックセクターに応用されるケースがある（過剰な競争原理、利益至上主義、成果主義・能

力主義による切り捨てなど）。経営戦略を社会的活動に有効に实装するためには、戦略を社会的なテーマと調和させる枞組みが

必要である。本授業では第 1 に、戦略と戦略でないものを明確に定義する。第 2 に、リーダーとフォロワーが一貫性のある戦略ス

トーリーを共有する方法を提示する。第 3 に、経営戦略によって生まれる競争優位を社会全体の底上げに活かす道を探求する。 

 

Strategy is the act of building a competitive edge by "creating a difference". For nonprofit organizations and social activities as 

well as for-profit organizations, the skill of management strategy (management to create differences) distinguishes the success or 

failure of the activities. However, while there is a trend from "public aid" to "cooperation" and "self-help" due to reasons such as 

financial difficulties, there are cases where business methods are applied to the public sector in a crude manner (excessive 

competition principle, profit supremacy, performance-based termination, etc.). In order to implement management strategies in 

social activities effectively, a framework to harmonize strategies with social themes is necessary. In this course, first of all, we will 

clearly define strategies and non-strategies. Second, we will present a way for leaders and followers to share consistent strategy 

stories. Third, we will explore ways to apply the competitive advantage created by business strategies to the whole of society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1 回のオリエンテーションのあと、下記 4 ステージで展開し、最後に総括の時間をもつ。経営戦略を「リーダーとフォロワーが共

有する物語」として見ていく。 

（１） マネジメントの基本的枞組みを学ぶ（リーダー中心の物語づくり） 

（２） マネジメントの枞組みを現实に当てはめる（リーダーからフォロワーへの語り） 

（３） 「違い」を創りつづける（フォロワー中心の組織学習） 

（４） 社会とつながる（リーダーとフォロワーの協働編集） 

理論と事例研究を通して、戦略とは、「加筆修正され続ける未完の物語」であることを实感する。優れた戦略は、「仮説―検証」を

繰り返す科学的アプローチを組織に定着させ、組織構成員を絶えざる学習へと誘う。組織学習の成果を描写するものが戦略スト

ーリーとなる。 

 

After the initial orientation, the course will develop in the following four stages and finally there will be a summary. See 

management strategy as "a story shared by leaders and followers." 

(1) Learn the basic framework of management (Creating a leader-centric story) 

(2) Apply the management framework to reality (talk from leader to follower) 

(3) Continue to create "difference" (follower-centered organizational learning) 

(4) Connect with society (cooperative editing of leaders and followers) 

Through theory and case studies, students will realize that strategy is "an unfinished story that continues to be revised." A good 

strategy establishes a scientific approach that repeats "hypothesis-verification" in an organization and invites organization 

members to practice constant learning. The strategic story is the one that describes the result of organizational learning. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―「戦略とは何か」 

2. マネジメントの基本的枞組みを学ぶ１（戦略論の歴史的変遷） 

3. マネジメントの基本的枞組みを学ぶ２（競争しない戦略） 

4. マネジメントの基本的枞組みを学ぶ３（戦略とビジネスモデル） 

5. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる１（経営の「9 つの次元」1/3） 

6. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる２（経営の「9 つの次元」2/3） 

7. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる３（経営の「9 つの次元」3/3） 

8. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる４（経営における「主義」前半） 
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9. マネジメントの枞組みを現实に当てはめる５（経営における「主義」後半） 

10. 「違い」を創りつづける１（「学習する組織―３つの学習障害」） 

11. 「違い」を創りつづける２（「学習する組織―チーム対話」） 

12. 「違い」を創りつづける３（「学習する組織―システム思考」） 

13. 社会とつながる（非営利組織のマネジメント） 

14. 総括―「ブランド戦略としての社会ストーリー」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/クラスディスカッションへの参加(25%)/リアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 梅本龍夫、2015、『日本スターバックス物語』、早川書房 (ISBN:ISBN978-4152095398) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM488 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM488／グローバル・リスクガバナンス演習３８ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（人を大切にする組織・経営倫理論） 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 正治(WATABE MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会・経済の営みは、企業、社会福祉・医療・学校等の法人、社団・財団法人、ＮＰＯ、ＮＧＯ等や任意団体など、さまざまな組

織・団体（以下「組織」）の事業活動によって成り立っている。その組織を構成しているのは「人」である。人あっての組織であるに

もかかわらず、人の大切さを理解せず、業績不振等を理由に安易に人員の解雇や人件費を削減する企業等があとをたたない。

最近の事例では、著名自動車メーカーが２万人余の人員整理で業績がＶ字回復したと経営者が賞賛されていたものの、その後、

経営者は倫理観、コンプライアンス意識のなさ、ガバナンスの不備などから法令違反の疑いで逮捕、起訴されるという事件が起こ

っている。 

 この講座では、社会・経済の営みの基盤をなす組織において、いかに人が大切か、人を大切にする組織のあり方、ぶれない組

織経営の拠り所となる経営倫理（ビジネスエシックス）を考察・解明する。理論を学び、事例を研究し、教員と受講生間のディスカ

ッションを通じて、人を大切にする組織および経営倫理の本質を理解し、实践できる方策を身につけることを目標とする。 

 

 The activities of society and the economy consist of business activities of various organizations and groups (hereinafter referred 

to as "organizations") such as corporations, social welfare, medical and school organizations, incorporated foundations, NPOs, 

NGOs and voluntary groups. It is "people" that make up these organizations. Even though organizations are made up of people, 

there are numerous companies who do not understand the importance of people and easily fire employees and reduce labor costs 

due to poor business results. In a recent case, although the top management were praised for recovering V-shaped business 

performance through staff reduction of more than 20,000 staff at a prominent automaker, they were later accused of a lack of 

ethics, compliance awareness, and governance, etc., leading to an arrest and charges with suspicion of violating laws and 

regulations. 

 In this course, we will examine and clarify how important people are, the ideal form of an organization that values people, and 

business ethics that will serve as a basis for unwavering management in organizations that form the foundation of social and 

economic activities. The aim is for students to learn theory, study cases, and understand the essence of organizations and 

business ethics that value people through discussions between teachers and students, and to learn strategies that can be 

practiced. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講座の進行は、「授業の目標」の修得をめざし、さらには大学院生としての資質向上と論理的思考および实践力の体得を図

る目的で、受講生の関心のニーズを踏まえ、配布するレジュメ、最新資料、事例研究、参考文献紹介、視聴覚教材等を活用し、

適宜ディスカッションを組み入れながら、受講生参画型で行う。 

 具体的には、組織の存在意義と目的を表す経営理念、その理念に基づく倫理性を担保する行動規範、組織のガバナンスとは

何かについて理解する。その上で、組織経営のあり方、わけても人を大切にする経営について考察する。さらに近年多発してい

る企業不祥事の具体的事例に焦点を当て、コンプライアンスの範疇を超えた経営倫理（ビジネスエシックス）の本質を解明する。

組織が社会的責任を果たすための指標ともなるＣＳＲ、ＩＳＯ26000、ＪＩＳＺ26000、ＥＳＧ、ＳＤＧs についても考察し、理解を深める。 

 

The course will aim to teach the students the matters described in the "Course Objectives", and with the further goal of 

improving students' qualifications as graduate students and helping them acquire logical thinking and practical skills, students will 

participate in classes while making use of distributed summaries, latest materials, case studies, bibliographies, and audiovisual 

materials, etc. and incorporating discussions as appropriate, based on the needs of students' interests. 

Specifically, students will understand the management philosophy that expresses the organization's significance and purpose, the 

code of conduct to secure ethics based on that philosophy, and what the organization's governance is. Based on this, we will 

consider the ideal form of organizational management, especially management that values people. Furthermore, focusing on 

specific cases of frequent corporate scandals, we will clarify the essence of business ethics beyond the scope of compliance. We 

will consider and deepen understanding of CSR, ISO 26000, JIS Z 26000, ESG, and the SDGs, which also serve as indicators for 

organizations to fulfill their social responsibilities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／人を大切にする組織とはどのような組織なのかを考え、法人と任意団体に内在するリスクを考察する。＊受講
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生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

2. 経営倫理（ビジネスエシックス）の本質を理解し、社会通念における倫理性を考察する。＊受講生の意見交換、ディスカッシ

ョンを实施する。 

3. 組織・団体（以下「組織」）の存在意義と目的は何かを明らかにし、組織の方向性、あり方を確認し理解する。＊受講生の意

見交換、ディスカッションを实施する。 

4. 組織の存在意義と目的を表わす経営理念を考察、理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

5. 経営理念に基づく倫理性を担保する行動規範を考察、理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

6. 組織運営の倫理性とコンプライアンスのあり方を理解し、その实態を考察、解明する。＊受講生の意見交換、ディスカッショ

ンを实施する。 

7. コンプライアンス経営と組織の社会的責任を考察し、理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

8. 社会的責任に関する手引きＩＳＯ26000、ＪＩＳＺ26000 を理解し、組織運営に活用できる事項を解明する。＊受講生の意見交

換、ディスカッションを实施する。 

9. ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）が社会・経済にもたらす影響等を考察し、組織のあるべき方向性を解明する。＊受講生の意

見交換、ディスカッションを实施する。 

10. 組織におけるガバナンス（経営管理）の重要性を考察し、組織運営の必須要件であることを理解する。＊受講生の意見交

換、ディスカッションを实施する。 

11. リスク管理と内部統制の重要性を考察し、組織運営の必須要件であることを理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッシ

ョンを实施する。 

12. 企業不祥事はなぜ起こるのかを考察し、発生源、発生原因、発生を誘引する要因、予防策を理解する。＊受講生の意見交

換、ディスカッションを实施する。 

13. 企業不祥事の事例を研究し、再発防止の取り組み方法と学ぶべき教訓を理解する。＊受講生の意見交換、ディスカッション

を实施する。 

14. ＳＤＧｓ（国連の持続可能な開発目標）の 17 の目標、169 のターゲットを理解し、組織目標を考察する。本講座の総括。＊受

講生の意見交換、ディスカッションを实施する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて、授業内で都度指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/ディスカッション・参画意欲(30%)/授業内の指示課題提出の状況(20%)/意見・考察の発表(10%)/

リアクションペーパーの記載・提出の状況(10%) 

＊最終レポート、授業内の指示課題提出のほか、ディスカッション、参画意欲、意見・考察の発表、リアクションペーパーなどを総

合的に勘案して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で、テキストとなる「レジュメ」および「資料」を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、課題に合わせて適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

【リアクションペーパー】 

提出されたリアクションペーパーは、次回授業開始時に「コメント」を付けて返却する。またリアクションペーパーに書かれた意見

等で、受講生同士が情報共有するのが望ましいものについては、記入者名を伏せて、その内容を公表し解説する。 

 

【实務家教員による授業】 

本講座は、豊富な实務経験と高度な専門知識と研究業績を有する实務家教員による授業である。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM489 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM489／グローバル・リスクガバナンス演習３９ 

(Practical Application:Global Governance- Risk Governance 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（日中企業のリスクマネジメント） 

担当者名 

（Instructor） 
依田 真門(YODA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日中は文化的、歴史的に深く繋がってきた隣国同士である。’70 年代末に始まった中国の改革開放以降、両国は社会体制が異

なりながらも経済的に強い相互依存の関係を発展させてきた。多くの日本企業が中国本土で多様なビジネスを展開してきた一方

で、昨今は日本に拠点を設けたり、日本企業を買収してグローバルに展開しようとする中国系企業も増えてきた。授業では中国

に進出した日本企業で観察される諸現象を共有し、それらの背後にある両者の文化的差異や従事者のパースペクティブの違い

を見ていく。その上で日中企業の今後の組織運営や協働の在り方について、受講者ひとり一人が一定のイメージを構築できると

ころに本授業のゴールを置く。 

 

Japan and China are neighboring countries that are deeply connected culturally and historically. Since the reform and opening up 

of China at the end of the 70's, the two countries have developed an economically strong mutually dependent relationship despite 

the different social systems. While many Japanese companies have developed diverse businesses in mainland China, recently 

more Chinese companies have established bases in Japan, or acquired Japanese companies to expand globally. In this course, we 

will share the phenomena observed in Japanese companies that have made inroads into China, and look at the differences in the 

culture and the perspectives of the workers. Based on this, the goal of this course is to put each student in a position where they 

can construct a certain image about the future management of Japanese and Chinese companies and the ideal form of 

collaboration. 

 

授業の内容（Course Contents） 

内容の骨子は以下に記載の通りだが、受講者の人数や構成, 学習ニーズや興味関心に応じて、適宜調整する。講義、対話、論

文講読、発表、演習、ワークショップなど、授業目標達成に最適と思われる形式を都度適用する。 

 

The outline of the course is as described below, but will be adjusted as appropriate according to the number and configuration of 

students, learning needs and interests. We will apply the format that seems to be most suitable for achieving the class goals, such 

as lectures, dialog, reading academic papers, presentations, exercises, and workshops, on an as needed basis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の概要と進め方について 

2. 中国進出日系企業が出会うリスク  一般 

3. 中国進出日系企業が出会うリスク 商習慣を中心に 

4. 中国進出日系企業が出会うリスク 労務管理を中心に 

5. 中国進出日系企業が出会うリスク 人材育成を中心に 

6. 日中文化の差異とビジネス  家族 

7. 日中文化の差異とビジネス  社会 

8. 日中文化の差異とビジネス  人間関係 

9. 日中文化の差異とビジネス  組織と権力 

10. 論文講読 （商習慣に関わる内容を予定） 

11. 論文講読 （組織運営に関わる内容を予定） 

12. 論文講読 （昇進・登用に関わる内容を予定） 

13. 日中間コラボレーションの未来（自由討議） 

14. 振り返りと総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定論文の事前精読を課す授業があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および授業の質の向上への貢献度(30%) 



 - 204 - 

 

テキスト（Textbooks） 

授業前に読んでおく本や資料は授業中に指示、または資料として配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 林語堂、1999、『中国=文化と思想』、講談社 (ISBN:4-06-159385-4) 

2. 丸山真男、1961、『日本の思想』、岩波書店 (ISBN:4-00-412039-X) 

3. 加藤弘之、2016、『中国経済学入門「曖昧な制度はいかに機能しているか」』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0834-1) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM492 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM492／グローバル・リスクガバナンス演習４２ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ドキュメンタリーと社会デザイン２） 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、社会デザインの实践的手法として、ドキュメンタリーの企画から取材、構成、編集等の一連の制作プロセスを通じて社

会課題を可視化する手法を取得する。加えて、制作されたドキュメンタリーの上映等を通じて課題の共有とその解決に向けたネッ

トワークの形成、課題解決のプロデュース手法をワークショップを通じて体験的に取得する。なお、本授業は、春学期のVM361「コ

ミュニティデザイン学演習６１（ドキュメンタリーと社会デザイン１）」の授業と連携して实施し、地域ドキュメンタリーによる課題の可

視化、課題解決のためのネットワーク形成、コミュニティのナレッジマネジメント、地域のプロデュースなどの社会デザイン手法の

取得を目指すものであり、この２つの授業をセットで受講することを強く推奨する。 

 

As a practical method of social design, this course teaches students methods to visualize social issues through a series of 

production processes such as documentary planning, data collection, composition, and editing. In addition, we will share issues 

through the screening of produced documentaries, form networks for solving them, and teach students production methods for 

solving issues through experience-based workshops. In addition, this course will be conducted in conjunction with the course VM 

361 "Practical Application: Community Design 61 (Documentaries and Social Design 1)" of the spring semester, and will aim to 

teach students social design methods such as visualizing issues raised by regional documentaries, forming networks for solving 

them, community knowledge management, and regional production. It is strongly recommended that students take these two 

classes as a set. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、ドキュメンタリーの企画から取材、構成、撮影、インタビュー、ＰＣによる映像編集、ナレーション等制作に関する一連

の理論と技法を取得する。その後、各自の修士論文の研究テーマ等に関するドキュメンタリーを制作する。希望者を対象に、休

日等を利用してフィールドワークとして撮影やインタビュー収録を实施する（任意参加）。授業で制作されたドキュメンタリーの上映

とワークショップを通じて、可視化された課題の解決を巡り討論する。 

 

In this course, students will acquire a series of theories and techniques related to the production of documentaries, data collection, 

composition, filming, interviews, PC video editing, and narration, etc. Following this, students will make documentaries about the 

research theme, etc. of their master's thesis. Students who wish to will conduct filming and interview recording as field work in 

their holidays, etc. (optional participation). We will discuss the solutions to the visualized issues through the screening of the 

documentaries produced in the course and through workshops. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論：ドキュメンタリーによる社会デザイン、企画・構成の戦略と技法 

2. 制作技法１：調査・取材の方法 

3. 制作技法２：インタビューの技法（ビデオカメラ、マイクを利用） 

4. 制作技法３：撮影の技法（ビデオカメラ、マイクを利用） 

5. 制作技法４：ナレーションの技法（ビデオカメラ、マイクを利用） 

6. 制作技法５：映像と音声の編集技法（ＰＣを利用） 

7. 制作演習１：テーマの選定、企画・構成の検討（原則、自身の修論のリサーチクエスチョンに関するテーマを題材とする。一

人一作品。ただし、グループ制作も可とする。） 

8. 制作演習２：企画・構成の検討（各自、授業時間外に予備調査、取材、撮影した素材を基に構成表を作成し、授業時間会に

発表し構成表のブラシュアップを図る。） 

9. 制作演習３：企画・構成の検討 

10. 制作演習４：構成の見直しと映像編集（取材により撮影した映像や音声をＰＣを用いて編集） 

11. 制作演習５：編集構成の見直しと映像編集（取材により撮影した映像や音声をＰＣを用いて編集） 

12. 制作演習６：構成の見直しと映像編集（取材により撮影した映像や音声をＰＣを用いて編集） 

13. 作品の上映とワークショップ１：上映・講評、課題解決に向けたワークショップ 

14. 作品の上映とワークショップ２：上映・講評、課題解決に向けたワークショップ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

希望者は、授業時間外（土日等）に、社会デザイン研究所のドキュメンタリー研究会の協力を得て、現地での撮影や映像編集、ナ

レーションの収録等技術的な支援を受けることができる（教員と要調整）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

企画書・構成表(50%)/提出作品(50%) 

成績はドキュメンタリーの企画書・構成表、提出作品で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

原則、各人が一人一台ＰＣとビデオカメラ（動画撮影が可能なスマホ、タブレットでも可）を持参すること。機材が無い場合は各人

がメディアセンターから借り受けること。授業で利用する編集ソフト（無料ソフト）は、ウィンドウズ環境の方はムービーメーカー、Ｍ

ａｃ環境の方は imovie を推奨する。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM493 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM493／グローバル・リスクガバナンス演習４３ 

(Practical Application:Global Governance-Risk Governance 43) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（アドボカシーとソーシャルイノベーション） 

担当者名 

（Instructor） 
別所 直哉(BESSHO NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

「VM451～493」 ： 21 世紀社会デザイン研究科前期課程 2015 年度以降入学者対象科

目 

※同前期課程 2014 年度以前入学者は「VM401～443」（同一科目）を履修すること 

※同前期課程以外の学生は「VM451～493」を履修すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新しい社会デザインを描き实現していくため、あるいは今の社会に欠けているものを補完していくためには、社会を形作るために

必要なルールがどのようにして作られているのかを理解し、どのようにルール形成に関与することができるのかを理解することが

不可欠である。ルールは国や地方自治体などを規律しているだけではなく、企業や NPO、一人ひとりの国民の活動を規律してい

るため、ルール形成に関わることなく社会を変革することができないからである。 授業ではルールがどのように形作られているの

かを学ぶとともに、何をしていくことが有用であるのかという基礎的な考え方を身につけ、アドボカシー（政策立案や立法への働き

かけ）についての理解を深めることを目標とする。 

 

In order to draw on and realize new social design, or to complement what is lacking in society, it is essential to understand how the 

rules needed to shape society are created and understand how to get involved in the formation of these rules. The rules govern 

not only the nation and local governments, but also the activities of companies, NPOs, and each individual citizen, so it is not 

possible to change society without being involved in rule formation. In addition to learning how rules are formed, the aim of the 

course is for students to acquire a basic idea of what it is useful to do, and to deepen their understanding of advocacy (working on 

policy making and legislation). 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会の骨格が法律によって定められているだけではなく、国の組織、予算、事業の全てが法律（政省令を含む）によって定められ

ている。その観点から、社会の仕組み（社会デザイン）を変えていくためには現行の法律の修正や、あるいは新しい法律の制定

が不可欠であると言える。そこで、授業においては、まずは国におけるルールがどのような手続き、どのような手順で作られてい

るのかという現实のプロセスを学び、あわせて、民間の立場からそのプロセスに関与する方法を学ぶことから始める。その上で、

現在の国の意思決定の方法の課題を考えるとともに、あるべきアドボカシーの形について議論を深めていく。授業においては抽

象的な議論よりも具体的な考察を深めることを目指し、できるだけ多くの事例について取り上げ、検討を進めていく。また、国が十

分に活動することができない分野を埋めるための NPO 活動の重要性に鑑み、NPO 等の活動の枞組みをより自由にしていく必要

があるが、そのためにはアドボカシーの果たしている役割を知り、コミットしていくことが求められていると言える。従来のアプロー

チに拘らずに今後のあるべきアドボカシーのあり方を考える契機となる授業を目指している。 

 

Not only is the framework of society defined by the law, but all organizations, budgets and business of the nation are defined by 

the law (including government/ministerial ordinances). From that point of view, it can be said that revision of existing laws or 

establishment of new laws is essential to change the structure of society (social design). Therefore, at the start of this course, 

students will learn the actual process through what kind of procedures laws are made in Government, and at the same time learn 

how to get involved in the process from the perspective of a civilian. After that, we will consider the issues of the current 

Government decision-making methods and deepen the discussion on the ideal form of advocacy. In the course, we will aim to 

deepen specific consideration rather than abstract discussion, and examine as many cases as possible. In addition, in light of the 

importance of NPO activities to fill in the areas where the Government cannot operate sufficiently, it is necessary to make the 

framework of activities of NPOs more free, and for that purpose it can be said that it is required to know and commit to the role 

played by advocacy. The course aims to be an opportunity for students to think about the ideal form of advocacy in the future 

regardless of conventional approaches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：社会デザインとルール形成 

2. ルール形成のプロセスとアドボカシー 

3. アドボカシーのための手法 

4. 典型的なルール形成プロセスの一例について：審議会から法案へ 

5. ルール形成のプロセス毎の役割について：ルールの提案方法と推進方法 

6. ルール形成プロセスへの外側からの働きかけについて：メディア戦略 

7. どのルールに課題を設定するのか：ルールの体系から見た戦略 

8. どういう種類のルール作りを目指すのか：ハードロー vs ソフトロー 
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9. ルール形成の必要性：現行のルールの限界を見極める 

10. 変えられないルールは存在するのか：120 年ぶりに改定された法律 

11. ルール形成における団体等（NPO 等）の役割 

12. 国際ルールへの取り組み 

13. ディスカッション（アドボカシーについて） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

アドボカシーを考えていく上では、社会で起きていることとその課題の本質を考えることが重要です。そのためにはニュースを始

めとした多くの情報を収集することから始める必要があります。授業時間外ではこの点に留意しながら、情報収集（正しい情報）

に努めてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 猿田佐世、2016、『新しい日米外交を切り拓く』、集英社クリエイティブ (ISBN:4420310766) 

2. 安宅和人、2010、『イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプル な本質」』、英治出版 (ISBN:4862760856) 

3. 別所直哉、2017、『ビジネスパーソンのための法律を変える教科書』、ディスカヴァー・トゥエ ンティワン (ISBN:4799322028) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は授業回の全てにおいて、理論等学術的な知見を踏まえつつ、担当教員の实務家としての経験、または研究成果を活か

し教員と学生との双方向の討論を重視した实践的な授業とする。学生には、課題の発表や討論など、授業での積極的な参加を

期待する。 
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■VM521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM521／比較組織ネットワーク学集中演習１Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ネットワーク学方法論１Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 受講者一人ひとりが、自らの立ち位置を意識し、当事者としての自覚をもちながら， 独自の問題関心に沿って，自分自身や社

会と誠实に向き合いつつ、独創性に富んだ修士論文・研究報告書を作成することを目標とする。 

 

 The goal is for the student to create a master's thesis/research report rich in originality, with each student aware of their own 

position, having awareness as a concerned party, and confronting themselves and society in good faith in line with their own issue 

of interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ジェノサイド研究，難民・移民、国際協力，地球規模課題，平和構築，人間の安全保障，紛争と和解，裁き，記憶， NGO の諸活

動、国際人道法などに関する研究領域を主な指導対象とし、個別指導およびグループ指導双方に重点を置いて，論文執筆のた

めの指導を行う。 

 

 The main subjects will be research areas related to genocide research, refugees and immigration, international cooperation, 

global issues, peacebuilding, human security, conflict and reconciliation, judgment, memory, NGO activities, and international 

humanitarian law, etc. We will provide guidance on writing an academic paper with emphasis on both individual teaching and group 

teaching. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【ガイダンス】：学術論文と他の文章（評論、報告書、エッセイ、散文など）、修士論文と学部の卒業論文との違い、剽窃・研

究不正の防止について 

演習参加者による問題意識・関心の発表（1 年次生） 

2. 学術論文の書き方（１）～研究テーマと研究手法の設定について(講義) 

3. 「研究テーマ口頭試問会」レジュメ発表①（2 年次生～） 

4. 「研究テーマ口頭試問会」レジュメ発表②（2 年次生～） 

5. 学術論文の書き方（２）～先行研究と分析枞組みについて(講義) 

6. 学術論文の書き方について（３）～引用文献の表示方法・注釈の付け方、剽窃や研究不正の防止について 

7. 「研究状況報告会」レジュメ発表①（1 年次生） 

8. 「研究テーマ口頭試問会」の指導を受けての修正内容の発表（2 年次生～） 

9. 「研究状況報告会」レジュメ発表②（1 年次生） 

10. 学術論文の書き方について（４）～調査の方法と分析枞組みについて（講義） 

11. 共同文献講読／学生中間発表 

12. 共同文献講読／学生中間発表 

13. 「研究状況報告会」の指導を受けての修正内容の発表（1 年次生） 

14. 進捗状況の確認・夏休みの研究計画発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

個別に指示・紹介する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM522／比較組織ネットワーク学集中演習２Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ネットワーク学方法論２Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年間という短い時間の中で計画的に修士論文を書き上げる。 

 

Students will write a master's thesis in a short time of two years in a planned manner. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成の過程で養われる「課題解決力」の養成。受講生の個々課題について、①課題の計量的な現状分析、②対策の企画・

立案、③外部へのプレゼンと説得、を繰り返す。 

 

Students will develop "problem-solving skills" nurtured in the process of writing an academic paper. The course will be conducted 

by repeating the following processes: (1) Quantitative current situation analysis of the subject, (2) Planning and drafting of 

measures, (3) Presentation and persuasion to external parties, about the individual subjects of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文テーマの確定に向けて：2 年間のスケジュール、参考文献 

2. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

3. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

4. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

5. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

6. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

7. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

8. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

9. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

10. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

11. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

12. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

13. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

14. 個々履修生からの報告とディスカッション、示唆。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ゼミでの貢献(積極性、発言の多寡など）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM523／比較組織ネットワーク学集中演習３Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論１Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティデザイン学の広範な諸領域と関わる主題群のなかから受講者自らテーマを選択・設定し，教員の指導の下に個別研

究を实施して，修士論文ないし研究報告書につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

The aim is that students can select and set their own theme from a wide range of community design studies and related subjects, 

conduct individual research under the supervision of a teacher, and write up the research results leading to a master's thesis or 

research report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習の形式としては，研究の各時期に応じた個別指導の一方で，一定期間ごとに，文献・資料探究や定性的・定量的調査をもと

にして，研究報告会形式で各自のテーマに沿った報告をしてもらい，受講者の多様な立場と経験による相互討議，私からのコメン

ト等を通じた「知の再編集」を行うことによって，各自の研究のダイナミックな進捗をはかっていく。また，研究の進め方，論文の書

き方，調査の方法と進め方，などについても，随時，これまでの研究や修士論文などの例によりながら指導する。夏期に研究およ

び論文指導合宿，修士論文ないし研究報告書提出後に報告会を予定している。なお，研究テーマにより，インターンシップ，フィー

ルドワークといった方法を交えていく。 

 

As the form of the course, in addition to individual instruction according to each phase of the research, students will report at 

regular intervals based on their literature and materials search and qualitative and quantitative research according to their theme 

in the form of a research report meeting. We will work on the dynamic progress of each research project by performing "re-editing 

of knowledge" through mutual discussion based on the students' various positions and experiences, and comments from me. In 

addition, students will be taught how to proceed with research, write articles, research methods and procedures, etc., as needed, 

using examples from past studies and master's thesis. Report meetings will be scheduled after the research and academic paper 

training camp and the master's thesis or research report submission in summer. In addition, depending on the research theme, we 

will include methods such as internships and field work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー研究するとは？ 

2. 修士論文を書くということ 

3. テーマと研究目標の設定 

4. よき問い（リサーチ・クエスチョン）が必須ー仮説を立てるということ 

5. 研究報告１ 

6. 研究報告２ 

7. 研究報告３ 

8. 研究報告４ 

9. 研究報告５ 

10. 調査と研究の方法１ 

11. 調査と研究の方法２ 

12. 調査と研究の方法３ 

13. 文献・資料探究をどう行うか 

14. 春学期総括ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内での報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて，そのつど紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM524／比較組織ネットワーク学集中演習４Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論２Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゼミ形式で、発表、報告、討論で各自の研究を深めていく。また、フィールド調査やインタビューの過程で報道取材や撮影の手法

を使うことも取り入れる。 

 

In the seminar format, students will deepen their own research through presentations, reports and discussions. We will also 

incorporate the use of media coverage and filming techniques into the field surveys and interviews. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会デザイン領域においてあるいは自身の周囲において解決の必要な課題であると認識するテーマを選び、調査・研究を行う。

修士論文・研究報告書に作成に向けて、個人もしくはグループで研究を進める。また、講師の専門領域である映像やメディア、デ

ジタルアーカイブなどの手法を生かしてテーマについて新たな表現や伝え方も工夫する。 

 

Students will select a theme that they consider to be a problem that needs to be solved in social design or in their surrounding 

environment, and conduct a survey and research. Students will advance their research individually or in groups toward preparation 

of a master's thesis or research report. In addition, students will devise new ways of expressing and conveying themes by making 

use of techniques such as videos, media, and digital archives, which are the specialized areas of the lecturer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の研究や関心テーマの発表 

2. 受講生間の議論 

3. 発表と議論 

4. 研究指導 

5. 研究指導 

6. 研究指導 

7. 研究指導 

8. 中間発表と議論 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究テーマの報告と発表、議論 

14. 研究テーマの発表と議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークを行うことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/発表(40%)/報告書の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示します。 

 

参考文献（Readings） 

随時指示します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

随時指示します。 
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注意事項（Notice） 
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■VM525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM525／比較組織ネットワーク学集中演習５Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論３Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
若林 朊子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各々が自らの問題意識に基づいて研究テーマと研究工程を主体的に定め、教員の助言のもと、日々研究を深めていく。研究成

果を論文にまとめ、個人の問題意識を世に問い、他者と共有できるところまで到達することを目標とする。  

 

Based on their own awareness of the issue, each student will decide their research theme and research process independently, 

and will deepen their research on a daily basis based on the advice of faculty members. The goal is to write up the research results 

in an academic paper, bring to society the student's problem-awareness, and reach a place where it can be shared with others.  

 

授業の内容（Course Contents） 

【M1】毎回のワークを通じて、学術研究・学術論文の思考や作法の基礎を習得し、自身の研究テーマにおける問題の所在や研究

目的、仮説、研究方法等を明快に言語化する。研究テーマを掘り下げるにあたっては、社会通念や前例、自身が考える常識や

「普通」について注意深く検証することを重視する。また、日頃から言語化・文章化の訓練を重ね、早い段階から着实に論文執筆

の準備を行うことを基本的な方針とする。 

 

【M2】研究の進捗（研究の過程で新たに得た知見や課題等）を文書化して発表を行う。教員およびゼミメンバーと討論を重ね、

各々の研究を段階的に深めていく。理論と实践の両面から先行研究を深く検討するとともに、調査、執筆を計画的に進める。 

 

[M1] Through each piece of work, students will learn the basics of thinking and methods to create academic research and 

academic papers, and clearly express the location of problems, the research purpose, hypotheses, and research methods, etc. in 

their research themes. When exploring research themes, students should focus on carefully examining social concepts, 

precedents, and their idea of common sense and "normality". In addition, the basic policy of the course is to regularly prepare for 

academic paper writing from an early stage by repeating the training of expressing ideas and writing text on a daily basis. 

[M2] Document the progress of research (new findings and issues, etc. obtained in the course of the research) and make a 

presentation. Students will repeat discussions with faculty and seminar members to gradually deepen the research. Students will 

examine the preceding research deeply from both theory and practice, and proceed with research and writing systematically. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、研究テーマ、研究背景の発表 

2. 学術論文の構造：章立て① 

3. 学術論文の構造：章立て② 

4. 研究目的、仮説の設定、研究の方法① 

5. 研究目的、仮説の設定、研究の方法① 

6. 先行研究の探し方 

7. 研究状況報告会レジュメ確認① 

8. 研究状況報告会レジュメ確認② 

9. 先行研究の検討① 

10. 先行研究の検討② 

11. 研究状況報告会発表リハ 

12. 調査方法：設計から实施まで① 

13. 調査方法：設計から实施まで② 

14. 春学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの発表と議論への参加(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 井下千以子、2014、『思考を鍛えるレポート・論文作成法（第 2 版）』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:4766421078) 

テキストは毎回持参のこと。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で紹介する 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM528 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM528／比較組織ネットワーク学集中演習８Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論５Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティデザイン学の広範な対象領域の中から、各自の研究意欲に合致するテーマを選定し、明確で具体的な課題設定をし

た上で、独自の視点や提言を打ち出す修士論文・研究報告書を作成することを目標とする。 

 

The goal is for students to select a theme that matches their research aspiration from the broad target area of community design 

studies, set clear and specific tasks, and then create a master's thesis or research report that presents unique perspectives and 

recommendations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

対象とする領域は、社会組織におけるリーダーシップとフォロワーシップ、個人と社会をつなぐ物語の生成（ライフストーリーとソー

シャルストーリー）、経営戦略の社会的テーマへの応用、サードプレイス論、ソーシャルビジネスの可能性、など。学生は、個々の

研究テーマの進捗を発表し、全員で討議するとともに、論文・報告書の執筆について個別に研究指導する。 

 

Target areas of the course include leadership and followership in social organizations, generation of stories connecting individuals 

and society (life stories and social stories), application of business strategies to social themes, third place theory, and possibilities 

of social business. Students will present the progress of their research theme, discuss it with everyone, and faculty members will 

individually assist the students in the writing of their academic paper/report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習参加者による問題意識・関心の発表 

2. ブレスト討議１ 

3. ブレスト討議２ 

4. 研究テーマの発表１ 

5. 研究テーマの発表２ 

6. 研究報告会事前準備 

7. 文献調査・質的量的調査の報告１ 

8. 文献調査・質的量的調査の報告２ 

9. 研究状況の PDCA 討議１ 

10. 研究状況の PDCA 討議２ 

11. ブレスト討議３ 

12. ブレスト討議４ 

13. 研究テーマ・仮説・工程表の確認１ 

14. 研究テーマ・仮説・工程表の確認２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の進捗報告と討論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VM529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM529／比較組織ネットワーク学集中演習９Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 9A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織理論方法論３Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
亀井 善太郎(KAMEI ZENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民自らが社会の課題を発見し、その解決のための分析と方法論の検討を行い、さらには解決プロセスそのものを自ら担うとい

う、あるべき「社会デザイン」の实現に向けて、受講者自らが社会の中からテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

实施し、修士論文ないし研究報告書につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

私は、シンクタンクにおける政策の研究と具体的な政策等への反映（公共政策、CSR経営、政策評価・立案、財政・社会保障政策、

統治機構等）、NPO マネジメントとして社会デザインの实践や資金調達等に取り組んできた实務家としての経験等を有しており、

そうした経験を踏まえ、各自の研究を指導していきたい。 

とくに市民セクター、企業セクター、行政セクターが使うそれぞれの言語の違いを踏まえ、社会デザインを具体的に進める上で、

市民として何をしていかねばならないのか、そこで求められる意識や能力についても考えていければと考えている。 

 

The goal is for the student themselves to select and set a theme from within society, conduct individual research under the 

supervision of faculty, and organize the research results into a master's thesis or research report toward the realization of "social 

design" where citizens themselves discover social problems, carry out analysis and examination of methodologies for the solutions, 

and take responsibility for carrying out the solution process themselves. 

 

I have experience as a practitioner who has been involved in policy research in think tanks and its reflection to specific policies, 

etc. (public policy, CSR management, policy evaluation and planning, fiscal and social security policy, governance mechanisms, 

etc.), and practice and fundraising of social design as NPO management, and I would like to guide students' research based on 

these experiences. 

In particular, based on the differences between the languages used by the civil sector, the corporate sector, and the government 

sector, I think it is a good idea to think about what we need to do as citizens in advancing social design specifically, and the 

awareness and abilities required. 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導とグループ演習を組み合わせた指導を行う。 

それぞれの研究のフェーズに応じた個別指導に取り組む一方、全体の進捗に応じて、研究の進め方、論文の書き方、調査の方

法等の具体的な手法についても、課題発見と課題解決のフレームワークを用いながら指導を行う。 

グループ演習では、各自の研究（文献・資料調査や定性的・定量的調査）の進捗に応じて、研究報告会形式で各自のテーマ、関

心に沿った報告をしてもらい、受講者の多様な経験等を活かした討議や対話、また、教員からのインプットを行い、それぞれの研

究の進化と深化を図っていく。 

 

夏期には研究の参考になると思われる实地調査等を兼ねた合宿を予定している（過去には、住民自治の先進地である北海道ニ

セコ町、NPO による住民自治やコミュニティ・サポーテッド・アグリカルチャーの实践地である宮城県大崎市にて開催）。 

 

We will provide instruction combining individual teaching and group exercises. 

While working on individual instruction according to each research phase, we will provide instruction on specific methods such as 

how to proceed with the research, writing of the paper, and methods of surveying, etc. according to the overall progress. In this 

process we will use the frameworks of problem discovery and problem solution. 

In the group exercises, depending on the progress of the student's research (literature and material research and qualitative and 

quantitative research), the student will be required to make reports according to their theme and interest in the form of research 

report meetings, and we will promote the evolution and deepening of the research through discussions and dialog that make use of 

the student's diverse experiences, etc. and input from faculty. 

In the summer, we plan to have a training camp with field surveys that will be useful for research (in the past, we visited Niseko 

Town in Hokkaido, an advanced area of resident autonomy, and Osaki City, Miyagi Prefecture, which is a practical site of 

NPO-based resident autonomy and community supported agriculture). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ設定１ 
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2. テーマ設定２ 

3. テーマ設定３ 

4. 研究計画の詳細化１ 

5. 研究計画の詳細化２ 

6. 研究計画の詳細化３ 

7. 研究報告１ 

8. 研究報告２ 

9. 研究報告３ 

10. 研究報告４ 

11. 個別指導１ 

12. 個別指導２ 

13. 個別指導３ 

14. 全体のふりかえり、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習における報告、他者への貢献(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM530 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM530／比較組織ネットワーク学集中演習１０Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 10A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織理論方法論１Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それぞれの研究課題について、発表・討論を重ね、論文および報告書作成にむけた助言をおこなう。その過程で、自身の研究課

題とその背景に関して必要な知識を修得することを目標とする。加えて、自分以外の発表者の報告内容に対して、批判的かつ建

設的なコメントを行うための能力を養うことを目指す。 

 

Students will repeat presentations and discussions on each research subject, and we will give advice on writing papers and reports. 

Through this process, the goal is for the student to acquire the necessary knowledge about their research subject and its 

background. In addition, we will aim to develop the student's ability to make critical and constructive comments on the content of 

other presenters' reports. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回の発表者が、各自の研究課題に関する報告を繰り返しおこない研究を進めてゆく。特に本演習では、各自の研究課題に関

連する文献について、報告してもらうことを中心とする。なお、研究のスケジュールや扱う文献については、それぞれの研究関心

に沿ったものとなるよう配慮する。 

 

Each presenter will repeatedly report on their research subject to advance the research. In particular, in this exercise, we will 

focus on having students report on documents related to their research subject. The research schedule and documents to be 

handled should be considered in line with each research interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究課題の設定 1 

3. 研究課題の設定 2 

4. 研究課題の設定 3 

5. 中間発表 

6. 関連文献の購読 1 

7. 関連文献の講読 2 

8. 関連文献の講読 3 

9. 関連文献の講読 4 

10. 研究方法の設定 1 

11. 研究方法の設定 2 

12. 個別論文指導 1 

13. 個別論文指導 2 

14. 研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自身の研究課題について積極的に情報収集することを基本とするが、詳細は授業内に個別に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(50%)/発表内容(50%) 

平常点は演習時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM531／比較組織ネットワーク学集中演習１１Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 11A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織理論方法論２Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生に対して助言、指導をし、修士論文もしくは研究報告書をまとめ、提出することを目標とする。 

 

The goal is to advise and instruct students, and for them to prepare and submit a master's thesis or research report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生がそれぞれ主体的に設定した研究テーマに基づき、グループディスカッションや個別指導を重ねながら、研究を深めてい

く。 

 

Students will deepen their research while repeating group discussions and individual instruction based on the research theme that 

they have set independently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 各受講生の問題意識や関心領域の発表 

3. 研究の途中報告と討論 

4. 研究の途中報告と討論 

5. 研究の途中報告と討論 

6. 研究の途中報告と討論 

7. 研究の途中報告と討論 

8. 研究の途中報告と討論 

9. 研究の途中報告と討論 

10. 研究の途中報告と討論 

11. 研究の途中報告と討論 

12. 研究の途中報告と討論 

13. 研究の途中報告と討論 

14. 研究の途中報告と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究テーマの領域論文の読み込み 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進み具合で評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

個別に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM533 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM533／比較組織ネットワーク学集中演習１３Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 13A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論４Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
萩原 なつ子(HAGIWARA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が各々の研究テーマに基づいた修士論文・研究報告書を作成すること。 

 

Students will prepare their master's thesis or research report based on their research theme. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文・研究報告書作成に向けて，各受講者がテーマを選択・設定し，教員の指導・助言のもと，個別研究を行う。 

 

Each student will select and set the theme for their master's thesis or research report, and will conduct individual research under 

the guidance and advice of the faculty. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導内容についての説明。 

2. 各受講者の関心ある分野，研究テーマ，研究方法について個別に協議する。 

3. 受講者全員で各受講者の研究テーマについて発表し，情報共有する。 

4. 各受講者の研究スケジュールについて協議。 

5. 中間報告会において研究発表を行い，発表内容について全員で討論を行い，研究内容，方法等の見直しを行い，論文作

成に必要なものの見方，考え方を身につける。 

6. 各受講者の研究進捗状況を把握しながら個別およびグループ指導を行う。 

7. 各受講者の研究進捗状況を把握しながら個別およびグループ指導を行う。 

8. 各受講者の研究進捗状況を把握しながら個別およびグループ指導を行う。 

9. 各受講者の研究進捗状況を把握しながら個別およびグループ指導を行う。 

10. 各受講者の研究進捗状況を把握しながら個別およびグループ指導を行う。 

11. 各受講者の研究進捗状況を把握しながら個別およびグループ指導を行う。 

12. 各受講者の研究進捗状況を把握しながら個別およびグループ指導を行う。 

13. 各受講者の研究進捗状況を把握しながら個別およびグループ指導を行う。 

14. 仮提出に向け，論文作成に必要な作法等の指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

論文作成法に関するテキスト、立教大学の論文作成のガイドライン等を入手し、事前に学習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

各受講者の研究テーマに応じて，随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM536 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM536／比較組織ネットワーク学集中演習１６Ａ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 16A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織理論方法論５Ａ） 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が選んだテーマをもとに、最終的に修士論文・研究報告書の完成を目標として、基礎的な知識や研究方法を身につける。 

 

The student will acquire basic knowledge and research methods with the goal of finally completing a master's thesis or research 

report on the theme they have chosen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は、自身が最も関心のあるテーマを選択し、实際の修士論文・研究報告書のタイトルへと落とし込み、自らの研究を導いてく

れる「リサーチクエスチョン」を創る。また、参考文献（先行研究）を収集・読解・批評しながら、それらを参考に自らの論文・報告書

のアウトライン（骨格）を作成し、執筆を開始し、最終的に論文・報告書の体裁を整えていく。講師は、そのつど学生から研究の進

捗状況を聞きながら、研究計画や内容に対して助言・指導・討議を行い、学生はそこから新たな視点を得るとともに、自らの研究

を進め深めていく。 

 

The student will select the theme in which they are interested, express it in the title of their actual master's thesis or research 

report, and create a "research question" that guides their research. In addition, the student will create an outline (framework) of 

their own academic paper or report referring to references (preceding studies) that they collect, read and criticize, will start 

writing and finally prepare the format of an academic paper or report. The lecturer will provide advice and guidance and discuss 

the research plan and its contents while hearing about the progress of the research from the student regularly, giving the student 

new perspectives to advance and deepen their research. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 全体テーマ（方向）の選択 

3. 具体的目標と規模の決定 

4. リサーチクエスチョンの確認 

5. 論文構成（序/本/結）の検討 

6. アウトライン（目次）の作成 

7. 研究データベース作成 

8. 文献の調査・探索 

9. 文献目録の作成 

10. 序の検討 

11. 本論の検討（１） 

12. 本論の検討（２） 

13. 本論の検討（３） 

14. 結論・全体の検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の進捗状況(50%)/学期末の研究成果(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■VM551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM551／比較組織ネットワーク学集中演習１Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ネットワーク学方法論１Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 受講者一人ひとりが、自らの立ち位置を意識し、当事者としての自覚をもちながら， 独自の問題関心に沿って，自分自身や社

会と誠实に向き合いつつ、独創性に富んだ修士論文・研究報告書を作成することを目標とする。 

 

 The goal is for the student to create a master's thesis/research report rich in originality, with each student aware of their own 

position, having awareness as a concerned party, and confronting themselves and society in good faith in line with their own issue 

of interest. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ジェノサイド研究，難民・移民、国際協力，地球規模課題，平和構築，人間の安全保障，紛争と和解，裁き，記憶， NGO の諸活

動、国際人道法などに関する研究領域を主な指導対象とし、個別指導およびグループ指導双方に重点を置いて，論文執筆のた

めの指導を行う。 

 

 The main subjects will be research areas related to genocide research, refugees and immigration, international cooperation, 

global issues, peacebuilding, human security, conflict and reconciliation, judgment, memory, NGO activities, and international 

humanitarian law, etc. We will provide guidance on writing an academic paper with emphasis on both individual teaching and group 

teaching. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 夏休み期間中の研究成果、調査報告の発表（1 年次生） 

仮提出に向けた進捗状況の確認①（2 年次生～） 

2. 学術論文の書き方について（確認) 

仮提出に向けた進捗状況の確認②（2 年次生～） 

3. 引用文献の表示方法・注釈の付け方，剽窃や研究不正の防止について(確認） 

4. 先行研究の整理方法について(確認) 

5. 調査の方法と分析枞組みについて（確認） 

6. 本論文作成に向けた個別指導（2 年次生～） 

先行研究・参考文献の書評発表①（1 年次生） 

7. 本論文作成に向けた個別指導（2 年次生～） 

先行研究・参考文献の書評発表②（1 年次生） 

8. 本論文作成に向けた個別指導（2 年次生～） 

先行研究・参考文献の書評発表③（1 年次生） 

9. 本論文作成に向けた個別指導（2 年次生～） 

先行研究・参考文献の書評発表④（1 年次生） 

10. 本論文作成に向けた個別指導（2 年次生～） 

「研究テーマ口頭試問会」レジュメ作成準備について（講義）（１年次生） 

11. 引用文献の表示方法・注釈の付け方，剽窃や研究不正の防止について(確認） 

12. 要旨の作成方法について（２年次生～） 

「研究テーマ口頭試問会」レジュメ・ドラフト発表①（１年次生） 

13. 「研究テーマ口頭試問会」レジュメ・ドラフト発表②（１年次生） 

14. 春休みの調査・研究計画の発表（1 年次生） 

総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の報告(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

個別に指示・紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM552 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM552／比較組織ネットワーク学集中演習２Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（ネットワーク学方法論２Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年間という短い時間の中で計画的に修士論文を書き上げる。 

 

Students will write a master's thesis in a short time of two years in a planned manner. 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成の過程で養われる「課題解決力」の養成。受講生の個々課題について、①課題の計量的な現状分析、②対策の企画・

立案、③外部へのプレゼンと説得、を繰り返す。 

 

Students will develop "problem-solving skills" nurtured in the process of writing an academic paper. The course will be conducted 

by repeating the following processes: (1) Quantitative current situation analysis of the subject, (2) Planning and drafting of 

measures, (3) Presentation and persuasion to external parties, about the individual subjects of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

2. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

3. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

4. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

5. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

6. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

7. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

8. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

9. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

10. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

11. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

12. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

13. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

14. 履修生からの個々報告、ディスカッション、示唆 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ゼミへの貢献（積極性、発言の多寡など）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM553 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM553／比較組織ネットワーク学集中演習３Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論１Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティデザイン学の広範な諸領域と関わる主題群のなかから受講者自らテーマを選択・設定し，教員の指導の下に個別研

究を实施して，修士論文ないし研究報告書につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

The aim is that students can select and set their own theme from a wide range of community design studies and related subjects, 

conduct individual research under the supervision of a teacher, and write up the research results leading to a master's thesis or 

research report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習の形式としては，研究の各時期に応じた個別指導の一方で，一定期間ごとに，文献・資料探究や定性的・定量的調査をもと

にして，研究報告会形式で各自のテーマに沿った報告をしてもらい，受講者の多様な立場と経験による相互討議，私からのコメン

ト等を通じた「知の再編集」を行うことによって，各自の研究のダイナミックな進捗をはかっていく。また，研究の進め方，論文の書

き方，調査の方法と進め方，などについても，随時，これまでの研究や修士論文などの例によりながら指導する。夏期に研究およ

び論文指導合宿，修士論文ないし研究報告書提出後に報告会を予定している。なお，研究テーマにより，インターンシップ，フィー

ルドワークといった方法を交えていく。 

 

As the form of the course, in addition to individual instruction according to each phase of the research, students will report at 

regular intervals based on their literature and materials search and qualitative and quantitative research according to their theme 

in the form of a research report meeting. We will work on the dynamic progress of each research project by performing "re-editing 

of knowledge" through mutual discussion based on the students' various positions and experiences, and comments from me. In 

addition, students will be taught how to proceed with research, write articles, research methods and procedures, etc., as needed, 

using examples from past studies and master's thesis. Report meetings will be scheduled after the research and academic paper 

training camp and the master's thesis or research report submission in summer. In addition, depending on the research theme, we 

will include methods such as internships and field work. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ここまでの各自研究進捗の確認とコメント 

2. 研究計画の精緻化１ 

3. 研究計画の精緻化２ 

4. 研究計画の精緻化３ 

5. 研究報告１ 

6. 研究報告２ 

7. 研究報告３ 

8. 研究報告４ 

9. 研究報告５ 

10. 個別指導１ 

11. 個別指導２ 

12. 個別指導３ 

13. 論文の振り返り 

14. 年間総括ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内での報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて，そのつど紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM554 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM554／比較組織ネットワーク学集中演習４Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論２Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゼミ形式で、発表、報告、討論で各自の研究を深めていく。また、フィールド調査やインタビューの過程で報道取材や撮影の手法

を使うことも取り入れる。 

 

In the seminar format, students will deepen their own research through presentations, reports and discussions. We will also 

incorporate the use of media coverage and filming techniques into the field surveys and interviews. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会デザイン領域においてあるいは自身の周囲において解決の必要な課題であると認識するテーマを選び、調査・研究を行う。

修士論文・研究報告書に作成に向けて、個人もしくはグループで研究を進める。また、講師の専門領域である映像やメディア、デ

ジタルアーカイブなどの手法を生かしてテーマについて新たな表現や伝え方も工夫する。 

 

Students will select a theme that they consider to be a problem that needs to be solved in social design or in their surrounding 

environment, and conduct a survey and research. Students will advance their research individually or in groups toward preparation 

of a master's thesis or research report. In addition, students will devise new ways of expressing and conveying themes by making 

use of techniques such as videos, media, and digital archives, which are the specialized areas of the lecturer. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の研究や関心テーマの発表 

2. 受講生間の議論 

3. 発表と議論 

4. 研究指導 

5. 研究指導 

6. 研究指導 

7. 研究指導 

8. 中間発表と議論 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究テーマの報告と発表、議論 

14. 研究テーマの発表と議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークを行うことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/発表(40%)/報告書の提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示します。 

 

参考文献（Readings） 

随時指示します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

随時指示します。 
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注意事項（Notice） 
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■VM555 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM555／比較組織ネットワーク学集中演習５Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論３Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
若林 朊子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各々が自らの問題意識に基づいて研究テーマと研究工程を主体的に定め、教員の助言のもと、日々研究を深めていく。研究成

果を論文にまとめ、個人の問題意識を世に問い、他者と共有できるところまで到達することを目標とする。  

 

Based on their own awareness of the issue, each student will decide their research theme and research process independently, 

and will deepen their research on a daily basis based on the advice of faculty members. The goal is to write up the research results 

in an academic paper, bring to society the student's problem-awareness, and reach a place where it can be shared with others.  

 

授業の内容（Course Contents） 

【M1】毎回のワークを通じて、学術研究・学術論文の思考や作法の基礎を一通り習得し、自身の研究の方向性や内容を確立する。

研究テーマを掘り下げるにあたっては、社会通念や前例、自身が考える常識や「普通」について注意深く検証することを重視する。

日常的な文献研究と、言語化・文章化の訓練を基本的な方針とする。 

 

【M2】調査結果や仮説検証について教員と討論し、研究をさらに深いレベルにまで掘り下げ、論文執筆を計画的に進める。 

 

[M1] Through each piece of work, the student will learn the basics of thinking and methods to create academic research and 

academic papers, and establish the direction and contents of their own research. When exploring research themes, students 

should focus on carefully examining social concepts, precedents, and their idea of common sense and "normality". The basic 

policy of the course is to conduct daily literature research and training in expressing ideas and writing. 

[M2] The student will discuss the results of their survey and hypothesis verification with the faculty, take their research to a 

deeper level, and proceed with the writing of the academic paper systematically. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマの再確認、進捗と秋学期の研究工程表発表 

2. 研究領域の社会調査・統計資料① 

3. 研究領域の社会調査・統計資料② 

4. 論文らしい表現① 

5. 論文らしい表現② 

6. モデル論文の研究① 

7. モデル論文の研究② 

8. 調査内容・手法の検討① 

9. 調査内容・手法の検討② 

10. 研究倫理 

11. 章立て再検討と目次 

12. 引用作法 

13. 文献一覧、図表一覧 

14. 秋学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの発表と議論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井下千以子、2014、『思考を鍛えるレポート・論文作成法（第 2 版）』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:4766421078) 

テキストは毎回持参のこと。 
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参考文献（Readings） 

授業内で紹介する 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM558 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM558／比較組織ネットワーク学集中演習８Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論５Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティデザイン学の広範な対象領域の中から、各自の研究意欲に合致するテーマを選定し、明確で具体的な課題設定をし

た上で、独自の視点や提言を打ち出す修士論文・研究報告書を作成することを目標とする。 

 

The goal is for students to select a theme that matches their research aspiration from the broad target area of community design 

studies, set clear and specific tasks, and then create a master's thesis or research report that presents unique perspectives and 

recommendations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

対象とする領域は、社会組織におけるリーダーシップとフォロワーシップ、個人と社会をつなぐ物語の生成（ライフストーリーとソー

シャルストーリー）、経営戦略の社会的テーマへの応用、サードプレイス論、ソーシャルビジネスの可能性、など。学生は、個々の

研究テーマの進捗を発表し、全員で討議するとともに、論文・報告書の執筆について個別に研究指導する。 

 

Target areas of the course include leadership and followership in social organizations, generation of stories connecting individuals 

and society (life stories and social stories), application of business strategies to social themes, third place theory, and possibilities 

of social business. Students will present the progress of their research theme, discuss it with everyone, and faculty members will 

individually assist the students in the writing of their academic paper/report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習参加者による問題意識・関心の発表 

2. ブレスト討議１ 

3. ブレスト討議２ 

4. 研究テーマの発表１ 

5. 研究テーマの発表２ 

6. 研究報告会事前準備 

7. 文献調査・質的量的調査の報告１ 

8. 文献調査・質的量的調査の報告２ 

9. 研究状況の PDCA 討議１ 

10. 研究状況の PDCA 討議２ 

11. ブレスト討議３ 

12. ブレスト討議４ 

13. 研究テーマ・仮説・工程表の確認１ 

14. 研究テーマ・仮説・工程表の確認２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の進捗報告と討論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VM559 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM559／比較組織ネットワーク学集中演習９Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 9B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織理論方法論３Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
亀井 善太郎(KAMEI ZENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民自らが社会の課題を発見し、その解決のための分析と方法論の検討を行い、さらには解決プロセスそのものを自ら担うとい

う、あるべき「社会デザイン」の实現に向けて、受講者自らが社会の中からテーマを選択・設定し、教員の指導の下に個別研究を

实施し、修士論文ないし研究報告書につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

私は、シンクタンクにおける政策の研究と具体的な政策等への反映（公共政策、CSR経営、政策評価・立案、財政・社会保障政策、

統治機構等）、NPO マネジメントとして社会デザインの实践や資金調達等に取り組んできた实務家としての経験等を有しており、

そうした経験を踏まえ、各自の研究を指導していきたい。 

とくに市民セクター、企業セクター、行政セクターが使うそれぞれの言語の違いを踏まえ、社会デザインを具体的に進める上で、

市民として何をしていかねばならないのか、そこで求められる意識や能力についても考えていければと考えている。 

 

The goal is for the student themselves to select and set a theme from within society, conduct individual research under the 

supervision of faculty, and organize the research results into a master's thesis or research report toward the realization of "social 

design" where citizens themselves discover social problems, carry out analysis and examination of methodologies for the solutions, 

and take responsibility for carrying out the solution process themselves. 

 

I have experience as a practitioner who has been involved in policy research in think tanks and its reflection to specific policies, 

etc. (public policy, CSR management, policy evaluation and planning, fiscal and social security policy, governance mechanisms, 

etc.), and practice and fundraising of social design as NPO management, and I would like to guide students' research based on 

these experiences. 

In particular, based on the differences between the languages used by the civil sector, the corporate sector, and the government 

sector, I think it is a good idea to think about what we need to do as citizens in advancing social design specifically, and the 

awareness and abilities required. 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導とグループ演習を組み合わせた指導を行う。 

それぞれの研究のフェーズに応じた個別指導に取り組む一方、全体の進捗に応じて、研究の進め方、論文の書き方、調査の方

法等の具体的な手法についても、課題発見と課題解決のフレームワークを用いながら指導を行う。 

グループ演習では、各自の研究（文献・資料調査や定性的・定量的調査）の進捗に応じて、研究報告会形式で各自のテーマ、関

心に沿った報告をしてもらい、受講者の多様な経験等を活かした討議や対話、また、教員からのインプットを行い、それぞれの研

究の進化と深化を図っていく。 

 

夏期には研究の参考になると思われる实地調査等を兼ねた合宿を予定している（過去には、住民自治の先進地である北海道ニ

セコ町、NPO による住民自治やコミュニティ・サポーテッド・アグリカルチャーの实践地である宮城県大崎市にて開催）。 

 

We will provide instruction combining individual teaching and group exercises. 

While working on individual instruction according to each research phase, we will provide instruction on specific methods such as 

how to proceed with the research, writing of the paper, and methods of surveying, etc. according to the overall progress. In this 

process we will use the frameworks of problem discovery and problem solution. 

In the group exercises, depending on the progress of the student's research (literature and material research and qualitative and 

quantitative research), the student will be required to make reports according to their theme and interest in the form of research 

report meetings, and we will promote the evolution and deepening of the research through discussions and dialog that make use of 

the student's diverse experiences, etc. and input from faculty. 

In the summer, we plan to have a training camp with field surveys that will be useful for research (in the past, we visited Niseko 

Town in Hokkaido, an advanced area of resident autonomy, and Osaki City, Miyagi Prefecture, which is a practical site of 

NPO-based resident autonomy and community supported agriculture). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テーマ設定１ 
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2. テーマ設定２ 

3. テーマ設定３ 

4. 研究計画の詳細化１ 

5. 研究計画の詳細化２ 

6. 研究計画の詳細化３ 

7. 研究報告１ 

8. 研究報告２ 

9. 研究報告３ 

10. 研究報告４ 

11. 個別指導１ 

12. 個別指導２ 

13. 個別指導３ 

14. 全体のふりかえり、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習における報告、他者への貢献(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 241 - 

■VM560 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM560／比較組織ネットワーク学集中演習１０Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 10B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織理論方法論１Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
中森 弘樹(NAKAMORI HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

それぞれの研究課題について、発表・討論を重ね、論文および報告書作成にむけた助言をおこなう。出席者には、報告者の発表

内容について積極的にコメントすることを期待する。その過程で、自身の研究および他者の研究に対して、批判的かつ発展的に

検討しうる視座を身に着けることを目標とする。 

 

Students will repeat presentations and discussions on each research subject, and we will give advice on writing papers and reports. 

Attendees are expected to actively comment on the content of the speaker's presentation. Through this process, the aim is for 

the student to gain the perspective of being able to consider their own research and that of others critically and developmentally. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回の発表者が、各自の研究課題に関する報告を繰り返しおこない研究を進めてゆく。特に本演習では、研究課題にまつわる調

査や資料の分析の経過について、報告してもらうことを中心とする。なお、研究のスケジュールや扱う文献については、それぞれ

の研究関心に沿ったものとなるよう配慮する。 

 

Each presenter will repeatedly report on their research subject to advance the research. In particular, this exercise focuses on 

having students report on the progress of their survey and analysis of materials related to the research subject. The research 

schedule and documents to be handled should be considered in line with each research interest. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究発表 1 

3. 研究発表 2 

4. 研究・調査計画の設定 1 

5. 研究・調査計画の設定 2 

6. 研究・調査計画の設定 3 

7. 中間報告 

8. 資料の分析 1 

9. 資料の分析 2 

10. 資料の分析 3 

11. 資料の分析 4 

12. 個別論文指導 1 

13. 個別論文指導 2 

14. 研究発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の研究課題について積極的に情報収集をすることを基本とするが、詳細は授業内に個別に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(50%)/発表内容(50%) 

平常点は演習時の積極性や出席状況で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■VM561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM561／比較組織ネットワーク学集中演習１１Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 11B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織理論方法論２Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生に対して助言、指導をし、修士論文もしくは研究報告書をまとめ、提出することを目標とする。 

 

The goal is to advise and instruct students, and for them to prepare and submit a master's thesis or research report. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生がそれぞれ主体的に設定した研究テーマに基づき、グループディスカッションや個別指導を重ねながら、研究を深めてい

く。 

 

Students will deepen their research while repeating group discussions and individual instruction based on the research theme that 

they have set independently. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 各受講生の問題意識や関心領域の発表 

3. 研究の途中報告と討論 

4. 研究の途中報告と討論 

5. 研究の途中報告と討論 

6. 研究の途中報告と討論 

7. 研究の途中報告と討論 

8. 研究の途中報告と討論 

9. 研究の途中報告と討論 

10. 研究の途中報告と討論 

11. 研究の途中報告と討論 

12. 研究の途中報告と討論 

13. 研究の途中報告と討論 

14. 研究の途中報告と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究テーマの領域論文の読み込み 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進み具合で評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

個別に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM563 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM563／比較組織ネットワーク学集中演習１３Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 13B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（コミュニティデザイン学方法論４Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
萩原 なつ子(HAGIWARA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生の研究テーマに沿った修士論文・研究報告書を計画的に作成すること。 

 

Students will prepare their master's thesis or research report systematically in line with their research theme. 

 

授業の内容（Course Contents） 

修士論文・研究報告書作成に向けて、各受講者がテーマを選択・設定し、教員の指導・助言のもと、個別研究を行う。 

 

Each student will select and set the theme for their master's thesis or research report, and will conduct individual research under 

the guidance and advice of the faculty. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修士論文仮提出に向けて、個別・グループ指導 

2. 修士論文仮提出に向けて、個別・グループ指導 

3. 修士論文・研究報告書本提出に向けた執筆スケジュール確認と指導 

4. 個別・グループ指導 

5. 個別・グループ指導 

6. 個別・グループ指導 

7. 個別指導 

8. 個別指導 

9. 個別指導 

10. 個別指導 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. 個別指導 

14. 修士論文・研究報告書審査会に向けたグループ指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

各受講者の研究テーマに応じて，随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■VM566 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

VM566／比較組織ネットワーク学集中演習１６Ｂ 

(Practical Application:Comparative Study of Network & Social Organization 16B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
（社会組織理論方法論５Ｂ） 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS6010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が選んだテーマをもとに、最終的に修士論文・研究報告書の完成を目標として、基礎的な知識や研究方法を身につける。 

 

The student will acquire basic knowledge and research methods with the goal of finally completing a master's thesis or research 

report on the theme they have chosen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は、自身が最も関心のあるテーマを選択し、实際の修士論文・研究報告書のタイトルへと落とし込み、自らの研究を導いてく

れる「リサーチクエスチョン」を創る。また、参考文献（先行研究）を収集・読解・批評しながら、それらを参考に自らの論文・報告書

のアウトライン（骨格）を作成し、執筆を開始し、最終的に論文・報告書の体裁を整えていく。講師は、春学期に引き続き、そのつ

ど学生から研究の進捗状況を聞きながら、研究計画や内容に対して助言・指導・討議を行い、学生はそこから新たな視点を得る

とともに、自らの研究を進め深めていく。 

 

The student will select the theme in which they are interested, express it in the title of their actual master's thesis or research 

report, and create a "research question" that guides their research. In addition, the student will create an outline (framework) of 

their own academic paper or report referring to references (preceding studies) that they collect, read and criticize, will start 

writing and finally prepare the format of an academic paper or report. Following on from the spring semester, the lecturer will 

provide advice and guidance and discuss the research plan and its contents while hearing about the progress of the research from 

the student regularly, giving the student new perspectives to advance and deepen their research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 全体テーマ（方向）の選択 

3. 具体的目標と規模の決定 

4. リサーチクエスチョンの確認 

5. 論文構成（序/本/結）の検討 

6. アウトライン（目次）の作成 

7. 研究データベース作成 

8. 文献の調査・探索 

9. 文献目録の作成 

10. 序の検討 

11. 本論の検討（１） 

12. 本論の検討（２） 

13. 本論の検討（３） 

14. 結論・全体の検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の進捗状況(50%)/学期末の研究成果(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■WM131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM131／社会組織理論特別研究１Ａ 

(Directed study:Social Organization 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生自身が、自らの研究テーマをより深化させ、「社会デザイン学」としての「博士論文」を完成させることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の執筆者は、自らの論文テーマの意味を常に問い続けなければならない。今自らが行っている研究が、その研究者自

身にとって、その研究分野において、そしてこの社会にとって、どのような意味を持つのか。また、この博士論文によって得られる

学位の名称が「博士（社会デザイン学）」である以上、「社会デザイン学」とは何なのか、それが自らの研究とどのような位置関係

にあるのか、これらを問い続ける必要がある。講師は、そのつど学生から研究の進捗状況を聞きながら、研究計画や内容に対し

て助言・指導・討議を行い、学生は、それによって自らの研究を進めていくとともに、その研究の意味も深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 全体テーマ（方向）の選択 

3. 具体的目標と規模の決定 

4. リサーチクエスチョンの確認 

5. 論文構成（序/本/結）の検討 

6. アウトライン（目次）の作成 

7. 研究データベース作成 

8. 文献の調査・探索 

9. 文献目録の作成 

10. 序の検討 

11. 本論の検討（１） 

12. 本論の検討（２） 

13. 本論の検討（３） 

14. 結論・全体の検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指定する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の進捗状況による評価(50%)/学期末における研究成果による評価(50%) 

学期中の発表や提出物の内容を考慮して評価する 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM133／コミュニティデザイン学特別研究１Ａ 

(Directed Study:Community Design 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティデザイン学の広範な諸領域と関わる主題群のなかから受講者自らテーマを選択・設定し，教員の指導の下に個別研

究を实施して，博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導の一方で，一定期間ごとに，文献・資料探究や定性的・定量的調査をもとにして，研究報告会形

式で各自のテーマに沿った報告をしてもらい，受講者の多様な立場と経験による相互討議，私からのコメント等を通じた「知の再

編集」を行うことによって，各自の研究のダイナミックな進捗をはかっていく。また，研究の進め方，論文の書き方，調査の方法と

進め方，などについても，随時，先行研究や博士学位論文などの例によりながら指導する。夏期に研究および論文指導合宿を予

定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―博士学位にふさわしい研究とは？ 

2. 博士論文を書くということ 

3. テーマと研究目標の陶冶 

4. よき問い（リサーチ・クエスチョン）が必須ー仮説を精緻化するということ 

5. 研究報告１ 

6. 研究報告２ 

7. 研究報告３ 

8. 研究報告４ 

9. 研究報告５ 

10. 調査と研究の方法１ 

11. 調査と研究の方法２ 

12. 調査と研究の方法３ 

13. 文献・資料探究のレベルアップ 

14. 春学期総括ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内での報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて，そのつど紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM135／コミュニティデザイン学特別研究３Ａ 

(Directed Study:Community Design 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 受講者一人ひとりが、自らの立ち位置を意識し、当事者としての自覚をもちながら， 独自の問題関心に沿って，自分自身や社

会と誠实に向き合いつつ、独創性に富んだ研究を行うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人口７０億人と推定される今日の国際社会。しかし世界には本当に７０億の人間が存在しているのだろうか。实際には数億の人

間と数十億のそうでない個からなっているのではないか。こうした問いかけがなされるほど，今日の世界は階層化が進んでいる。

格差が生まれ，弱者がますます困難な状況に追い込まれているのは日本社会も同様である。 

  では，こうした課題・問題を前に、研究者としての私たちは，どのような対策を講じ，どのような社会をデザインし，構築していく

のか。戦後 70 年超が経過した社会に生きる私たちが，学問や「知」を通じて果たすべき役割とは何か。こうした問題関心に基づき、

個別指導に重点を置いて，学位論文執筆のための指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【ガイダンス】博士学位論文と他の学術論文との違い・剽窃と研究不正に関する注意 

演習参加者による問題意識・関心の発表 

2. 博士学位論文に求められるものとは（講義）（１） 

3. 博士学位論文に求められるものとは（講義）（２） 

4. 博士学位論文に求められるものとは（講義）（３） 

5. 剽窃と研究不正に関する注意 

6. 研究・調査の方法と分析枞組みについて（１） 

7. 研究・調査の方法と分析枞組みについて（２） 

8. 博士論文作成指導 

9. 先行研究・参考文献の書評発表 

10. 学生中間発表 

11. 博士論文作成指導 

12. 先行研究・参考文献の書評発表 

13. 博士論文作成指導 

14. 進捗状況の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内または個別に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の報告状況(50%)/指導中に提出された内容をもとに評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

個別に指示・紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM136／コミュニティデザイン学特別研究４Ａ 

(Directed Study:Community Design 4A) 

担当者名 

（Instructor） 
萩原 なつ子(HAGIWARA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文を作成することを目標とする 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討と指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 博士論文について 

2. 博士論文作成の全体計画① 

3. 博士論文作成の全体計画② 

4. 博士論文作成の全体計画③ 

5. 博士論文研究テーマについて報告と検討① 

6. 博士論文研究テーマについて報告と検討② 

7. 博士論文研究テーマについて報告と検討③ 

8. 博士論文先行研究の報告と検討① 

9. 博士論文先行研究の報告と検討② 

10. 博士論文先行研究の報告と検討③ 

11. 資料・参考文献についての指導 

12. 資料・参考文献についての指導 

13. 研究方法の検討 

14. 研究方法の指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する論文、先行研究の収集 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の報告状況(50%)/研究報告書の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM151／社会組織理論特別研究１Ｂ 

(Directed study:Social Organization 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生自身が、自らの研究テーマをより深化させ、「社会デザイン学」としての「博士論文」を完成させることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の執筆者は、自らの論文テーマの意味を常に問い続けなければならない。今自らが行っている研究が、その研究者自

身にとって、その研究分野において、そしてこの社会にとって、どのような意味を持つのか。また、この博士論文によって得られる

学位の名称が「博士（社会デザイン学）」である以上、「社会デザイン学」とは何なのか、それが自らの研究とどのような位置関係

にあるのか、これらを問い続ける必要がある。講師は、春学期に引き続き、そのつど学生から研究の進捗状況を聞きながら、研

究計画や内容に対して助言・指導・討議を行い、学生は、それによって自らの研究を進めていくとともに、その研究の意味も深め

ていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 全体テーマ（方向）の選択 

3. 具体的目標と規模の決定 

4. リサーチクエスチョンの確認 

5. 論文構成（序/本/結）の検討 

6. アウトライン（目次）の作成 

7. 研究データベース作成 

8. 文献の調査・探索 

9. 文献目録の作成 

10. 序の検討 

11. 本論の検討（１） 

12. 本論の検討（２） 

13. 本論の検討（３） 

14. 結論・全体の検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指定する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中の進捗状況による評価(50%)/学期末における研究成果による評価(50%) 

学期中の発表や提出物の内容を考慮して評価する 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM153／コミュニティデザイン学特別研究１Ｂ 

(Directed Study:Community Design 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティデザイン学の広範な諸領域と関わる主題群のなかから受講者自らテーマを選択・設定し，教員の指導の下に個別研

究を实施して，博士学位論文につながる研究成果をまとめられるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究の各時期に応じた個別指導の一方で，一定期間ごとに，文献・資料探究や定性的・定量的調査をもとにして，研究報告会形

式で各自のテーマに沿った報告をしてもらい，受講者の多様な立場と経験による相互討議，私からのコメント等を通じた「知の再

編集」を行うことによって，各自の研究のダイナミックな進捗をはかっていく。また，研究の進め方，論文の書き方，調査の方法と

進め方，などについても，随時，先行研究や博士学位論文などの例によりながら指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ここまでの各自研究進捗の確認とコメント 

2. 研究計画の精緻化１ 

3. 研究計画の精緻化２ 

4. 研究計画の精緻化３ 

5. 研究報告１ 

6. 研究報告２ 

7. 研究報告３ 

8. 研究報告４ 

9. 研究報告５ 

10. 個別指導１ 

11. 個別指導２ 

12. 個別指導３ 

13. 研究の振り返り 

14. 年間総括ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内での報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究テーマに応じて，そのつど紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM155／コミュニティデザイン学特別研究３Ｂ 

(Directed Study:Community Design 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 受講者一人ひとりが、自らの立ち位置を意識し、当事者としての自覚をもちながら， 独自の問題関心に沿って，自分自身や社

会と誠实に向き合いつつ、独創性に富んだ研究を行うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 人口７０億人と推定される今日の国際社会。しかし世界には本当に７０億の人間が存在しているのだろうか。实際には数億の人

間と数十億のそうでない個からなっているのではないか。こうした問いかけがなされるほど，今日の世界は階層化が進んでいる。

格差が生まれ，弱者がますます困難な状況に追い込まれているのは日本社会も同様である。 

  では，こうした課題・問題を前に、研究者としての私たちは，どのような対策を講じ，どのような社会をデザインし，構築していく

のか。戦後 70 年超が経過した社会に生きる私たちが，学問や「知」を通じて果たすべき役割とは何か。こうした問題関心に基づき、

個別指導に重点を置いて，学位論文執筆のための指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習参加者による夏季休暇中の研究の進捗状況報告（１） 

2. 演習参加者による夏季休暇中の研究の進捗状況報告（２） 

3. 剽窃と研究不正に関する注意 

4. 研究・調査の方法と分析枞組みについて（１） 

5. 研究・調査の方法と分析枞組みについて（２） 

6. 博士論文作成指導 

7. 博士論文作成指導 

8. 学生研究発表 

9. 博士論文作成指導 

10. 博士論文作成指導 

11. 学生研究発表 

12. 博士論文作成指導 

13. 学生研究発表 

14. 進捗状況の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内または個別に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の報告状況(50%)/指導中に提出された内容をもとに評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

個別に指示・紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM156／コミュニティデザイン学特別研究４Ｂ 

(Directed Study:Community Design 4B) 

担当者名 

（Instructor） 
萩原 なつ子(HAGIWARA NATSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文を作成することを目標とする 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文とは何かについて考え、研究テーマの検討、先行研究の検討、博士論文の構成等の検討と指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 博士論文について 

2. 博士論文作成の全体計画① 

3. 博士論文作成の全体計画② 

4. 博士論文作成の全体計画③ 

5. 博士論文研究テーマについて報告と検討① 

6. 博士論文研究テーマについて報告と検討② 

7. 博士論文研究テーマについて報告と検討③ 

8. 博士論文先行研究の報告と検討① 

9. 博士論文先行研究の報告と検討② 

10. 博士論文先行研究の報告と検討③ 

11. 資料・参考文献についての指導 

12. 資料・参考文献についての指導 

13. 研究方法の検討 

14. 研究方法の指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の研究テーマに関連する論文、先行研究の収集 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究活動の報告状況(50%)/研究報告書の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM171／社会デザイン学主題別研究１Ａ 

(Special Topics:Social Design 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標は、論文作成を通じた「課題解決力」の養成であり、論文における提案が社会实装に結び付くところまで展望する。研究分野

は、リスクファイナンスの社会適用分野である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成は、①課題の抽出と計量的な現状分析、②対策の企画・立案、③外部へのプレゼンと説得、の繰り返しであるが、これ

は企業や組織での課題への対応を行うことと基本的には同じである。 

研究の先にある「理論の社会实装」まで考えることが重要である。 

リスクが複合化、市民化が加速する中では、残余リスクが自ずと大きくなり、リスク移転やリスクファイナンス分野の重要性が高く

なる。これらは、理論的にはどの分野にも応用できるが、社会に求める形に適合させるところに知恵がいる。 

このため、論文作成の過程では、文献の猟集に加え、ネットワーク（文理融合など）を広げることが不可欠である。保険・リスクマ

ネジメントの関係学会における学会報告を織り込んだ個別指導としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、各自の研究方針の確認、研究分野と研究テーマの方向性の確認    

2. 研究の進め方、調査方法調査対象の検討  

3. 意見交換 

4. 意見交換 

5. 意見交換 

6. 意見交換 

7. 意見交換 

8. 意見交換 

9. 意見交換 

10. 意見交換 

11. 意見交換 

12. 意見交換 

13. 意見交換 

14. 進捗状況の確認と意見交換   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM172／社会デザイン学主題別研究２Ａ 

(Special Topics:Social Design 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
若林 朊子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化とは、よりよく生きようとする人間の営みであり、知恵の結晶で、世の中のあらゆる領域に深く関係している。一人ひとりがよ

りよく生きていくための社会デザインに欠かせない要素である。ここでは、そうした文化の視点を持ちながら、個々の関心領域に

沿って研究を深めていく。実観的なデータと現場における实践の両面から、先行事例を深く研究するとともに、前提とされている

一般的な理解や前例についても注意深く検証することで、独自の研究成果を導くことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業で扱う内容は、個々の研究・関心領域とする。毎回の授業で、それぞれの研究の進捗を文書化のうえ発表し、議論すること

で、研究を掘り下げていく。研究の工程表も毎回更新し、計画的に研究を積み重ねる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究概要（テーマ、仮説、方法）、研究工程の確認 

2. 研究報告と討論 

3. 研究報告と討論 

4. 研究報告と討論 

5. 研究報告と討論 

6. 研究報告と討論 

7. 研究の進捗確認と修正点の確認 

8. 研究報告と討論 

9. 研究報告と討論 

10. 研究報告と討論 

11. 研究報告と討論 

12. 研究報告と討論 

13. 研究報告と討論 

14. 春学期の研究成果報告（中間報告） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告と討論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM173／社会デザイン学主題別研究３Ａ 

(Special Topics:Social Design 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティデザイン学の広範な対象領域の中から、各自の研究意欲に合致するテーマを選定し、明確で具体的な課題設定をし

た上で、独自の視点や提言を打ち出す博士論文を作成することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

対象とする領域は、社会組織におけるリーダーシップとフォロワーシップ、個人と社会をつなぐ物語の生成（ライフストーリーとソー

シャルストーリー）、経営戦略の社会的テーマへの応用、サードプレイス論、ソーシャルビジネスの可能性、など。学生は、個々の

研究テーマの進捗を発表し、全員で討議するとともに、論文の執筆について個別に研究指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習参加者による問題意識・関心の発表 

2. ブレスト討議１ 

3. ブレスト討議２ 

4. 研究テーマの発表１ 

5. 研究テーマの発表２ 

6. 文献調査・質的量的調査の報告１ 

7. 文献調査・質的量的調査の報告２ 

8. 研究状況の PDCA 討議１ 

9. 研究状況の PDCA 討議２ 

10. ブレスト討議３ 

11. ブレスト討議４ 

12. ブレスト討議５ 

13. 研究テーマ・仮説・工程表の確認１ 

14. 研究テーマ・仮説・工程表の確認２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の進捗報告と討論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM174／社会デザイン学主題別研究４Ａ 

(Special Topics:Social Design 4A) 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会デザイン領域においてあるいは自身の周囲において、解決の必要な課題であると認識するテーマを選び、調査・研究を行う。

まとめ、発表、議論を重ねてより独自の視点と課題の核心に迫る論文に仕上げることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別の指導と議論を積み重ねる。また、テーマによっては、講師の専門領域である映像やメディア、デジタルアーカイブなどの手

法を生かし調査や表現手法も探ってみる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマに関する討議 

2. 研究指導と議論 

3. 研究指導と議論 

4. 研究指導と議論 

5. 研究指導と議論 

6. 研究指導と議論 

7. 研究指導と議論 

8. 中間発表と議論 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究テーマの報告と発表、議論 

14. 研究テーマの報告と発表と議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークを行うことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/報告書の提出(40%)/討論(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示します。 

 

参考文献（Readings） 

随時指示します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

随時指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■WM175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM175／社会デザイン学主題別研究５Ａ 

(Special Topics:Social Design 5A) 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文作成への助言、指導を重ね、価値ある論文を作成し、提出することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別面談を経て、それぞれの研究テーマ、内容、取組、先行研究など議論を積み重ねる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究の進め方の確認 

3. 意見交換 

4. 意見交換 

5. 意見交換 

6. 進捗状況の確認と討論 

7. 意見交換 

8. 意見交換 

9. 意見交換 

10. 進捗状況の確認と討論 

11. 意見交換 

12. 意見交換 

13. 意見交換 

14. 進捗状況の確認と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究テーマの領域論文の読み込み 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進み具合で評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

個別に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM176／社会デザイン学主題別研究６Ａ 

(Special Topics:Social Design 6A) 

担当者名 

（Instructor） 
亀井 善太郎(KAMEI ZENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民自らが社会の課題を発見し、その解決のための分析と方法論の検討を行い、さらには解決プロセスそのものを担うという、あ

るべき「社会デザイン」の实現に向けて、学術的にも、社会インパクトの視点からも、独自性ある有用な研究を進める。 

 

とくに、市民セクター、企業セクター、行政セクターが使うそれぞれの言語の違いを踏まえ、社会デザインを实際に進める上で、市

民がどのような意識と能力を必要とするのか、受講者が自分自身の問題として（将来、自分自身が当該分野のプロフェッショナル

として積極的に役割を担うことを認識しながら）、具体的な社会課題解決に至る道すじを共に考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

それぞれの関心領域や問題意識に応じたテーマ設定を行い、個別指導を行う（下記の授業計画は一つの例）。加えて、テーマに

応じて、社会に存するさまざまなステークホルダーと積極的に対話していくことを求める。 

 

实務家としては、シンクタンクにおける政策の研究と具体的な政策等への反映（公共政策、CSR 経営、政策評価・立案、財政・社

会保障政策、統治機構等）、NPO マネジメントとして社会デザインの实践や資金調達等に取り組んできた实務家としての経験等

を有しており、そうした経験を有している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会課題の発見（１） 

2. 社会課題の発見（２） 

3. 社会課題の発見と共有（１） 

4. 社会課題の発見と共有（２） 

5. 社会課題解決の方法論と評価（１） 

6. 社会課題解決の方法論と評価（２） 

7. 課題の真因と解決策（１） 

8. 課題の真因と解決策（２） 

9. 評価を踏まえた方法論の検討（１） 

10. 評価を踏まえた方法論の検討（２） 

11. 各セクターによる言語の違い（１） 

12. 各セクターによる言語の違い（２） 

13. 現代社会における対話の可能性（１） 

14. 現代社会における対話の可能性（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

指導中に提出された内容をもとに評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの研究テーマに応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM181／社会デザイン学主題別研究１Ｂ 

(Special Topics:Social Design 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
久保 英也(KUBO HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標は、論文作成を通じた「課題解決力」の養成であり、論文における提案が社会实装に結び付くところまで展望する。研究分野

は、リスクファイナンスの社会適用分野である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文作成は、①課題の抽出と計量的な現状分析、②対策の企画・立案、③外部へのプレゼンと説得、の繰り返しであるが、これ

は企業や組織での課題への対応を行うことと基本的には同じである。 

研究の先にある「理論の社会实装」まで考えることが重要である。 

リスクが複合化、市民化が加速する中では、残余リスクが自ずと大きくなり、リスク移転やリスクファイナンス分野の重要性が高く

なる。これらは、理論的にはどの分野にも応用できるが、社会に求める形に適合させるところに知恵がいる。 

このため、論文作成の過程では、文献の猟集に加え、ネットワーク（文理融合など）を広げることが不可欠である。保険・リスクマ

ネジメントの関係学会における学会報告を織り込んだ個別指導としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、各自の研究方針の確認 

2. 意見交換 

3. 意見交換 

4. 意見交換 

5. 意見交換 

6. 意見交換 

7. 意見交換 

8. 意見交換 

9. 意見交換 

10. 意見交換 

11. 意見交換 

12. 意見交換 

13. 意見交換 

14. 進捗状況の確認と意見交換   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM182／社会デザイン学主題別研究２Ｂ 

(Special Topics:Social Design 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
若林 朊子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化とは、よりよく生きようとする人間の営みであり、知恵の結晶で、世の中のあらゆる領域に深く関係している。一人ひとりがよ

りよく生きていくための社会デザインに欠かせない要素である。ここでは、そうした文化の視点を持ちながら、個々の関心領域に

沿って研究を深めていく。実観的なデータと現場における实践の両面から、先行事例を深く研究するとともに、前提とされている

一般的な理解や前例についても注意深く検証することで、独自の研究成果を導くことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業で扱う内容は、個々の研究・関心領域とする。毎回の授業で、それぞれの研究の進捗を文書化のうえ発表し、議論すること

で、研究を掘り下げていく。研究の工程表も毎回更新し、計画的に研究を積み重ねる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究の進捗および秋学期の研究工程の確認 

2. 研究報告と討論 

3. 研究報告と討論 

4. 研究報告と討論 

5. 研究報告と討論 

6. 研究報告と討論 

7. 研究の進捗確認と修正点の確認 

8. 研究報告と討論 

9. 研究報告と討論 

10. 研究報告と討論 

11. 研究報告と討論 

12. 研究報告と討論 

13. 研究報告と討論 

14. 秋学期の研究のまとめと、年間の研究成果報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告と討論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM183／社会デザイン学主題別研究３Ｂ 

(Special Topics:Social Design 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
梅本 龍夫(UMEMOTO TATSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティデザイン学の広範な対象領域の中から、各自の研究意欲に合致するテーマを選定し、明確で具体的な課題設定をし

た上で、独自の視点や提言を打ち出す博士論文を作成することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

対象とする領域は、社会組織におけるリーダーシップとフォロワーシップ、個人と社会をつなぐ物語の生成（ライフストーリーとソー

シャルストーリー）、経営戦略の社会的テーマへの応用、サードプレイス論、ソーシャルビジネスの可能性、など。学生は、個々の

研究テーマの進捗を発表し、全員で討議するとともに、論文の執筆について個別に研究指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習参加者による問題意識・関心の発表 

2. ブレスト討議１ 

3. ブレスト討議２ 

4. 研究テーマの発表１ 

5. 研究テーマの発表２ 

6. 文献調査・質的量的調査の報告１ 

7. 文献調査・質的量的調査の報告２ 

8. 研究状況の PDCA 討議１ 

9. 研究状況の PDCA 討議２ 

10. ブレスト討議３ 

11. ブレスト討議４ 

12. ブレスト討議５ 

13. 研究テーマ・仮説・工程表の確認１ 

14. 研究テーマ・仮説・工程表の確認２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の進捗報告と討論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM184／社会デザイン学主題別研究４Ｂ 

(Special Topics:Social Design 4B) 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 聖二(MIYAMOTO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会デザイン領域においてあるいは自身の周囲において、解決の必要な課題であると認識するテーマを選び、調査・研究を行う。

まとめ、発表、議論を重ねてより独自の視点と課題の核心に迫る論文に仕上げることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別の指導と議論を積み重ねる。また、テーマによっては、講師の専門領域である映像やメディア、デジタルアーカイブなどの手

法を生かし調査や表現手法も探ってみる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマに関する討議 

2. 研究指導と議論 

3. 研究指導と議論 

4. 研究指導と議論 

5. 研究指導と議論 

6. 研究指導と議論 

7. 研究指導と議論 

8. 中間発表と議論 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究テーマの報告と発表、議論 

14. 研究テーマの報告と発表と議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークを行うことがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/報告書の提出(40%)/討論(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示します。 

 

参考文献（Readings） 

随時指示します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

随時指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■WM185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM185／社会デザイン学主題別研究５Ｂ 

(Special Topics:Social Design 5B) 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論文作成への助言、指導を重ね、価値ある論文を作成し、提出することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別面談を経て、それぞれの研究テーマ、内容、取組、先行研究など議論を積み重ねる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究の進め方の確認 

3. 意見交換 

4. 意見交換 

5. 意見交換 

6. 進捗状況の確認と討論 

7. 意見交換 

8. 意見交換 

9. 意見交換 

10. 進捗状況の確認と討論 

11. 意見交換 

12. 意見交換 

13. 意見交換 

14. 進捗状況の確認と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究テーマの領域論文の読み込み 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の進み具合で評価する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

個別に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■WM186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM186／社会デザイン学主題別研究６Ｂ 

(Special Topics:Social Design 6B) 

担当者名 

（Instructor） 
亀井 善太郎(KAMEI ZENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民自らが社会の課題を発見し、その解決のための分析と方法論の検討を行い、さらには解決プロセスそのものを担うという、あ

るべき「社会デザイン」の实現に向けて、学術的にも、社会インパクトの視点からも、独自性ある有用な研究を進める。 

 

とくに、市民セクター、企業セクター、行政セクターが使うそれぞれの言語の違いを踏まえ、社会デザインを实際に進める上で、市

民がどのような意識と能力を必要とするのか、受講者が自分自身の問題として（将来、自分自身が当該分野のプロフェッショナル

として積極的に役割を担うことを認識しながら）、具体的な社会課題解決に至る道すじを共に考えていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

それぞれの関心領域や問題意識に応じたテーマ設定を行い、個別指導を行う（下記の授業計画は一つの例）。加えて、テーマに

応じて、社会に存するさまざまなステークホルダーと積極的に対話していくことを求める。 

 

实務家としては、シンクタンクにおける政策の研究と具体的な政策等への反映（公共政策、CSR 経営、政策評価・立案、財政・社

会保障政策、統治機構等）、NPO マネジメントとして社会デザインの实践や資金調達等に取り組んできた实務家としての経験等

を有しており、そうした経験を有している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会課題の発見（１） 

2. 社会課題の発見（２） 

3. 社会課題の発見と共有（１） 

4. 社会課題の発見と共有（２） 

5. 社会課題解決の方法論と評価（１） 

6. 社会課題解決の方法論と評価（２） 

7. 課題の真因と解決策（１） 

8. 課題の真因と解決策（２） 

9. 評価を踏まえた方法論の検討（１） 

10. 評価を踏まえた方法論の検討（２） 

11. 各セクターによる言語の違い（１） 

12. 各セクターによる言語の違い（２） 

13. 現代社会における対話の可能性（１） 

14. 現代社会における対話の可能性（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

指導中に提出された内容をもとに評価する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

それぞれの研究テーマに応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの研究テーマに応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


