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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

究を実施して，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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■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） 

学生が各々の研究テーマに基づいた博士論文を執筆すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文作成に向けて，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。 

 

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. 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。 

 

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

博士論文執筆に関する調査を進め、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、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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■WM137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM137／危機管理学特別研究１Ａ 

(Directed Study:Crisis Management 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
長坂 俊成(NAGASAKA TOSHINARI) 

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） 

博士論文の作成に向けて、受講生が設定したテーマに基づき研究指導を行う。対象領域は主として、以下の研究領域とする。 

リスク学、リスクガバナンス、リスクコミュニケーション、防災政策、危機管理、災害医療・福祉、放射性廃棄物、防災教育、災害情

報、情報政策、オープンデータ、ソーシャルウェア、コミュニティガバナンス、地域プロデュース、デジタルアーカイブ、ワークスタイ

ル、テレワーク 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の進捗報告に基づき個別面談指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究指導 

2. 研究指導 

3. 研究指導 

4. 研究指導 

5. 研究指導 

6. 研究指導 

7. 研究指導 

8. 研究指導 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究指導 

14. 研究指導 

 

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） 

博士論文の進捗報告と討論に基づき評価する。(100%) 

 

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） 
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■WM138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM138／危機管理学特別研究２Ａ 

(Directed Study:Crisis Management 2A) 

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

会と誠実に向き合いつつ、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７５億人を超える今日の国際社会。しかし世界には本当に７５億もの人間が存在しているのだろうか。実際には数億の人間

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 75 年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・調査の方法と分析枠組みについて（１） 

7. 研究・調査の方法と分析枠組みについて（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） 

1. 長有紀枝、2021、『入門 人間の安全保障』、中央公論新社 (ISBN:412192195X) 

2. 長有紀枝、2020、『スレブレニツァ・ジェノサイド』、東信堂 (ISBN:4798916463) 

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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■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

究を実施して，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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■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） 

学生が各々の研究テーマに基づいた博士論文を作成すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文作成に向けて，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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 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。 

2. 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。 

3. 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。 

4. 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。 

5. 各受講者の研究進捗状況を把握し、調査研究のスケジュールを確認する。 

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. 予定論文提出に向け、個別指導 

 

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

博士論文執筆に関する調査研究を進め、その概要をまとめ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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■WM157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM157／危機管理学特別研究１Ｂ 

(Directed Study:Crisis Management 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
長坂 俊成(NAGASAKA TOSHINARI) 

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） 

博士論文の作成に向けて、受講生が設定したテーマに基づき研究指導を行う。対象領域は主として、以下の研究領域とする。 

リスク学、リスクガバナンス、リスクコミュニケーション、防災政策、危機管理、災害医療・福祉、放射性廃棄物、防災教育、災害情

報、情報政策、オープンデータ、ソーシャルウェア、コミュニティガバナンス、地域プロデュース、デジタルアーカイブ、ワークスタイ

ル、テレワーク 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の進捗報告に基づき個別面談指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究指導 

2. 研究指導 

3. 研究指導 

4. 研究指導 

5. 研究指導 

6. 研究指導 

7. 研究指導 

8. 研究指導 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究指導 

14. 研究指導 

 

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） 

博士論文の進捗報告と討論に基づき評価する。(100%) 

 

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） 
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■WM158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM158／危機管理学特別研究２Ｂ 

(Directed Study:Crisis Management 2B) 

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

会と誠実に向き合いつつ、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７５億人を超えると推定される今日の国際社会。しかし世界には本当に７５億の人間が存在しているのだろうか。実際には

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・調査の方法と分析枠組みについて（１） 

5. 研究・調査の方法と分析枠組みについて（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） 

1. 長有紀枝、2021、『入門 人間の安全保障』、中央公論新社 (ISBN:412192195X) 

2. 長有紀枝、2020、『スレブレニツァ・ジェノサイド』、東信堂 (ISBN:4798916463) 

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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■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 朋子(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。客観的なデータと現場における実践の両面から、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） 
河口 眞理子(KAWAGUCHI MARIKO) 

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） 

持続可能な社会構築にむけて、ＳＤＧｓに即して、経済の在り方が再定義されはじめた。資本主義、企業の目的、投資の在り方、

消費の在り方、暮らし方、すべてにわたり、持続可能なスタイルへのシフトがもとめられている。具体的な領域においてサステナブ

ルな社会への実効性のある提言を作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ＳＤＧｓとパリ協定がもとめる社会の転換は、それぞれの主体（企業、投資、行政、生活者）ごとに取り組まなければならない。いず

れかの主体のサステナブルな在り方・仕組みをについての提言を行う。そのためには、文献調査による知識をもとに、フィールド

ワーク、実地調査などを踏まえて、実効性のある提言策定を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サステナブル社会像についての議論 

2. サステナブル社会像についての議論 

3. サステナブル社会像いついての議論 

4. 研究計画の策定 

5. 研究計画の策定 

6. 研究計画の策定 

7. 研究計画の策定 

8. 研究計画の策定 

9. 研究発表 

10. 研究発表 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. 個別指導 

14. 個別指導 

 

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

フィールドワークや、実地調査、アンケート調査などについてフレキシブルに対応する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討議への積極的な参加(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） 

 

 

  



 - 14 - 

■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） 
三浦 建太郎(MIURA KENTARO) 

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） 

学生各自の設定した専門テーマに関する研究を進め、社会に対して学術的価値のある発見を提示する論文の完成を目標とする 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別のテーマに関する研究と論文執筆の進捗や、様々な課題に対応した指導を行う。 

また随時、論文の構成、研究と論文執筆の進捗について、他の学生に対する発表を行い、相互に意見交換、アドバイスをするこ

とを通じて、他者の視点を意識することで、客観性を持った質の高い論文を書くためのヒントと手がかりを得る場とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個別のテーマ・研究と執筆計画の確認 

3. 個別のテーマ・研究と執筆計画の確認 

4. 個別面談とグループでの議論 

5. 個別面談とグループでの議論 

6. 個別面談とグループでの議論 

7. 個別面談とグループでの議論 

8. 個別面談とグループでの議論 

9. 個別面談とグループでの議論 

10. 個別面談とグループでの議論 

11. 個別面談とグループでの議論 

12. 個別面談とグループでの議論 

13. 研究と論文執筆の進捗と今後の計画の確認 

14. 研究と論文執筆の進捗と今後の計画の確認 

 

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

研究と論文執筆を進める 

随時、進捗の確認と計画の再考 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究と論文執筆の進捗による評価(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」の実現に向けて、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、社会デザインを実際に進める上で、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。 

 

実務家としては、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実践や資金調達等に取り組んできた実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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■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 朋子(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。客観的なデータと現場における実践の両面から、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） 
河口 眞理子(KAWAGUCHI MARIKO) 

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） 

持続可能な社会構築にむけて、ＳＤＧｓに即して、経済の在り方が再定義されはじめた。資本主義、企業の目的、投資の在り方、

消費の在り方、暮らし方、すべてにわたり、持続可能なスタイルへのシフトがもとめられている。今までの職務や生活経験から、課

題と認識していた領域において、持続可能な社会への実効性のある提言を作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ＳＤＧｓとパリ協定がもとめる社会の転換は、それぞれの主体（企業、投資、行政、生活者）ごとに取り組まなければならない。いず

れかの主体のサステナブルな在り方・仕組みをについての提言を行う。そのためには、文献調査による知識をもとに、フィールド

ワーク、実地調査などを踏まえて、実効性のある提言策定を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画の策定 

2. 研究計画の策定 

3. 個別指導 

4. 個別指導 

5. 個別指導 

6. 個別指導 

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. 研究発表 

14. 研究発表 

 

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

フィールドワークや、実地調査、アンケート調査などについてフレキシブルに対応する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討議への積極的な参加(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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■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） 
三浦 建太郎(MIURA KENTARO) 

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） 

学生各自の設定した専門テーマに関する研究を進め、社会に対して学術的価値のある発見を提示する論文の完成を目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別のテーマに関する研究と論文執筆の進捗や、様々な課題に対応した指導を行う。 

また随時、論文の構成、研究と論文執筆の進捗について、他の学生に対する発表を行い、相互に意見交換、アドバイスをするこ

とを通じて、他者の視点を意識することで、客観性を持った質の高い論文を書くためのヒントと手がかりを得る場とする。 

論文執筆年次の学生は、早期に論文全体の一旦の完成から、再度、完成度を高めるためのブラッシュアップの行程を設ける 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個別のテーマ・研究と執筆計画の確認 

3. 個別のテーマ・研究と執筆計画の確認 

4. 個別面談とグループでの議論 

5. 個別面談とグループでの議論 

6. 個別面談とグループでの議論 

7. 個別面談とグループでの議論 

8. 個別面談とグループでの議論 

9. 個別面談とグループでの議論 

10. 個別面談とグループでの議論 

11. 個別面談とグループでの議論 

12. 個別面談とグループでの議論 

13. 研究と論文執筆の進捗と今後の計画の確認 

14. 研究と論文執筆の進捗と今後の計画の確認 

 

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

研究と論文執筆を進める 

随時、進捗の確認と計画の再考 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究と論文執筆の進捗による評価(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」の実現に向けて、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、社会デザインを実際に進める上で、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。 

 

実務家としては、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実践や資金調達等に取り組んできた実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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■WM331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM331／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） 
２単位(2 Credits) 

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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■WM333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM333／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） 
２単位(2 Credits) 

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

究を実施して，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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■WM336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM336／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） 
２単位(2 Credits) 

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） 

学生が各々の研究テーマに基づいた博士論文を執筆すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文作成に向けて，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。 

 

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. 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。 

 

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

博士論文執筆に関する調査を進め、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、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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■WM337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM337／危機管理学特別研究１Ａ 

(Directed Study:Crisis Management 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
長坂 俊成(NAGASAKA TOSHINARI) 

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） 
SDS7810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

博士論文の作成に向けて、受講生が設定したテーマに基づき研究指導を行う。対象領域は主として、以下の研究領域とする。 

リスク学、リスクガバナンス、リスクコミュニケーション、防災政策、危機管理、災害医療・福祉、放射性廃棄物、防災教育、災害情

報、情報政策、オープンデータ、ソーシャルウェア、コミュニティガバナンス、地域プロデュース、デジタルアーカイブ、ワークスタイ

ル、テレワーク 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の進捗報告に基づき個別面談指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究指導 

2. 研究指導 

3. 研究指導 

4. 研究指導 

5. 研究指導 

6. 研究指導 

7. 研究指導 

8. 研究指導 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究指導 

14. 研究指導 

 

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） 

博士論文の進捗報告と討論に基づき評価する。(100%) 

 

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） 
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■WM338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM338／危機管理学特別研究２Ａ 

(Directed Study:Crisis Management 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

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） 
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

会と誠実に向き合いつつ、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７５億人を超える今日の国際社会。しかし世界には本当に７５億もの人間が存在しているのだろうか。実際には数億の人間

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 75 年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・調査の方法と分析枠組みについて（１） 

7. 研究・調査の方法と分析枠組みについて（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） 

1. 長有紀枝、2021、『入門 人間の安全保障』、中央公論新社 (ISBN:412192195X) 

2. 長有紀枝、2020、『スレブレニツァ・ジェノサイド』、東信堂 (ISBN:4798916463) 

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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■WM351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM351／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） 
２単位(2 Credits) 

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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■WM353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM353／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） 
２単位(2 Credits) 

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

究を実施して，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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■WM356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM356／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） 
２単位(2 Credits) 

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） 

学生が各々の研究テーマに基づいた博士論文を作成すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文作成に向けて，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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 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。 

2. 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。 

3. 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。 

4. 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。 

5. 各受講者の研究進捗状況を把握し、調査研究のスケジュールを確認する。 

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. 予定論文提出に向け、個別指導 

 

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

博士論文執筆に関する調査研究を進め、その概要をまとめ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） 

 

 

  



 - 31 - 

■WM357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM357／危機管理学特別研究１Ｂ 

(Directed Study:Crisis Management 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
長坂 俊成(NAGASAKA TOSHINARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

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） 

博士論文の作成に向けて、受講生が設定したテーマに基づき研究指導を行う。対象領域は主として、以下の研究領域とする。 

リスク学、リスクガバナンス、リスクコミュニケーション、防災政策、危機管理、災害医療・福祉、放射性廃棄物、防災教育、災害情

報、情報政策、オープンデータ、ソーシャルウェア、コミュニティガバナンス、地域プロデュース、デジタルアーカイブ、ワークスタイ

ル、テレワーク 

 

授業の内容（Course Contents） 

博士論文の進捗報告に基づき個別面談指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究指導 

2. 研究指導 

3. 研究指導 

4. 研究指導 

5. 研究指導 

6. 研究指導 

7. 研究指導 

8. 研究指導 

9. 研究指導 

10. 研究指導 

11. 研究指導 

12. 研究指導 

13. 研究指導 

14. 研究指導 

 

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） 

博士論文の進捗報告と討論に基づき評価する。(100%) 

 

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） 
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■WM358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM358／危機管理学特別研究２Ｂ 

(Directed Study:Crisis Management 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
長 有紀枝(OSA YUKIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

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

会と誠実に向き合いつつ、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７５億人を超えると推定される今日の国際社会。しかし世界には本当に７５億の人間が存在しているのだろうか。実際には

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・調査の方法と分析枠組みについて（１） 

5. 研究・調査の方法と分析枠組みについて（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） 

1. 長有紀枝、2021、『入門 人間の安全保障』、中央公論新社 (ISBN:412192195X) 

2. 長有紀枝、2020、『スレブレニツァ・ジェノサイド』、東信堂 (ISBN:4798916463) 

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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■WM372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM372／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 朋子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

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） 
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。客観的なデータと現場における実践の両面から、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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■WM373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM373／社会デザイン学主題別研究３Ａ 

(Special Topics:Social Design 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
河口 眞理子(KAWAGUCHI MARIKO) 

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） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

持続可能な社会構築にむけて、ＳＤＧｓに即して、経済の在り方が再定義されはじめた。資本主義、企業の目的、投資の在り方、

消費の在り方、暮らし方、すべてにわたり、持続可能なスタイルへのシフトがもとめられている。具体的な領域においてサステナブ

ルな社会への実効性のある提言を作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ＳＤＧｓとパリ協定がもとめる社会の転換は、それぞれの主体（企業、投資、行政、生活者）ごとに取り組まなければならない。いず

れかの主体のサステナブルな在り方・仕組みをについての提言を行う。そのためには、文献調査による知識をもとに、フィールド

ワーク、実地調査などを踏まえて、実効性のある提言策定を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サステナブル社会像についての議論 

2. サステナブル社会像についての議論 

3. サステナブル社会像いついての議論 

4. 研究計画の策定 

5. 研究計画の策定 

6. 研究計画の策定 

7. 研究計画の策定 

8. 研究計画の策定 

9. 研究発表 

10. 研究発表 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. 個別指導 

14. 個別指導 

 

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

フィールドワークや、実地調査、アンケート調査などについてフレキシブルに対応する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討議への積極的な参加(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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■WM374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM374／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） 
２単位(2 Credits) 

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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■WM375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM375／社会デザイン学主題別研究５Ａ 

(Special Topics:Social Design 5A) 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 建太郎(MIURA KENTARO) 

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） 
SDS7910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生各自の設定した専門テーマに関する研究を進め、社会に対して学術的価値のある発見を提示する論文の完成を目標とする 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別のテーマに関する研究と論文執筆の進捗や、様々な課題に対応した指導を行う。 

また随時、論文の構成、研究と論文執筆の進捗について、他の学生に対する発表を行い、相互に意見交換、アドバイスをするこ

とを通じて、他者の視点を意識することで、客観性を持った質の高い論文を書くためのヒントと手がかりを得る場とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個別のテーマ・研究と執筆計画の確認 

3. 個別のテーマ・研究と執筆計画の確認 

4. 個別面談とグループでの議論 

5. 個別面談とグループでの議論 

6. 個別面談とグループでの議論 

7. 個別面談とグループでの議論 

8. 個別面談とグループでの議論 

9. 個別面談とグループでの議論 

10. 個別面談とグループでの議論 

11. 個別面談とグループでの議論 

12. 個別面談とグループでの議論 

13. 研究と論文執筆の進捗と今後の計画の確認 

14. 研究と論文執筆の進捗と今後の計画の確認 

 

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

研究と論文執筆を進める 

随時、進捗の確認と計画の再考 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究と論文執筆の進捗による評価(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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■WM376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM376／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） 
２単位(2 Credits) 

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」の実現に向けて、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、社会デザインを実際に進める上で、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。 

 

実務家としては、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実践や資金調達等に取り組んできた実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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■WM382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM382／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 朋子(WAKABAYASHI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

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。客観的なデータと現場における実践の両面から、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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■WM383 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM383／社会デザイン学主題別研究３Ｂ 

(Special Topics:Social Design 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
河口 眞理子(KAWAGUCHI MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

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） 

持続可能な社会構築にむけて、ＳＤＧｓに即して、経済の在り方が再定義されはじめた。資本主義、企業の目的、投資の在り方、

消費の在り方、暮らし方、すべてにわたり、持続可能なスタイルへのシフトがもとめられている。今までの職務や生活経験から、課

題と認識していた領域において、持続可能な社会への実効性のある提言を作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ＳＤＧｓとパリ協定がもとめる社会の転換は、それぞれの主体（企業、投資、行政、生活者）ごとに取り組まなければならない。いず

れかの主体のサステナブルな在り方・仕組みをについての提言を行う。そのためには、文献調査による知識をもとに、フィールド

ワーク、実地調査などを踏まえて、実効性のある提言策定を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究計画の策定 

2. 研究計画の策定 

3. 個別指導 

4. 個別指導 

5. 個別指導 

6. 個別指導 

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. 研究発表 

14. 研究発表 

 

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

フィールドワークや、実地調査、アンケート調査などについてフレキシブルに対応する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討議への積極的な参加(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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■WM384 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM384／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） 
２単位(2 Credits) 

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） 

 

 

  



 - 41 - 

■WM385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM385／社会デザイン学主題別研究５Ｂ 

(Special Topics:Social Design 5B) 

担当者名 

（Instructor） 
三浦 建太郎(MIURA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

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） 

学生各自の設定した専門テーマに関する研究を進め、社会に対して学術的価値のある発見を提示する論文の完成を目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別のテーマに関する研究と論文執筆の進捗や、様々な課題に対応した指導を行う。 

また随時、論文の構成、研究と論文執筆の進捗について、他の学生に対する発表を行い、相互に意見交換、アドバイスをするこ

とを通じて、他者の視点を意識することで、客観性を持った質の高い論文を書くためのヒントと手がかりを得る場とする。 

論文執筆年次の学生は、早期に論文全体の一旦の完成から、再度、完成度を高めるためのブラッシュアップの行程を設ける 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個別のテーマ・研究と執筆計画の確認 

3. 個別のテーマ・研究と執筆計画の確認 

4. 個別面談とグループでの議論 

5. 個別面談とグループでの議論 

6. 個別面談とグループでの議論 

7. 個別面談とグループでの議論 

8. 個別面談とグループでの議論 

9. 個別面談とグループでの議論 

10. 個別面談とグループでの議論 

11. 個別面談とグループでの議論 

12. 個別面談とグループでの議論 

13. 研究と論文執筆の進捗と今後の計画の確認 

14. 研究と論文執筆の進捗と今後の計画の確認 

 

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

研究と論文執筆を進める 

随時、進捗の確認と計画の再考 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究と論文執筆の進捗による評価(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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■WM386 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

WM386／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） 
２単位(2 Credits) 

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」の実現に向けて、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、社会デザインを実際に進める上で、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。 

 

実務家としては、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実践や資金調達等に取り組んできた実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） 



 

 

 

 


