
教材

授業内でプリントを配布する。また、必要に応じて、授業内で参考文献などを紹介する。

事前・事後学習の内容

授業前学習は特に必要としないが、授業後は、自ら住まう地域に加えて大阪市、大阪府内、また広く近畿圏で行われているアートプロジェ
クト（広い意味で） に関心を持ち、報告書などを自ら読み、その成果と問題点について考察すること。

評価方法

小レポート（コミュニケーションシート３回程度） とグループワークの成果をもって評価する。グループワークの成果とは①グループ
ワークでの発言など参加度②プレゼンテーションに用いるレジュメとプレゼンテーション資料（提出）③グループワークを終えての気づき
を記したレポートを指す。

受講生へのコメント

講義科目ではあるが、後半はグループワークを実施するので、自主的主体的な授業参加を求める。また日ごろからアートプロジェクト等に
関心を持ち、文化施設に赴いてみることを希望する。

講義

Arts Management

GEHIS0106.CO

授業の到達目標

アーツマネジメントに関する実践的な知の習得を目標とする。但し、必ずしもアーツマネジメントの実践者を養成するための学びには限定
せず、この学びを通じて、自らの学問的専門分野に生かせる気づきを得、自らの視野を広げるための眼を養ってもらいたい。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

美術館学芸員であった経験を基に、主に美術分野における様々な事例を挙げて詳説する。美術館での教育普及事業やイベント、地域アート
プロジェクトやこれらと観光との接点（アートツーリズム）について、またこれに加えて、地域活性化の手法としてのアーツマネジメント
なども併せて紹介する。後半はグループワークを実施し、グループでの企画を構想し、プレゼンテーションを行ってもらう。
第１回 イントロダクション：アーツマネジメントとは何か
第２回 「アーツマネジメント」の登場と日本への流入
第３回 日本におけるアーツマネジメントのはじまり：芸術文化支援制度の整備
第４回 狭義のアーツマネジメント：美術館で行う事業を例に
第５回 広義のアーツマネジメント：芸術文化の社会への発信
第６回 キーワードは「連携」：文化庁芸術文化振興基金のテーマ変遷を踏まえて
第７回 地域におけるアートプロジェクトの事例第８回 外部講師によるレクチャー：アートプロジェクトの事例
第９回 外部講師によるレクチャー：地域資源、地域産業遺産とその活用
第１０回 地域アートプロジェクトを作る！１：グループワークの趣旨説明とグループ分け
第１１回 地域アートプロジェクトを作る！２：グループワーク
第１２回 地域アートプロジェクトを作る！３：グループワーク
第１３回 地域アートプロジェクトを作る！４：グループワーク
第１４回 地域アートプロジェクトを作る！５：プレゼンテーション準備およびプレゼンテーション
第１５回 地域アートプロジェクトを作る！５：プレゼンテーション、まとめ

科目の主題

劇場の公演や美術館の展覧会、そして音楽会。こうした文化施設で行われる事業に加え、それ以外の芸術文化活動を含めた活動を、広く社
会に発信していくための「仕組み」＝方法論をアーツマネジメントという。近年は演劇や美術、音楽などのファインアート（ハイアート）
分野にとどまらず、広い意味での創造活動を発信する方法論をも指す言葉となった。
地域活性化（まちづくり）の手法としても活発に行われている。本講義では、この言葉が欧米において登場した経緯から日本への流入、そ
して日本での独自の発展までを、事例を挙げながら学んでいく。

担当教員氏名（代表含む） 菅原　真弓

授業コード G016250010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 アーツマネジメント
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授業コード G016230010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 都市の地理学

授業内容・授業計画

授業では、以下の項目にしたがって、図表、写真や映像資料などを用いて国内外の具体的な素材を提示しつつ講述する（数字は授業回
数）。

①  序：地理学では都市をどう捉えるか？
②〜④ 都市の形成過程
⑤・⑥  都市機能分化と空間構造の変容
⑦・⑧  日本の都市
⑨・⑩  現代社会と都市問題
⑪・⑫  都市更新事業とまちづくり
⑬ 人口減少と都市の縮退
⑭  まとめと今後の展望：都市の未来像
⑮  試験

科目の主題

現在、世界人口の過半数、先進工業国では国民の三分の二以上が都市に居住している。古代にメソポタミアで誕生して以来、都市の歴史は
長いが、現代こそまさに「都市の時代」であるといえよう。また、都市は人々の日常生活や産業活動の舞台であると同時に、過密、環境汚
染など様々な問題が集積している場所でもある。さらに、日本を含む一部の先進工業国では、近年において空き家や未利用地が増大し、市
街地が成長から縮退へと転換する現象も生じている。
そこで本講義では、自然・人文の諸現象が相互にむすびついて展開する地表面の空間的な構造を研究する地理学の立場から、都市の形態、
機能、構造について国内外の具体的事例を提示しつつ概説する。

担当教員氏名（代表含む） 大場　茂明

講義

Geography of Urban Area

GEHIS0117.CO

授業の到達目標

順次取り上げるトピックの学習を通じて、近年の都市問題や今後のまちづくりの課題についての知見を深め、その重要性を把握することが
できる。あわせて、地理学のアプローチにもとづいて、激動する現代社会の諸問題を理解するための術（すべ）を身につけることができ
る。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

教科書：使用しない（各回授業時に、レジュメと参考図表類、前回授業内容に関する質問とその回答を配布する）。
参考書：必要に応じて、授業時に紹介する。

事前・事後学習の内容

各回授業終了時に、次回の講義内容を予告するとともに、主要項目を３〜４個のキーワードで示す。必ず事前にそれらの内容を確認し、授
業に臨むこと。また、授業のはじめに、前回提出されたコミュニケーション・ カードに基づき質疑応答を行い、前回講義内容についての
理解を深める（１５〜２０分間程度）。したがって、授業終了後には、各自講義の要点を整理するなど、復習を欠かさないようにするこ
と。

評価方法

評価は、毎回の授業終了時に当日の講義内容に対する疑問点などを自由に記入してもらうコミュニケーション・カードによる平常点（２
０％）と、定期試験の点数（８０％）によって行う。

受講生へのコメント

授業では、理論や概念のみを取り上げるのではなく、具体例に則して進めていく。したがって、高校時代に地理を履修していたかどうかは
問わないし、特別な予備知識も必要としない。専門用語については、その都度解説や補足説明を加えていくので、授業に集中して臨んでほ
しい。
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授業コード G017210010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 音楽と対話

授業内容・授業計画①

第1回        イントロダクション
第2回        音楽のもつ対話の側面について
第3回        音楽療法における対話
第4回        音楽療法における対話の過程
第5回        コミュニティ音楽療法における対話
第6回        対話と関係性の問題
第7回        即興音楽に見られる対話の要素①
第8回        即興音楽に見られる対話の要素②
第9回        世界のコミュニティ音楽
第10回        日本におけるコミュニティ音楽
第11回        音環境との対話
第12回        音楽を用いた対話の場
第13回        音の対話とことばの対話
第14回        総括

科目の主題

音楽には、リラックスしたり、仲間意識を高めたり、気分を発散させるなどの様々な機能があるが、本講義では、特に即興音楽を中心とし
た対話の機能に着目し、多様な実践領域を取り上げる。主に取り上げるのは、音楽療法やコミュニティ音楽における実践である。また、そ
れらの実践が、どのような理論的背景を持つのかを学ぶ。なお、その機能を体験するための簡単なワークを伴うことがある。

担当教員氏名（代表含む） 沼田　里衣

講義

Music and Dialogue

授業の到達目標

音楽の対話の側面について、社会の様々な場面におけるその有効性について説明できること。また、対話の場面で問題となる「場」の設定
の仕方、人々が社会的な関係を構築する際の諸問題について理解し、解決の方法を思考できること。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

授業内で適宜参考文献を提示する。

事前・事後学習の内容

授業内に提示した事例や文献について学ぶこと。

評価方法

レポート課題（60％）、および各回の授業のコミュニケーションシート（40％）を評価の対象とする。合計点60％を合格ラインとする。

受講生へのコメント

視聴覚教材を適宜使用する。また、「音楽と対話」に関する、簡単なワークを行うことがある。なお、音楽に関する特別な専門知識や技能
は要求しない。
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授業内容・授業計画②

講義は配布プリントにもとづいた講義形式で進める。
また、リアクションカードに質問や感想などを書いてもらうことがある。
なお、講義内容は受講者の理解度等に応じて変更することがある。

教材

毎回プリント・資料を配布し、それに即しながら講義を進める。
参考文献等に関しては必要に応じてその都度指示する。

事前・事後学習の内容

事前学習
配布したプリント等に目を通し、分からない語句などがあれば辞典類を使って調べておく。
事後学修
プリントやノートを読み返して講義内容を整理し、それに対する自分の意見・考えをまとめておく。
そのほか、講義中に紹介された参考文献等を各自の判断で適宜目を通しておく。

評価方法

期末の筆記試験と受講態度を総合的に勘案して評価（おおよそ試験70％、受講態度30％が目安）する。
試験では講義内容の理解度と、それらを踏まえた自らの見解を論理的に記述できているかを問う。

受講生へのコメント

大学の歴史学の講義は暗記科目ではない。
一方的に講義を聴くだけではなく、講義内容を理解した上で自分なりの考えを持てるよう、積極的な姿勢で毎回の授業に臨んでほしい。
また、大阪をテーマとした講義なので、とりあげられた遺跡や関連する展示のある博物館等に足を運んでほしい。

講義

History of Osaka

GEHIS0129.CO

授業の到達目標

古代の政治・社会における上町台地を中心とした大阪の地の位置づけについて理解を深める。
あわせて、資料（史料）に即した実証的な歴史学の思考法を身につける。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画①

第1回　ガイダンス
第2回　難波宮前史
第3回　難波宮の構造と特質
第4回　難波宮と大化改新
第5回　木簡からみた難波宮
第6回　古代の大阪と仏教
第7回　行基の事績
第8回　行基集団と地域社会
第9回　河内地方の古代仏教
第10回　摂河泉金石文①−采女氏塋域碑−
第11回　摂河泉金石文②−磯長谷の墓誌−
第12回　摂河泉金石文③−野中寺弥勒菩薩像−
第13回　摂河泉金石文④−船王後墓誌−
第14回　まとめ

科目の主題

「大阪の古代史」
政治・経済の拠点としての大阪は、豊臣秀吉の大坂城築城以降とイメージされることが多い。
しかし、上町台地を中心とした大阪の地の重要性は、古墳時代にさかのぼって認められるものである。
本講義では飛鳥・奈良時代（7〜8世紀）を中心とした大阪の古代史を、具体的な遺跡・遺物（資料）に即しながら講じたい。

担当教員氏名（代表含む） 磐下　徹

授業コード G010510010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 歴史のなかの大阪
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授業コード G016201010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 観光研究入門

授業内容・授業計画

第１回 ガイダンス
第２回 「観光」とは何か〜観光を定義する
第３回 旅と観光の社会史Ⅰ〜古代から近世に至るまでの“旅人”の相克
第４回 旅と観光の社会史Ⅱ〜近代マス・ツーリズムの誕生
第５回 旅と観光の社会史Ⅲ〜近代マス・ツーリズムの展開とポスト・マス・ツーリズム
第６回 現代観光を支える社会のしくみ〜多文化の繋留・混交点としての駅・空港・世界都市…
第７回 観光地はなぜ「観光地」なのか〜観光地イメージの構築と、観光資源の類型
第８回 現代日本人の観光スタイルを探る〜国際観光アウトバウンド編
第９回 日本を訪れる外国人観光客の特徴〜国際観光インバウンド編
第１０回 観光政策の役割と「観光立国」論
第１１回 観光研究の視点と方法Ⅰ〜観光者の心理と行動をつかむ（観光心理学）
第１２回 観光研究の視点と方法Ⅱ〜自然景観や文化表象の意味や価値をめぐって（観光人類学・文化経済学）
第１３回 観光研究の視点と方法Ⅲ〜観光地域をデザインする（観光まちづくり論）
第１４回 観光研究の視点と方法Ⅳ〜楽しみ（愉しみ） 方をデザインする（観光メディア論）
講義形式で展開し、毎回写真や映像資料など、ビジュアルな資料を豊富に提示する予定です。板書は基本的に行わないので、内容をリアル
タイムに考察、整理しながらメモ等をとっていく姿勢が求められます。

科目の主題

「グローバル化・ボーダレス化社会における現代観光のナゼ？」をテーマとした観光研究に関する導入的な科目です。観光の歴史と現在に
関して概観した後、それらを研究するための視点と方法に関して検討する。前半（第２〜７回）は、観光の歴史的展開や、観光という現象
が現代社会において成立している背景に関して考察します。中半（第８〜１０回）は、現代日本の国内・国際観光の実態に関して、各種の
調査データ等に基づきつつ概観します。後半（第１０〜１５回）は、観光研究の視点と方法に関して、人文・社会科学的なアプローチを中
心として、いくつかの具体的な研究成果を紹介しつつ説明します。

担当教員氏名（代表含む） 天野　景太

講義

Introduction to Tourism Studies

GELIB0115.CO

授業の到達目標

２１世紀は「観光の世紀」と謳われ、多方面から着目されています。このような中で、安易に時流に飲まれたり、目先の現象だけに囚われ
たりすることなく、総合的（幅広い視野から）、相対的（距離をおいて）に、観光現象の本質を捉えるセンスを持てるようにします。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

参考文献は、教場において逐次紹介します。また、毎回教場にてプリントを配布します。原則として過去の授業で使用したプリントの再配
布はしません。

事前・事後学習の内容

日頃から主体的に新聞やテレビに接し、観光に関するニュースに親しんでおくこと。また、授業後、その日の授業内容に関して文章化し、
自分の考えとともにノートにまとめておくと良いです。また、日頃から主体的に身近な観光体験を客観的に考えてみる習慣をつけてくださ
い。

評価方法

毎回授業の最後に、コミュニケーションペーパーにその日の授業内容を受けての自らの考察、感想を記してもらいます。コミュニケーショ
ンペーパーへの回答による平常点（３０％）、と期末試験（７０％）で評価します。 ただし、コミュニケーションペーパーへの回答数
（≒出席数）が通算で１１回未満の場合、原則とし て評点にかかわらずF評価となります。なお、正課授業の課外活動、病気、就職活動等
やむを得ず欠席する場合、出席回数への配慮はしますが、平常点の加点はしません。授業開始後３０分を経過してから教室に入室した場
合、欠席扱いとします。

受講生へのコメント

観光研究は、その制度的側面（法学）、経済・経営的側面（商学・経済学）、社会・文化的側面（社会学・文化論）、工学的側面（地域・
景観計画）、福祉・医療的側面（ソーシャル・ツーリズム）など、さまざまな視点からの学際的なアプローチが要請されている研究分野で
す。旅行が好きな人、将来観光に関連する進路を目指す人、ゼミ等で観光分野の研究を志向する人をはじめ、幅広い学部からの履修を歓迎
します。ただし、例年すべての回に出席した受講生であっても不合格者は一定数出ています。毎回、真剣勝負で講義に向き合い、考察を試
み続けていなければ、テストには全く太刀打ちできないでしょう。心してください。
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教材

井上俊・伊藤公雄編『都市的世界』（社会学ベーシックス４）世界思想社。
伊地知紀子『生活世界の創造と実践—韓国・済州島の生活誌から』御茶の水書房。
その他、授業中に適宜指示する。資料配布、ビデオやスライドも使用予定。

事前・事後学習の内容

事後に配布資料を熟読し、関連書籍を読むようにすること。

評価方法

授業中のミニレポートを含む平常点４０％、期末試験６０％。

受講生へのコメント

授業中に講義内容に関する意見を聞くことがある。

講義

Sociology of Urbanization

GEHUM0106.CO

授業の到達目標

都市を重層的に捉える視点を身につけ、自分に身近な歴史や生活を見直すなかで、視野を広げ汎用性の高い世界観を養う。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

１．オリエンテーション
２．日本社会とエスニシティ（１）
３．日本社会とエスニシティ（２）
４．韓国・済州島／日本・大阪（１）
５．韓国・済州島／日本・大阪（２）
６．越境する生活圏−解放前（１）
７．越境する生活圏−解放前（２）
８．越境する生活圏−解放後（１）
９．越境する生活圏−解放後（２）
１０．オールド・カマーとニュー・カマー
１１．都市化と移動
１２．ヘイトクライムと日本社会
１３．多文化と共生（１）
１４．多文化と共生（２）
１５．試験

科目の主題

都市的世界を社会学の視点から考察する。モノ・ヒト・情報がさまざまなボーダーを越えて移動する現代世界では、グローバル化が一つの
キーワードとなり、日本もまたその流れのなかにある。この講義では、グローバル化のなかで生じる日本の都市的世界を朝鮮半島との関わ
りのなかから考える。具体的には、明治期から現代までを射程に入れ、大阪が多民族・多文化社会となっていく様子を韓国・済州島との関
わりを考察対象とする。

担当教員氏名（代表含む） 伊地知　紀子

授業コード G012250010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 都市的世界の社会学
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授業コード G010720010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 コミュニティ防災

授業内容・授業計画

オムニバス形式の授業として、各教員が分担して講義します。
第１回    防災士の役割                             生田英輔（生）
第２回    避難と避難行動                           生田英輔（生）
第３回    近年の自然災害に学ぶ                     重松孝昌（工）
第４回    地震のしくみと被害                       三田村宗樹（理）
第５回    耐震診断と補強                           谷口与史也（工）
第６回    土砂災害と対策                           大島昭彦（工）
第７回    災害情報の発信と入手                     吉田大介（工）・米澤 剛（工）・ラガワン（工）
第８回    身近でできる防災対策                     渡辺一志（健）・生田英輔（生）
第９回    災害医療                                 山本啓雅（医）
第10回  災害とボランティア活動                     野村恭代（生）
第11回  火災と防火対策                             重松孝昌（工）
第12回  都市防災                                   重松孝昌（工）
第13回  被害想定とハザードマップ                   中條壮大（工）
第14回  災害と流言・風評                           佐伯大輔（文）
第15回  地域の自主防災活動                         生田英輔（生）
教材に基づいた講義を基本とし、3回に1回程度、30分程度の演習を取り入れる。
※この授業は実務家教員により提供されている科目である。

科目の主題

頻発する自然災害に対して、レジリエントな地域づくりがわが国の課題となっている。今後懸念される巨大複合災害には従来の公的機関に
よる防災対応に加え、地域コミュニティの力を生かしたコミュニティ防災が重視されており、本講座ではコミュニティ防災の基礎となる災
害事象とコミュニティ防災を実践する上での基礎素養を学ぶ。

担当教員氏名（代表含む） 生田　英輔

講義

Community Based Disaster Management

GEENV0114.CO

授業の到達目標

コミュニティ防災においては、災害時における被災者の視点および対応者の視点が必要である。本講座では災害事象のメカニズムと被害・
対策、人間行動、防災計画、災害情報、要配慮者、災害医療、災害ボランティア、レジリエンス等の理解と地域コミュニティおける防災活
動の計画立案能力の獲得を目標とする。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

講義では、「防災士教本（日本防災士機構発行）」を教材として用いる。毎回の講義はもちろんレポート課題も教材に応じた内容とするた
め、受講生は必ず購入すること。防災士教本は生協・書店等では入手できないため、購入に関しては初回の講義で案内する。教本に加えて
スライド、ビデオ等を用い、必要に応じてレジュメ・資料を配布する。レジュメ・資料・レポートは授業支援システムで配布する為、使い
方を確認しておくこと。講義内容の理解を深めるために参考文献を購入しても良い。
【教科書（購入は必須】】

防災士教本【参考書（購入は任意）】

いのちを守る都市づくり【課題編】東日本大震災から見えてきたもの、大阪市立大学都市防災研究グループ編、大阪公立大学共同出版会、
ISBN 978-4-901409-89-6
いのちを守る都市づくり【アクション編】 みんなで備える広域複合災害、大阪市立大学都市防災研究グループ編、大阪公立大学共同出版
会、ISBN 978-4-901409-98-8
コミュニティ防災の基本と実践、公立大学連携地区防災教室ワークブック編集委員会、大阪公立大学共同出版会、ISBN 978-4907209841

事前・事後学習の内容

授業の約１週間前に授業支援システムで公開する。授業資料と教材の該当講を読了し、授業に臨むこと。事前学習には90分程度の時間を要
する。事後学習として教材及び授業資料等を整理、確認したうえで最新の災害事例の情報をまとめること。事後学習には90分程度の時間を
要する。

評価方法

レポート2回（50％）及び演習レポート5回（50％）により評価する。最高点を100点として、60点以上を合格とする。

受講生へのコメント

講義は非常勤講師を含む教員によるオムニバス形式で行うが、講師の都合により講義の順番が前後することがあるため、講義時の連絡をよ
く聞くこと。実践を踏まえた多様な知識を提供するので、毎回の講義出席が前提であり、積極的に取り組んで欲しい。また、日頃からコ
ミュニティ防災について関心を持ち、関連する情報を収集する学習姿勢を望みたい。
なお、本科目は、特定非営利活動法人日本防災士機構の「防災士養成講座」として認証されており、受講者は、本科目を受講することで、
防災士資格取得の要件の一部を満たすことができる。防災士資格取得については、初回の授業で説明する。
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授業コード G010680010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 大阪の地理

授業内容・授業計画①

授業内容は地図や文字資料、映像をヴィジュアルに見せながら進めることを基本とするので，語られる都 市空間の現実感覚を授業で養っ
てもらいたい。そしてフィールドワークが非常に重要な位置を占めるので、普段の講義で紹介するフィールドワーク術を学ぶとともに、実
地でのまちを見る地図を読むトレーニングを積んでもらいたい。
１）地図からみた杉本町と大阪市立大学の歴史
２）絵図からみた近世都市空間
３）明治初期の都市空間の特徴
４）フィールドワーク１（大坂城下町）
５）明治末期の大阪の都市景観
６）郊外の誕生、スラムの拡大
７）大正期の都市社会政策と居住状況
８）ベルエポック大阪 １９３０年代
９）フィールドワーク２（郊外住宅地）
１０）戦争と都市
１１）空襲、そして戦後復興
１２）バラック、闇市
１３）高度成長期の都市改造、都市再開発
１４）フィールドワーク３（大都市の光と影）

科目の主題

現代都市、特に大阪市を中心にしつつ、京阪神大都市圏にも言及しながら、こうした地域で生起するさまざまな都市開発や都市経営、都市
問題の起源，歴史，現状について座学で学ぶと同時に，実地に都市のフィー ルドワーク３回を行なうことによって，実感的にも把 握して
もらうことをめざしている。

担当教員氏名（代表含む） 水内　俊雄

講義

Geographical Topics in and around Osaka

GEHIS0132.CO

授業の到達目標

都市の歴史地理学として，都市形成の歴史や系譜をどのように発見し、地的教養を獲得してゆくことをめざしている。加えて特色として、
フィールドワークを通じて，地域描写の文章化を課しているところにある。 こうして京阪神とも比較しながら大阪の都市形成を学ぶこ
と、またそこでの系譜の遺産や課題を知ることは、大阪の将来を考えてゆく上での基礎的教養として役立つ。こうした教養が、大阪の将来
を考えるにどのように貢献するのかも紹介してみたい。歴史地理的な見方の醍醐味を味わっていただきたい。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

水内俊雄 他共著 『モダン都市の系譜−地図から読み解く社会と空間−』（ナカニシヤ出版）、２００８年を参考書としてお勧めする。授業
のかなりの部分は、この書に掲載されているところと重なっているので、より深い丁寧な理解を求める読者にこの本を推奨する。

事前・事後学習の内容

３回のフィールドワークについては、事前に対象地の下調べをしておくことで、実際の現場での観察の質が大きく向上する。貪欲に地域の
情報をいろいろな手段で摂取するように心がけてほしい。

評価方法

コミュニケーションカードの毎回の提出を出席の平常点とし、これに加えて、３回課す予定のフィールドワークレポートを必須とする。こ
のレポート内容をベースに成績評価をおこなう。

受講生へのコメント

この手の研究は，まず現場に対してどれだけの情報 をもち，実際にその場を知っているかと言う，現場のリアリティ感覚が最も問われ
る。フィールドワークで都市を「批判的に見る」目をやしなっておいて欲しい。また下記の使用教材は地図が多用された内容となってお
り、これなしで授業を受けると、理解不能となり、フィールドワークにも差し支えることを予め注意しておいて欲しい。
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教材

テキスト
プリントを配布する。
参考書
天満天神繁昌亭・上方落語協会編 やまだりよこ著『上方落語家名鑑 第二版』（出版文化社）
豊田善敬編『桂春団治はなしの世界』（東方出版）
DVD「極付十番 三代目 桂春團治」（松竹芸能株式会社）
DVD繁昌亭らいぶシリーズ１ 桂春之輔「ぜんざい公社」「もう半分」「まめだ」（テイチクエンタテインメント）

事前・事後学習の内容

授業で取り上げるテーマは事前に予告されるので、あらかじめそれについて基本的なことを調べた上で授業に臨むこと。また授業後は、そ
れぞれ授業の中で特に関心を持った事柄について、参考になる文献を探して読み、思索を深めること。

評価方法

到達目標の達成度について、以下の通りの評価を行う。
評価方法とその割合：毎回の授業に対する感想・意見（コミュニケーションカードに記入・提出）と期末のレポートによる（評価の比重
は、前者５０％・後者５０％）。
合格（単位修得）のための最低基準：レポートにおいて、講座内容を踏まえた適切な考察がなされていること。なお、本科目は出席するこ
とに大きな意義があるので、第2〜14回の授業のうち５回以上欠席した者については、原則として単位を認めない。

受講生へのコメント

本科目で取り上げるのは、落語という一伝統芸能であるが、講義で扱われるテーマは、落語の世界にとどまらない広がりを持つものであ
る。各回の講義を一つの契機として、受講者が、落語のみならず、芸能全般、伝統と現代、大阪の歴史と文化等々について、更に考察を発
展させていくことを期待したい。
※本科目の設置趣旨から、市民への公開授業としても提供するため、受講者数は２００名程度とする。

講義

Introduction to Osaka Rakugo

GEHIS0133.CO

授業の到達目標

落語の歴史、芸の約束事、周辺芸能との関係、東西落語の比較など、様々な視点を導入することによって「落語」というジャンルへの理解
を深め、併せて伝統芸に対する演者の姿勢を知ることにより、現代における落語の意義やあり方について受講者の思索を深める。またそれ
らを通して、落語にとどまらず、広く大阪の歴史・文化・芸能について考察し、それをレポート課題の考察に盛り込むことができる。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

① 開講にあたって
科目の趣旨、講義計画、履修の心得、評価のこと、など。
②〜⑤ 初 級 編
まずは、落語とはいかなる芸能かを４回にわたって解説する。落語を演じるときの基本的なルールや、扇子と手拭いの使い方、落語のルー
ツや現在に至るまでの歴史、そして江戸落語との比較など、様々な角度から大阪落語を分析する。（テーマ） 落語とは・落語の演じ方・
東西落語・落語のルーツなど。
⑥〜⑨ 中 級 編
続く４回は中級編として、長屋の暮らしや、落語に影響を与えた他の芸能、寄席囃子などを取り上げ、昔の大阪や大阪落語の芸に対する理
解を深める。（テーマ）長屋の暮らし・落語と義太夫・落語と大阪の芝居・寄席囃子など。
⑩〜⑬ 上 級 編
最後の４回は上級編として、「落語の情」という観点から、大阪落語の特色について更に深く掘り下げていく。また、寄席への招待とし
て、それまでの授業に増して本格的に落語の実演に接する機会を提供する。（テーマ）落語の中の男と女・親子の情愛など。
⑭ 終講にあたって
⑮ まとめ、レポート提出
※この授業は実務家教員により提供されている科目である。

科目の主題

江戸時代、商都として栄えた大阪は、多くの新しい文化を生み出し、育んだが、その中の一つに落語をあげることができる。落語は、１６
世紀末の安土桃山時代、大名の側近にあって咄相手や講釈をした御伽衆の営為に端を発し、直接には１７世紀後半、京都・大阪・江戸で辻
咄をする商業的落語家が登場し、その芸が発達を遂げたものである。江戸後期には寄席での興行が始まり、近代にかけて大阪・江戸（東
京）を中心に最盛期を迎えた。当初は単に「はなし」と呼ばれ、その後「軽口・軽口ばなし」と言われたが、咄を効果的に結ぶ「落ち」の
技法が確立されるとともに「落としばなし」の名称が定着、近代に入って「落語（らくご）」と音読みされるようになった。一人の演者
が、扇子や手拭いその他、わずかな道具を使うだけで、全ての登場人物を演じ分け、季節や場面を髣髴とさせる高度な話芸が育まれたの
は、先人たちの長きにわたる丹精のたまものである。
この科目は、「大阪落語」の第一線で活躍する落語家を講師に迎えて、落語の実演をたっぷり聴くとともに「落語の情（優しさと思いやり
と）」という観点から、主として大阪を中心に発達を遂げてきた落語の本質と特色について考察する。

担当教員氏名（代表含む） 久堀　裕朗

授業コード G019890010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 大阪落語への招待
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教材

【参考⽂献】
セルジュ・ポーガム 2016『貧困の基本形態ーー社会的紐帯の社会学』新泉社
ロベール・カステル 2012『社会問題の変容 — 賃⾦労働の年代記 — 』ナカニシヤ出版
ロベール・カステル 2015 『社会喪失の時代ーープレカリテの社会学』明⽯書店

その他の、参考図書は授業中に適宜指⽰する。

事前・事後学習の内容

事前学習：新聞やメディアなどをとおして社会問題に関⼼をもつ。
事後学習：スライド資料を確認し、⾃分のテーマを⾒つけて調べる。

評価方法

コミュニケーションカード（２０％）、試験（８０％）の結果を総合的に判断して評価する。

受講生へのコメント

本講義をつうじて、新聞やニュースなどメディアで取り上げられるようなアクチュアルな問題を、歴史や社会構造などマクロな社会の変化
と関係づけてとらえる想像力を養ってほしい。

講義

Contemporary Social Problems

GEHUM0108.CO

授業の到達目標

現代の社会は、⾮正規雇⽤やワーキングプアの増加、貧困の上昇や格差の増⼤、セグリゲーション（空間的分断）やジェントリフィケー
ション新たな社会問題に取り組まざるをえなくなっている。これら現代の社会問題に関する問題意識を深めると同時に、関連する統計や映
像、インタビューなど様々なデータを読み解き、解釈する能力を養う。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第１・２講 「社会問題」とはなにか
第３・４講 社会問題の歴史と貧困の基本形態
第５・６講 福祉国家と社会問題
第７・８講 格差と社会的不平等
第９・１０講「新しい貧困」としてのプレカリティ（不安定）と社会的排除の登場
第１１・１２講 海外の⼤都市のセグリゲーション（空間的分断）とジェントリフィケーション
第１３・１４講 国内の⼤都市のセグリゲーション（空間的分断）とジェントリフィケーション
第１５講 まとめ

科目の主題

現代の貧困・プレカリティ（不安定）など、新しい社会問題の特徴について、理論的な枠組みと実証的なデータをもとに論じる。講義では
とくに、労働と貧困に関係する社会問題の歴史と変容を扱う。欧州を中⼼とした先進国における貧困・ 不安定雇⽤の国際⽐較、格差と社
会的不平等、都市貧困とセグリゲーション（空間的分断）、ジェントリフィケーションなどを例にとりあげる。

担当教員氏名（代表含む） 川野　英二

授業コード G012200010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 現代の社会問題
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授業コード G016260010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 環境と文化

授業内容・授業計画

水田や里山は自然なのか？ 近所を流れる河川はなぜこのような形になっているのか？ 国立公園や世界自然遺産はどのような意味を持つの
か？ 熱帯雨林の消滅に日本はどう関わっているのか？ エコツーリズムの背景にはどのような政治的意図があるのか？ 自然災害をどう認
識し、克服すべきなのか？
現代は、様々な環境問題が国際政治の場において語られる一方で、人々は「身近な自然」に対しても意識的になりつつある。この講義で
は、これらの自然や環境に関わる具体的な現象や問題を取り上げながら、私たちがどのように自然や環境と関わっていくべきかを考察す
る。
考察対象とする具体的事例としては、近畿圏の身近なものから、アジア・ヨーロッパなど世界各地のものを取り上げる。
① イントロダクション
②〜③ 環境決定論・環境可能論、風土論、政治生態学
④〜⑦ 河川改修、自然再生、災害文化、流域社会論
⑧〜⑩ 熱帯雨林、プランテーション、バイオマス社会論
⑪〜⑫ 焼畑・狩猟採集・水田・里山、半自然・半栽培
⑬〜⑮ 国立公園・世界遺産、エコツーリズム

科目の主題

本講義では、人間−環境関係について、様々な視点から考える。その際、自然科学的な作業から自然現象を明らかにするのではなく、人文
学的な視点から、何を問題と捉え、どのように考えればよいのかということを中心に講義を進める。

担当教員氏名（代表含む） 祖田　亮次

講義

Environment and Culture

GEHIS0119.CO

授業の到達目標

「自然」や「環境」の意味は、社会状況や時代によって大きく異なるものであることを理解し、我々が「認識」している自然環境と、どの
ような関係を切り結んでいけばよいのか、多角的・多面的にとらえるための知識と考察方法を身につける。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

特定のテキストは使用しません。参考図書などがある場合は、講義の際に提示します。

事前・事後学習の内容

２回に１回の割合で宿題を出しますので、それなりの負担になります。授業で学んだ内容をもとに自分で調べものをして理解を深めるため
のもの（復習的なるもの）や、翌週授業の予習と位置付けられるものなどが、課題として出されます。また、実際に現地を訪ねて情報を収
集するフィールドワーク的な宿題が出る場合もあります。いずれも、A４で１枚程度（６００〜１，０００字程度）の分量です。授業時間
中に宿題の内容を発表しますので、欠席すると宿題を提出することが難しくなります。宿題は翌週の授業時間中の提出が必須です。欠席や
宿題忘れなどの場合でも、遅れての事後提出は認めません。

評価方法

評価のおよその内訳は以下のとおりです。授業時のコメント・ペーパー：２５％、宿題・小レポート：４０％、最終レポート３５％
評価は「秀（AA）（２０１３年以降入学者のみ）」「優（A）」・「良（B）」・「可（C）」・「不可（F）」の４〜５段階で、「欠」 は
ありません。過去のおよその成績比率は以下の通り。AA：５％ 、A：２０％、B ：３５％、C ：２０％、F： ２０％

受講生へのコメント

本講義は地理学の議論をベースにしますが、高校時代に「地理」を履修していたかどうかは一切問いません。高校までに「地理」を履修し
た人は、地理＝地名や特産品の暗記というイメージを持っているかもしれませんが、本来の地理学は、人間−環境関係を考察することを主
眼としています。したがって、少しでも環境認識や環境問題、災害文化等に関心があれば、誰でも受講可能です。
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教材

テキスト
　特になし。
参考書・参考資料等
　寺木伸明、黒川みどり（共著）『入門　被差別部落の歴史』解放出版社、2016年。

事前・事後学習の内容

授業で配付した資料は次回までに目を通しておくこと。
また、授業で紹介する書籍のうちから3冊以上読むことが望ましい。

評価方法

期末試験（60％）、平常点（40％）

受講生へのコメント

毎回の授業終了時にコミュニケーションカードの提出を求める。可能な限り次回の授業でその一部を紹介するなど、授業へのフィードバッ
クをはかりたいと考えている。真摯かつ率直な議論が深まることを期待する。

（教職課程を履修する学生へのコメント）
　本科目は、学校における人権教育及び人権啓発を実施する上で必要不可欠な人権や人権擁護に関する基本的知識、その内容と意義につい
て理解・深化するための科目であり、本学の教員養成の基本理念に含まれている「人権教育に関心の強い教員を養成すること」を実現する
ために、教職課程履修者に2単位以上の修得を義務づけている「大学が独自に設定する科目」のひとつである。

講義

History of Discrimination against Buraku

GEHUM0119.CO

授業の到達目標

　部落差別がなぜ今あるのか。どのように変容しつつ再編されてきたのか、部落問題を歴史的に理解する。そのことを通じて、われわれが
歴史をどう学び、そして引きうけるのかを考える問題の当事者性としての視点を持つ。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画①

第１回：部落史の問いかけ　情報化時代の歴史資料公開：絵図（古地図）と差別をどう考えるのか
第２回：中世（1）宮崎駿監督アニメ映画「もののけ姫」と被差別民　宿、散所、河原者
第３回：中世（2）芸能と差別　人形浄瑠璃文楽の源流とその周辺
第４回：近世（1）身分制社会の構造　被差別民の役負担、枝郷とされたかわた村
第５回：近世（2）和泉南王子村と雪踏産業
第６回：近代（1）賤民身分の廃止と戸籍、天皇制、家制度
第７回：近代（2）資本主義社会の成立と都市の衛生問題　皮革業と大阪西浜、食肉業と神戸新川
第８回：近代（3）植民地獲得と人種主義　「特殊部落民」ということばと全国水平社創立
第９回：ゲスト講義　糺弾の問いかけるもの：アイデンティティとカミングアウトの困難さと可能性
第１０回： フィールドワーク　大和川の付け替えと部落問題
第１１回：戦後（1）民主化と新憲法を問うもの　平等と社会権　オールロマンス闘争、教科書無償化
第１２回：戦後（2）内閣同和対策審議会答申への道　ドキュメンタリー映画「人間みな兄弟」を見る
第１３回：戦後（3）狭山差別裁判糺弾闘争と冤罪の可視化、そして識字運動と教育の権力性
第１４回：まとめ定期試験

科目の主題

（テーマ）　部落差別解消推進法を踏まえて、部落問題についての基本的な認識を持つことによって、自分の生活との接点を探る。（授業
の概要）　部落問題は「前時代の遺物」「封建制の残滓」ではなく、近代社会の問題である。そもそも資本主義は、それぞれの地域におけ
る固有の差別を利用し、組みこみながら展開していくと考えるべきだろう。とはいえ、部落差別が日本社会に根ざしている深さを理解する
には、それぞれの時代にどのような差別があり、またそれを乗りこえる試みがなされたのかを知っておく必要がある。時系列を追って中世
から戦後までを通観することでその変容を把握しつつ、大阪にそくして事例を掘り下げることで足もとを見つめる契機にしたい。　受講生
らの自主的な学びにつなげることを援助するため、フィールドワーク（現地学習）やゲスト講義の機会を作る。

担当教員氏名（代表含む） 廣岡　浄進

授業コード G014120010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 部落差別の成立と展開
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教材

朴一『僕たちのヒーローはみんな在日だった』講談社＋α文庫
朴一『在日マネー戦争』講談社＋α文庫

事前・事後学習の内容

毎回、講義を踏まえた課題と次週のテーマを与えるので、事後学習に取り組むとともに、関連文献などを読み、基礎知識を得て次の講義に
のぞむこと。

評価方法

講義課題に対する解答、レポート、期末テストの結果などを総合的に評価する。

受講生へのコメント

一つの答えが準備された教科ではない。「みなさん とともに、一緒に考える」ことを重視したい。
講義中の私語、居眠りは許さない。講義は教員と学生との相互関係によって成立する。熱意ある学生の参加を望む。

講義

Ethnic Study Ⅰ

GEHUM0125.CO

授業の到達目標

在日外国人問題についての基本的知識を身につけ、日本の「内なる国際化」に不可欠な人権感覚を養う。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第１回：イントロダクション：私の生い立ち
第２回：在日外国人との恋愛・結婚問題：ダーリンは外国人
第３回：在日外国人への入居差別問題；ジャパニーズ・オンリーって何
第４回：日本の中の外国人学校：朝鮮学校をめぐる諸問題
第５回：在日コリアンの来歴：強制連行説の再検討
第６回：震災と外国人被災者：関東大震災と朝鮮人虐殺問題について考える
第７回：在韓被爆者問題について考える：原爆保障法の問題点
第８回：外国人軍人・軍属問題：ドキュメンタリー「忘れられた皇軍」が問いかけるもの
第９回：在日外国人の法的地位：外国人への指紋押捺制度について考える
第１０回：在日外国人と社会保障：外国人高齢者・障害者の無年金問題について考える
第１１回：在日外国人の就業問題：公務員の国籍条項について考える
第１２回：在日外国人と国籍：二重国籍者の葛藤について考える
第１３回：在日外国人の参政権問題：外国籍住民の地方自治への参画のあり方を考える
第１４回：在日外国人のエスニックアイデンティティ：同化と異化について考える
定期試験

科目の主題

この講義では、在日外国人の人権をめぐる諸問題について学ぶ。日本で暮らす外国人は約 223万人(2015年)。このうち最も永い居住歴をも
つエスニック・マイノリティ集団が、朝鮮半島をルーツに持つ在日コリアンである。彼らの多くは、戦前・戦中・戦後期にさまざまな事情
で日本に渡ってきた人々とその子孫である。日本に生活基盤を置く彼らは、日本の多様なフィールドで活躍する一方、日本人と国籍が違う
というだけで、結婚、家探し、就職、昇進など人生のさまざまな場面で人種的な迫害や差別を受けることも少なくない。どうして、こうし
た民族差別が起こるのかだろうか。この講義では、日本人にとって最も身近な外国人である在日コリアンに光を当てて、日本の「内なる国
際化」に問われた課題について考えてみたい。

担当教員氏名（代表含む） 朴　一

授業コード G014050010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 エスニック・スタディ入門編
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授業コード G010150010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 都市生活と人間福祉

授業内容・授業計画

オムニバス形式で、各教員が授業を担当する。
※この授業は実務家教員により提供されている科目である。
　１．オリエンテーション（鵜浦）
　２．都市生活と青年期のこころ（後藤）
　３．キンダーカウンセラー・スクールカウンセラーからみた大阪の学校と園Ⅰ（多田）
　４．キンダーカウンセラー・スクールカウンセラーからみた大阪の学校と園Ⅱ（多田）
　５．都市生活と児童虐待Ⅰ（緒方）
　６．都市生活と児童虐待Ⅱ（緒方）
　７．小児心身症と発達障碍への理解Ⅰ（大堀）
　８．小児心身症と発達障碍への理解Ⅱ（大堀）
　９．リスク社会における子どもの防犯（中井）
　10．都市の高齢者の状況（岡田）
　11．都市生活とストレス（大西）
　12．都市生活と地域福祉（野村）
　13．都市生活における家族と子育て（松木）
　14．都市生活と乳幼児（長濱）

科目の主題

現代社会では、多くの人々が都市において生活を営んでいるが、社会の変化の中で様々な生活問題が顕在化し、これらに対応するための取
り組みが実施されている。本講義では、人間福祉学の立場から、都市における生活上のニーズの特性、ニーズ充足のための心的・人的・物
的資源の現状、福祉に関する諸制度・施策の課題について理解を深めることを目標とする。

担当教員氏名（代表含む） 鵜浦　直子

講義

Urban life and well-being

GEENV0108.CO

授業の到達目標

本科目は、受講者が今日の都市生活で起こる様々な生活問題を自分なりに発見し、解決することを目標としている。講義を通して学んだこ
とを知識として習得するだけでなく、それらを踏まえた上で、受講者が自ら様々な生活問題について考察できるようになることを到達目標
とする。毎授業終了時に課すレポートは、受講者によってそうした授業目標が達成されているかを評定する目安と位置付けられる。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

各々の授業中に、担当者から指示する（※オムニバス方式の授業形態を採るため、授業全体の教材はない）

事前・事後学習の内容

各回、学習内容について指示する。

評価方法

毎回、講義の最後に課すレポートに対し、講義担当者がその都度評価を行い、その評価の総計によって成績を付ける（出席点も含む）。な
お、１回のレポートは１０点満点とし、その合計得点を最終的に100点満点に調整し、評価とする。

受講生へのコメント

レポート作成・提出のため、結果的に授業時間が延長されることもあるので十分留意すること。
第1回目の授業から出席すること。授業の詳細については1回目に発表する。
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授業コード G019740010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 植物と人間（演習）

授業内容・授業計画①

（１）陸上植物の進化（担当：山田敏弘、厚井聡）
植物と人間の関係を理解するための基礎として、植物の進化の過程を植物園に植栽されている実際の植物、身近な果物や野菜などを観察し
ながらたどる。
（２）遺伝資源と多様性（担当：植松千代美）
植物園には様々なバラ科植物が植栽されているが、それらの中からナシ属野生種のコレクションを例に、観察や簡単な実験を通して遺伝的
多様性、野生種から栽培種への進化、遺伝資源の重要性などを学ぶ。
（３）熱帯植物の利用（担当：山田敏弘）
植物園で収集・保存されている熱帯植物には、鑑賞植物として親しまれているもの、食料、香辛料として、また工業用に利用されているも
のなどが含まれている。それらを観察、学習する。また、各自が興味をもった植物について、図書、インターネット、文献などで調べ、そ
れをポスターにまとめることを実習する。
（４）染料（担当：厚井聡）
植物は染料として利用され、人間の生活と密接に関係してきた。園内の植物を実際に観察しながら、植物の染料としての利用について学習
する。

授業は夏季休暇中の研修期間に、大阪府交野市にある理学部附属植物園において、集中・オムニバス方式で行う（講義開催日は別途案内す
るので、UNIPAからの案内や掲示、教員からのメール等に注意すること）。なお、１テーマ１日で４日間の内容だが、フィールドワークが
中心のため、１日予備日を設けている。台風等で休講となった場合は予備日に補講を実施する。

科目の主題

植物は生態系における生産者として、私たち人間を含む、ほぼ全ての生物の生存に必要な有機物とエネルギーを作り出している。植物は、
私たちの食料としてだけではなく、衣料や医薬品の原料として、あるいは鑑賞用としても利用されている。このように、私たちの生活は植
物と密接に関わりあう。本講義は、理学部附属植物園で収集・保存されている植物を活用して、植物と人間の関係について学び、植物につ
いての理解を深めることを目標とする。

担当教員氏名（代表含む） 山田　敏弘

演習

Seminar:Plants and Human Life

GENAT0109.CO

授業の到達目標

植物園内に植栽されている植物の観察を通じて植物の多様性を体験的に学ぶ。また森林の成立や植物進化の過程、植物の遺伝資源としての
重要性について学び、これらを伝える技術を習得する。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

プリントを適宜配布する。

事前・事後学習の内容

教員が用意した配布資料を使って講義内容を復習するとともに、講義で紹介した参考図書、新聞や雑誌の記事、Webの記事などを読んで、
各テーマについての理解を深める。

評価方法

（１）〜（４）で課すレポートをそれぞれ１００点満点で評価し、各課題の評点を平均して科目の評価とする。また、演習科目であること
を考慮して、講義時間中における発言などの積極的参加を評価し、加点する。

受講生へのコメント

野外での実習が含まれるので、帽子など日除け対策を講じること。
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教材

教材・参考資料については、教員が当日指定する。

事前・事後学習の内容

本集中講義では一日の終わりに、明日の講義・実習までに受講生に調べてもらいたい点を説明する。
次回の講義・実習で、問題意識を持って講義に望めるように、担当者が説明したことを各自調べること。
各講義の後に２時間程度の予習・復習を行うことが望ましい。

評価方法

授業への積極的な参加度合いと実習後の課題提出点で実施する。
なお、集中講義のため、１コマでも欠席した場合は、単位の認定が行われないため注意すること。
集中講義期間中に全ての講義・実習に参加できる受講生のみを対象とする。

受講生へのコメント

本科目は、Web履修登録のみでは、履修が認められ ない。別途、面接・レポート等の選抜を実施する。
選抜内容は、OCU UNIPAおよびサポートセンター掲示板・全学 共通教育棟掲示板にて周知する。

実習

Introductory Geo-Literacy

GEINF0107.CO

授業の到達目標

本科目の到達目標は、自分の興味のある分野に対して、自分で地理情報を収集し、加工し、簡単な地図化や空間分析ができるようになるこ
とである。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第1回
　・イントロダクション
第2回
　・GISアプリケーションの基本操作
第3回
　・空間データモデルの特徴
第4回
　・様々な位置情報の取得と表示
第5回
　・ベクトルデータとラスタデータの作成
第6回
　・空間検索/属性検索
第7回
　・主題図の作成①
第8回
　・主題図の作成②
第9回
　・ジオリファレンス（幾何補正）
第10回
　・空間演算処理
第11回
　・GISを用いたデータ可視化/分析プロジェクト①
第12回
　・GISを用いたデータ可視化/分析プロジェクト②
第13回
　・GISを用いたデータ可視化/分析プロジェクト③
第14回
　・GISを用いたデータ可視化/分析プロジェクト④
第15回
・本実習の総括

科目の主題

本科目では、地域調査の基本となる地図を読む能力、地図を作る能力、地図を解釈する能力、地域を統計データや現地で収集したデータか
ら分析する能力をジオ・リテラシーとして捉えて、地理情報システム（GIS）やGPSを利用した地域調査の手法を取得する。
特に本科目では座学のみならず、実習を重視する。

担当教員氏名（代表含む） 木村　義成

授業コード G013150010 開講年度・学期 2020年度前期

科目授業名 ジオ・リテラシー入門
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教材

毎回、プリントを配布する。また、そこに参考文献を記す。

事前・事後学習の内容

事前学習：事前に前回の講義の確認をおこなっておく。
事後学習：授業後は学習内容を復習し、知識の定着と深化をはかること。授業で触れた内容について疑問点があれば整理しておく（次回の
授業冒頭で質疑応答を行う）。

評価方法

試験（70％）、及び授業時間内に行う小レポート（30％）。

受講生へのコメント

毎回簡単な小レポートを書いてもらいながら授業の内容の理解を深めていきます。きちんと毎回出席するようにしてください。
講義の冒頭では必ずその時代の概説から始めます。そのため、日本史・世界史に自信がない学生あっても講義が理解できるように配慮しま
す。

講義

Urban Social History

授業の到達目標

歴史的都市の理解を通じて、現代とは異なる都市文化を有する社会に関心が持てるようになる。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第01回　ガイダンス
第02回　都市とはなにか
第03回　中国古代の都市
第04回　唐の長安
第05回　北宋の開封と南宋の臨安
第06回　モンゴル高原の都市
第07回　北京の歴史(1)
第08回　北京の歴史(2)
第09回　北京の歴史(3)
第10回　北京の歴史(4)
第11回　北京の歴史(5)
第12回　朝鮮半島の都市
第13回　ベトナムの都市
第14回　総括と討論

科目の主題

ユーラシア東方（ここでは、日本・朝鮮半島・中国・モンゴル高原とします）には、数多くの都市が建設された。それらは時代や地域ごと
に大きな特徴を有する。たとえば、高い城壁で囲まれていたり、街路が碁盤目状に区切られていたりした。この講義ではこうした歴史的都
市に注目して、その成り立ちと歴史的展開をおさえたうえで、都市社会の歴史について解説する。

担当教員氏名（代表含む） 渡辺　健哉

授業コード G010180010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 都市の社会史
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教材

講義の中で、適宜、参考文献・資料を紹介する。なお、自習書としては以下の文献を推薦する。
自習書としては以下の文献を推薦する。
浅見泰司、他編著『地理情報科学—GISスタンダード』古今書院.
マーク・モンモニア著『地図は嘘つきである』晶文社.
Paul A. Longley, et al．『Geographic Information Systems and Science』John Wiley & Sons.

事前・事後学習の内容

本講義では毎回授業の終わりに、次回までに受講生に調べてもらいたい点を説明する。
次回の講義で、問題意識を持って講義に望めるように、担当者が説明したことを各自調べること。
各講義の後に２時間程度の予習・復習を行うことが望ましい。

評価方法

講義中の課題やレポート等から総合的に評価する。配点の目安は小レポート課題が４0〜50％、期末レポート課題が50〜60％である。
第１回目のガイダンスで詳細を述べるので、必ずガイダンスを受講すること。

受講生へのコメント

日常生活で利用されている地理情報の活用事例を中心に判り易く説明するので受講されたい。
皆さんの従来の「地理」という教科に対する考え方が変わると確信している。
なお、第１回目のガイダンスは必ず受講すること。

講義

Map and Geographic Information

GEINF0104.CO

授業の到達目標

本科目の達成目標は、皆さん自身で地理情報を利用するメリット・デメリットを説明することができ、今後、皆さんが専門とする分野で地
理情報の活用について検討できるようになることである。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第1回    　・本科目のガイダンス
第2回    　・なぜ地理情報が必要なのか？①
第3回    　・なぜ地理情報が必要なのか？②
第4回    　・なぜ地理情報が必要なのか？③
第5回    　・空間データモデル—ベクトルデータ—
第6回    　・空間データモデル—ラスタデータ—
第7回    　・時間情報や高さ情報を持つ地理情報
第8回    　・地理座標系と投影座標系
第9回    　・属性検索・空間検索、空間演算処理
第10回      ・道路ネットワークデータを用いた空間分析
第11回      ・危機管理分野における地理情報の活用①
第12回      ・危機管理分野における地理情報の活用②
第13回      ・マーケティング分野における地理情報の活用①
第14回      ・マーケティング分野における地理情報の活用②
第15回      ・地理情報と社会

科目の主題

地理情報と聞けば何か特殊な分野に聞こえるが、Google MapやYahoo Mapに代表されるように、地理情報は誰にとっても身近にアクセスで
き、日々の生活の中で利用されている情報となっている。
IT技術の進展により、地理情報は、GIS（地理情報システム）で管理・分析できるようになり、GPS（全地球測位システム）で高精度の位置
情報を取得できるようになった。カーナビゲーションはその一例である。
さらに、近年は位置情報/地理情報をAI（人工知能）により分析することにより、将来起こりうるインシデントの予測に利用されている。
本科目では、なぜ地理情報が必要なのか、地理情報の技術的な内容、さらには地理情報と社会との関係について解説する。また、危機管理
やマーケティング活動をはじめとする各分野における地理情報の活用方法を数多く紹介する予定である。

担当教員氏名（代表含む） 木村　義成

授業コード G013031010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 地図と地理情報
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教材

毎回の授業でレジュメ・資料・関連文献のコピーなどを配布する。

事前・事後学習の内容

授業レジュメ・資料を読み返し、授業で紹介した参考文献等も利用して理解を深めておく。

評価方法

授業参加態度40％（毎回の授業後、コミュニケーション・カードに要点整理・感想・質問などを記入し、提出すること）、期末筆記試験
60％の総合評価。

受講生へのコメント

現代社会とのつながり・差異などを意識しながら受講してほしい。

講義

Japanese History and Culture

GEHIS0101.CO

授業の到達目標

本科目では、私たちが暮らす「日本社会」の特質について歴史的に考える力を培う。社会のあり方を考察する際に、前近代からの変容や持
続性、地域的多様性などにも目を向けられるようになる。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

講義では、前近代最後の時代である近世社会（江戸時代）から「日本社会」の歴史的あり様を考える。そのため、対象を人びとの生活空間
である都市と村落に絞り、現在の「地域」につながる近世の「町」「村」の成り立ちや変容について見ていく。また、「日本社会」とは異
なる独自の文化・歴史を持ちつつ、近世幕藩体制に組み込まれていく地域として、琉球・蝦夷地の歴史や「日本社会」との関係についても
検討する。それらを理解し考察することで、近代化を経て私たちが目にしている日本社会の特質を、前近代から相対化して捉え直すことを
目指す。
第1回　導入、授業の進め方
第2回　社会史の視点からみた「近世」
第3回　近世城下町の社会
第4回　都市の生活空間「町」
第5回　商人の仲間
第6回　都市の下層社会
第7回　近世村落の社会
第8回　具体例①平野部の村
第9回　具体例②山間の村
第10回　近世琉球の社会
第11回　砂糖の生産・流通
第12回　近世蝦夷地の社会
第13回　場所請負制とアイヌの人びと
第14回　まとめ：「近代化」とは
第15回　期末筆記試験

科目の主題

近世（江戸時代）の日本社会

担当教員氏名（代表含む） 齊藤　紘子

授業コード G015050010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 日本社会の歴史
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教材

本講義のテキストは竹中克行編著（2015）『人文地理学への招待』（ミネルヴァ書房）です。各自準備しておいてください。

事前・事後学習の内容

学習管理システム（LMS）および講義ホームページを用いて、事前に講義スライドを提供しますので、事前学習に用いてください。それを
講義期間中数回実施される小テスト対策として用いるとともに、小テストの結果を振り返ることで事後学習として下さい。

評価方法

主題ごとに20分程度の小テストを実施します。テキストや紙媒体の資料（印刷したスライドファイルやノートなど）は持ち込み可能です
（100点）。60点以上を合格とします。特別の理由なき遅刻者の受験は認めません。

受講生へのコメント

指定テキストの購入は任意ですが、授業前に通読しておけば理解が深まりますし、テストのための資料として活用できます。
講義はパワーポイントを用いて行いますので、板書は行いません。受講生は講義前に学習管理システム（LMS）ないし講義ホームページに
掲示される縮小版スライドのファイルを利用することができます。なおスライドの内容は当日の講義内容と異なることがありますので、メ
モを書き込むなどしてください。

講義

Current Geography

GELIB0113.CO

授業の到達目標

各回の講義と課題の事前・事後学習を通して各週のテーマ、すなわち主要な地理学分野に関わる主題について、地理学的な見地から理解で
きるようになることを目指します。その理解の到達度については、各週課題の事後確認によって進捗を確認するとともに、小テストによっ
て各段階での到達度を確認します。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第1回 地理学を学ぶために（講義ガイダンス）
第2回 都市のなりたち
第3回 変動する農村の社会
第4回 農業と食のネットワーク
第5回 工業立地変動のダイナミズム
第6回 流通システムと消費生活の基盤
第7回 地政言説から政治を読む
第8回 観光空間を文化論的に理解する
第9回 地域文化について考える
第10回 現実世界の歴史地理
第11回 想像世界の歴史地理
第12回 地理情報システムを使いこなす
第13回 地理学の公共政策への応用
第14回 環境問題への地理学のかかわり

科目の主題

現代の地理学は、都市と農村、景観、食糧供給、工業立地、流通システム、政治、観光、文化、地図、地理情報、公共政策・環境問題と
いった多面的な問題を学ぶことのできる分野です。本講義は大きく「地域の見方」、「経済活動の地理的特徴」、「地理的想像力」、「歴
史地図の読解」、「地理学と現代社会との接点」の5部から構成され、対象によって分類される地理学の視角と分析方法についてわかりや
すく講述します。地理学を通して、過去から未来、そして地域から世界へと、私たちの思考を拡げていきます。

担当教員氏名（代表含む） 山﨑　孝史

授業コード G016010010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 現代の地理学
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教材

安福恵美子・天野景太『観光まちづくりの今日的展開（仮）』古今書院、2020年刊行予定。ほか、毎回教場にてプリントを配布します。原
則として過去の授業で用いたプリントの再配布はしません。

事前・事後学習の内容

日頃から主体的に新聞やテレビに接し、観光に関するニュースに親しんでおくこと。また、授業後、その日の授業内容に関して文章化し、
自分の考えとともにノートにまとめておくと良いです。また、日頃から主体的に身近な観光体験を客観的に考えてみる習慣をつけること。

評価方法

毎回授業の最後に、コミュニケーションペーパーにその日の授業内容を受けての自らの考察、感想を記してもらいます。そのコミュニケー
ションペーパーへの回答への評点（30％）と、期末試験（70％）で評価します。ただし、コミュニケーションペーパーへの回答数（≒出席
数）が通算で11回未満の場合、評点にかかわらず原則としてF評価となります。なお、正課授業の課外活動、病気、就職活動等やむを得ず
欠席する場合、出席率への配慮はしますが、平常点の加点はしません。授業開始後、30分以上の遅刻は、欠席扱いとします。なお、例年コ
ミュニケーションペーパーの評点が高い者でも、一定数の不合格者が出ています。毎回真剣勝負のつもりで授業に臨み、考察を試み続けて
いなければ、期末試験には全く太刀打ち出来ないでしょう。心してください。

受講生へのコメント

授業内容に関連する検定試験として「世界遺産検定」を本学で実施予定ですが、それに関連するガイダンスと申込受付を授業内で行いま
す。世界遺産や就職に向けての資格取得に興味のある者は受験を推奨します。また、観光に関してより理解を深めたい者は、「観光研究入
門」や、文学部の「観光文化論」「文化資源特論Ⅰ」等を併せて履修するとよいです。

講義

Tourism and Culture

GEHIS0123.CO

授業の到達目標

自らの観光体験や異文化体験を本科目で解説された内容を参考にしながら、分析・考察出来るようになります。文化の観光化のあり方を理
解することを通じ、自らが拠り所としている文化を相対化して捉え、他者に呈示する（例：外国の友人に日本文化を紹介する・日本の文化
的観光資源をガイドする、など）ためのスキルの基礎が身につきます。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第１回 ガイダンス
第２回 観光と文化とのかかわり〜“世界遺産観光”の展開を例に
第３回 観光と文化遺産Ⅰ〜世界遺産の概要と世界遺産検定ガイダンス
第４回 観光と文化遺産Ⅱ〜文化の継承と遺産の制度化・商品化
第５回 観光における生活文化・民族文化の呈示と消費の諸相Ⅰ
第６回 観光における生活文化・民族文化の呈示と消費の諸相Ⅱ
第７回 観光における宗教文化の呈示と消費の諸相
第８回 観光における都市文化の呈示と消費の諸相
第９回 観光アトラクションの文化史Ⅰ「タワー」
第１０回 観光アトラクションの文化史Ⅱ「遊園地とテーマパーク」
第１１回 観光アトラクションの文化史Ⅲ「観光鉄道とクルーズ船」
第１２回 観光アトラクションの文化史Ⅳ「温泉旅館とホテル」
第１３回 観光アトラクションの文化史Ⅴ「リゾート」
第１４回 観光アトラクションの文化史Ⅵ「土産品」
　授業は講義形式で行う。加えて写真や旅番組やCM等の映像、観光ガイドブックやWEBサイトなど、ビジュアルな資料を豊富に提示しま
す。板書は基本的に行わないので、講義内容をリアルタイムに考察、整理しながらメモ等をとっていくことが求められます。

科目の主題

世界文化遺産に象徴される歴史的な建造物や芸術作品を鑑賞したり、国際的なイベントに参加したり、テーマパークで映画に登場するキャ
ラクターと出会ったり、民芸品を土産として購入したりなど、地域の文化との接触・交流を目的とした観光（文化観光）は、自然観光と並
び現代の観光形態の主流をなしています。観光対象としての文化は、過去から現在に至るまでのその地域における人間活動の記録・記憶の
象徴から、観光目的で新たに創造されたものまで、さまざまです。本科目では、こうした“文化”が、どのように観光資源化され、演出さ
れ、観光客に対して呈示されているのか、また、文化の観光化に伴う地域文化の変容が、地域の人々にとって、観光者にとって、どのよう
な影響を及ぼすのか、といった視点から、観光と文化の関わりについて、具体例を挙げながら検討していきます。

担当教員氏名（代表含む） 天野　景太

授業コード G016240010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 観光と文化
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授業コード G019851010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 国際地域経済と都市

授業内容・授業計画

［１］グローバルな経済の動きと分析レベル
第１回  イントロダクション −本講義の概要−
第２回  三層の分析レベルと企業 −グローバル・リージョナル・ローカル−
［２］東アジアの都市の経済と日本企業の進出
第３回  中国華東地域の概要
第４回  上海地域と現地進出日系企業（1）
第５回  上海地域と現地進出日系企業（2）
第６回  華東地域と現地進出日系企業（1）
第７回  華東地域と現地進出日系企業（2）
第８回  華東地域と現地進出日系企業（3）
［３］日本国内の地域経済の浮沈
第９回 日本国内の地域区分の相対化
第１０回 東海地域の産業と経済
第１１回 関西地域経済を考える
［４］日本企業の欧米進出と現地社会
第１２回  日本企業の米国現地生産
第１３回 日本企業の米国現地生産
［５］まとめと試験
第１４回 まとめ
第１５回 定期試験 （試験期間内）

科目の主題

いまや世界を解くキーワードとなったグローバル化、その影響は世界のすみずみまで及ぶようになりました。私たちが身近に感じているよ
うに、２１世紀は、隣の工場がアジアに移転したり、外国の商品や会社が入ってきたりする時代になってきているのです。
しかし、そのような中で各国の地域や地方には、独自の暮らしと経済活動があります。グローバル化の趨勢の中で地域が活性化していくた
めにも、地域独自の戦略や政策が必要となってきています。また経済がうまく機能するためには現地化・ローカル化といった作用も欠かす
ことができません。私たちの都市の暮らしが良くなるかどうかも、こうした動きによって決まるといっても過言ではありません。
このように、グローバルのみならず、リージョナル・ローカルな視点から現代の経済の動向を捉える新しいコンセプトが「国際地域経済」
という考え方です。この授業では、この国際地域経済という新しい視点から現在の世界とアジア各国経済の動きをわかりやすく説明し、各
国の国民経済とそれを構成する主要都市との相互関係、またその振興策について考えてみたいと思います。

教養を深めたいと考えている文系学部の学生、国際ビジネスの実際のところを知りたいと考えている理系学部の学生のどちらのニーズにも
応えられる内容とします!

担当教員氏名（代表含む） 有賀　敏之

講義

International Regional Economy and Cities

GEENV0111.CO

授業の到達目標

経済のグローバルな動き、リージョナルな動き、ローカルな動きが互いに連動していること、自分のまちの変化が世界とつながっているこ
とを理解してもらうことを目標とします。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

〔 教科書 〕
有賀著『中国日系企業の産業集積』（同文館出版， ２０１２）
関下・有賀編著『東海地域と日本経済の再編成』（同文舘出版，２００９）

事前・事後学習の内容

事前学習としては、各回の授業前にシラバスに従い、教科書の該当箇所を読んで予習しておくとよいでしょう。

また事後学習としては、この科目に限らず、各回の講義から次の講義までの期間に、自分でとったノートを見返して復習し、既習内容の定
着を図ることが大切です。

評価方法

期末の筆記試験（論述式）を主体としますが、ときどき授業中に、その場で短い課題を出して書いてもらう場合があります。

受講生へのコメント

この科目に限りませんが、定期試験における出題意図とはすなわち担当教員の問題意識の反映です。これを理解するために、この科目に限
りませんが、平素の出席が欠かせません。
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授業コード G010690010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 現代都市論

授業内容・授業計画

扱うテーマは、都市の社会的側面と経済的側面についてである。
　第1回　オリエンテーション
　第2回　都市への人口回帰
　第3回　地代格差論
　第4回　新築のジェントリフィケーション
　第5回　都市再生政策
　第6回　グローバリゼーション
　第7回　歴史的建物の再生
　第8回　産業集積と都市
　第9回　認知資本主義における労働と分業：柔軟な専門化
　第10回　創造都市
　第11回　知識、認知、イノベーション
　第12回　「生産の世界」論
　第13回　パリのファッション産業
　第14回　豊穣化の経済　
　（担当）　第1〜7回　藤塚吉浩（商学部）　第8〜14回　立見淳哉（商学部）

科目の主題

現代都市が抱える諸課題について知識を深め、分析的思考を身につける。多面的な視点から都市に固有な諸特徴、都市をめぐる諸問題、活
性化の取り組みなど、幅広い内容について扱う。

担当教員氏名（代表含む） 藤塚　吉浩、立見　淳哉

講義

contemporary urban studies

GEENV0109.CO

授業の到達目標

現代都市の社会や経済に関する問題について分析的に思考・表現することを到達目標とする。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

参考書［授業は参考書の内容に沿って進めていくので、手元にある方が望ましい］
（第1〜7回）：藤塚吉浩，2018，『ジェントリフィケーション』古今書院
（第8〜14回）：立見淳哉，2019，『産業集積と制度の地理学：経済調整と価値づけの装置を考える』ナカニシヤ出版

事前・事後学習の内容

シラバスを参照して、参考書を読んでおくことが望ましい。事後学習としては、参考書を読みこむようにする。

評価方法

期末試験（80％）と、授業中のコメント（20％）を含めて総合的に判断する。

受講生へのコメント

携帯電話の電源を切ってから教室に入る。
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教材

テキスト　特になし。

参考書・参考資料等
　寺木伸明、野口道彦（共編）『部落問題論への招待　資料と解説（第２版）』解放出版社、2006年。
　中野陸夫、池田寛、中尾健次、森実（共著）『同和教育への招待　人権教育をひらく』解放出版社、2000年。
　森実、神村早織編著『人権教育への招待 ダイバーシティへの未来をひらく』解放出版社、2019年。

事前・事後学習の内容

授業で配付した資料は次回までに目を通しておくこと。
また、授業で紹介した書籍を少なくとも３冊読むことが望ましい。

評価方法

期末試験（60％）、平常点（40％）

受講生へのコメント

授業では、毎回、コミュニケーションカードを配付する。講義への意見や質問を求めることもあれば、設定された質問への回答を求めるこ
ともある。コミュニケーションカードを通じて、双方向的に授業をすすめるので、ただ講義を聞くだけではなく授業を構成する一員として
参加してほしい。

（教職課程を履修する学生へのコメント）
　本科目は、学校における人権教育及び人権啓発を実施する上で必要不可欠な人権や人権擁護に関する基本的知識、その内容と意義につい
て理解・深化するための科目であり、本学の教員養成の基本理念に含まれている「人権教育に関心の強い教員を養成すること」を実現する
ために、教職課程履修者に2単位以上の修得を義務づけている「大学が独自に設定する科目」のひとつである。

講義

Buraku Issues in Modern Japanese Society

GEHUM0116.CO

授業の到達目標

　部落問題を通して日本の社会を見つめる。その作業を通じて当事者性を自覚し、差別を解決するためにどう問題に関わっていけるのかを
考える。部落差別を生み出し支える構造について考えるとともに、諸課題への接点を見出す。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第１回：部落問題と文化（1）竹田の子守唄、海を渡る
第２回：部落問題と文化（2）放浪芸　猿まわしの復活
第３回：部落問題と文化（3）太鼓集団「怒」における伝統の創造
第４回：人種主義（1）人種差別撤廃条約　ヘイトスピーチからホロコーストへの距離
第５回：人種主義（2）インドのカースト制と被差別民ダリト、留保制度
第６回：人種主義（3）アメリカの人種差別と公民権運動、アファーマティブ・アクション
第７回：人種主義（4）朝鮮の被差別民「白丁」
第８回：身元調査（1）ハシシタ報道をふりかえる
第９回：身元調査（2）戸籍と家制度の近代史、身元調査をめぐる意識
第１０回：身元調査（3）部落地名総鑑糾弾、就職差別撤廃運動の歩み、戸籍不正請求の構造
第１１回：部落の実態（1）同和対策事業の成果と課題
第１２回：部落の実態（2）フィールドワーク
第１３回：部落の実態（3）福井県若狭湾岸の原子力発電所と部落問題
第１４回：まとめ定期試験

科目の主題

（テーマ）　人権教育・同和教育を担うにあたり、現状認識を持つことで、主体的な関わりのありかたを自ら問う姿勢を探究する。

（授業の概要）　部落差別がなぜ今あり、なにがどのように支えているのか。あるいは部落問題を語ること、部落問題について学ぶことへ
の抵抗がどこから来ているのか。事実をきちんと知ることで、日本の社会構造に歴史的に埋めこまれてきたこの問題のひろがり、深まりを
考える。　受講生らの自主的な学びにつなげることを援助するため、フィールドワーク（現地学習）やゲスト講義の機会を作る。

担当教員氏名（代表含む） 廣岡　浄進

授業コード G014090010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 現代の部落問題
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教材

それぞれの講師が、毎回、講義レジュメを配布する。
参考文献は、講義レジュメを参照されたい。

事前・事後学習の内容

受講生にはレジュメ集を配布するので、各講義分のレジュメと資料を通読すること。事後学習としては、レジュメおよび資料を再読し、講
義の内容を確認しなおすこと。それを踏まえて、コミュニケーションカードに書いた内容について、考えを深めること。

評価方法

出席、毎回提出してもらうコミュニケーションカードの内容、講師それぞれが課す課題によって総合的に評価する。

受講生へのコメント

実際に、部落解放運動の現場で活躍されている方々に講師になっていただき、実践的な立場からの議論を展開する講義である。その議論を
十分に理解するためには、受講生は基礎的な部落問題の知識が必要である。したがって、前期に『部落差別の成立と展開』や『現代の部落
問題』などを受講したり、部落問題関連の書籍を読むことを強く希望する（文献リストを講義で配布する）。

講義

Frontiers of Buraku Liberation

GEHUM0118.CO

授業の到達目標

部落解放の最先端で活躍する４名の講師の講義を通じて、人権が守られる社会とはどのようなものか、そのような社会が構築されるために
担えることは何かといった点について、受講者自身がビジョンを持てるようになることが本講義の到達目標である。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

本講義は、オムニバス形式でおこなう。齋藤直子（本学、人権問題研究センター）が全体をコーディネイトする。

第１回目：部落解放運動の歩み［齋藤直子］
第２回目：部落差別の実相と現状に関する認識論［谷元昭信］
第３回目：明治維新以降の部落差別の実態の変遷［谷元昭信］
第４回目：部落差別を生みだす社会的背景への考察［谷元昭信］
第５回目：部落解放運動の歴史と日本の社会運動［谷元昭信］
第６回目：部落差別克服への基本方向と課題［谷元昭信］
第７回目：日本の近代化と排除と隔離の歴史［大北規句雄］
第８回目：福祉国家の展開と部落問題［大北規句雄］
第９回目：福祉と人権のまちづくりへの挑戦［大北規句雄］
第10回目：社会的課題に挑戦する部落解放運動［大北規句雄］
第11回目：大阪市住吉区の実践［藤本真帆］
第12回目：高槻市富田町の実践［岡本工介］
第13回目：ゲスト講師による講演［齋藤直子］
第14回目：私たちに何ができるのか［齋藤直子］

科目の主題

本講義は、部落解放のフロンティア（最先端）で活躍する4名の講師をお招きして、いま部落問題において、何が問題であり、どのような
取り組みがなされているのかを学ぶ。
部落解放運動の歴史は、日本の社会運動においても主要な位置を占めており、その動向を知ることは、この社会が人権を守る社会になるた
めのビジョンを、われわれに教えてくれるだろう。講義の第２回から第６回までは、この歴史について学ぶ。
次に、部落解放を目指す活動の蓄積が、部落という範囲を超えて、先進的なまちづくりの実践や貧困対策に展開していった経緯について学
ぶ。第７回から第10回までは、2000年代以降の公営住宅地域の活性化、若者の就労支援、子どもの貧困対策（子ども食堂や学習支援）や
フードバンクの活動、高齢者の見守りなどの諸活動など、まちづくりの実践について学ぶ。
第11回と第12回では、社会運動や社会的企業で活躍する若い世代の先生方に、個人史や海外での経験なども交えて、このようなフィールド
で活躍することの楽しさややりがいについて講義していただく。第13回ではゲスト講師にお越しいただく。
最後に、まとめとして「受講生ひとりひとりが、個人として、市民として何ができるのか」について受講生ひとりひとりに考えてもらう。
本講義は、受講生がすでに部落問題の基礎知識を有していることを前提としてすすめる。大学入学までに十分な部落問題学習・同和教育を
受けていない人は、『部落差別の成立と展開』や『現代の部落問題』などを受講するか、部落問題についての基礎的な文献を読んで勉強し
ておくことを強く希望する。

担当教員氏名（代表含む） 齋藤　直子

授業コード G014110010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 部落解放のフロンティア
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授業コード G010670010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 都市の経済とビジネス

授業内容・授業計画

１〜４回：（近勝彦）ＡＩと情報経済学、ＡＩによるビジネス革命総論
５〜７回：（今井隆史）ＡＩの原理、ＡＩのソフトウェア事例を通じたＡＩのメカニズムと応用について論ずる。
８回：（谷本和也）ＡＩとビジネス（１）
９回：（小倉哲也）ＡＩとビジネス（２）
１０回：（金野和弘）ＡＩとビジネス（３）
１１回：（西堀俊明）ＡＩとビジネス（４）
１２回：（橋本沙也加）ＡＩとビジネス（５）
１３回〜１４回（小長谷一之）ＡＩのデザインと意味、社会経済のデザイン総括
１５回目：試験
＊　教科書に基づいた講義を主とする。
※　この授業は一部実務家教員により提供されている科目である。【教科書】日本評論社『ＡＩと社会・経済・ビジネスのデザイン（都市
経営研究叢書３）』村上・服部・近・小長谷編。

科目の主題

都市の経済とビジネス−ＡＩ入門
いまや第４次産業革命の時代といわれ、ＡＩとＩｏＴがあらゆる製品をネットでつなぎ、自動化をしようとしている。ＡＩ（人工知能）の
技術は、これまでのコンピュータのような計算機型の回路ではなく、人間の脳を模した「ニューラルネット」型のハードウェアと、教え込
みシステムから自分で学習するシステム（マシンラーニング、ディープラーニング）への転換により、巨大な技術的革新をとげ、多くの分
野で人間の能力を超えつつある。元々計算機企業ではない検索屋のグーグルが、ネット空間での膨大なデータ解析のため構築したＡＩが
2012年に自発的な推論をするに至り、いまや人間の多くの仕事にＡＩが活用されている。特にＡＩは頭脳機械であり、これまで自動化でき
なかったホワイトカラーやオフィス、専門職業務にも入りこむので、これからは、どの職業に進むについてもＡＩの知識がなければ高度な
仕事はできないとまでいわれている。この授業はできるだけ簡単に楽しくＡＩの基礎と簡単な応用の知識を取得することがテーマである。

担当教員氏名（代表含む） 近　勝彦、小長谷　一之

講義

Urban Economy and Business

GEENV0110.CO

授業の到達目標

（１）ＡＩに関するビジネスと政策上の知見を獲得すること。ＡＩ技術の進展とその応用としてのビジネス化（ＩｏＴ、マーケティング、
サービス業等）、ＡＩが社会にもたらす変革、インパクトについて講じる。ＡＩによるスマートシティ（自動運転）、など、
（２）ＡＩの原理、ＡＩはなぜ動くのか、どのような応用に向いているのかを理解する。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

教材

【教科書】日本評論社『ＡＩと社会・経済・ビジネスのデザイン（都市経営研究叢書３）』村上・服部・近・小長谷編。
その他、講義時に配付する資料。

事前・事後学習の内容

教科書に従って講義するので、教科書は事前に必ず読んでおくこと。同じく教科書と授業内容を復習すること。

評価方法

試験等（90％）、受講態度（10％）により、総合的に評価する。

受講生へのコメント

必ず教科書をよく読んでくること。
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教材

五石敬路編『こどもをとりまくSDGｓ　〜実践現場からの研究と提言〜』明石書店、2020年。（本書のタイトルは予定なので、正式のタイ
トルは講義開始前にWebClassに掲載します）

事前・事後学習の内容

事前にWebClassに資料を掲載するので目をとおしておくこと。
事前に教科書を一読しておくことが望ましいが、講義後に教科書の該当章を読むこと。

評価方法

期末テスト、授業中の積極度、出席状況などから総合的に判断する。

受講生へのコメント

現場には情報があふれています。しかし有効活用されていない場合が多いです。現場にはどんな情報があり、それをどのように活用できる
のか、その結果からどんな改善策が考えられるか、これらは子育て支援に限らず、今後、様々な地域課題を考えるにあたっての共通の課題
になってきます。このことを念頭に置きながら、授業にのぞんでもらえると嬉しいです。

講義

Urban Regional Policy

GEENV0112.CO

授業の到達目標

子育て現場や自治体行政における課題を学ぶとともに、情報分析の手法の習得を目指す。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

第１回　本講義の構成とポイントの説明
第２回　総論：子ども・子育て支援をめぐる状況と課題
第３回　総論：子ども・子育て支援に関する財政の動向
第４回　就学前を支える(解説）：就学前の子ども・子育てを支える政策体系
第５回　就学前を支える：保育料無償化に伴う政策効果
第６回　就学前を支える：就学前教育における子どもの育ちに関する実証研究
第７回　就学前を支える：親子の多様なニーズにこたえる地域子育て支援拠点事業
第８回　放課後を支える（解説）：子どもの貧困とその支援を考える
第９回　放課後を支える：こども食堂の今とこれからの役割について
第１０回　移行期を支える(解説）：切れ目のない支援を目指す
第１１回　移行期を支える：障がい者も自ら立てる〜持続可能な共生社会へ
第１２回　移行期を支える：産業セーフティネットとしての体験型キャリア教育
第１３回　放課後を支える：子どもの貧困と学習支援の取り組み
第１４回　まとめ
期末テスト
（担当）
五石敬路（都市経営研究科）　第１回、第８回、第１４回
森久佳（文学研究科）　第２回、第１０回
水上啓吾（都市経営研究科）　第３回、第４回
海老名ゆりえ（非常勤）　第５回
小田美奈子（非常勤）　第６回
岡本聡子（非常勤）　第７回
松本学（非常勤）　第９回
川田和子（非常勤）　第１１回
塩川悠（非常勤）　第１２回
能島裕介（非常勤）　第１３回

科目の主題

就学前（小学校に就学する前）から高校を卒業し就職・進学するまで、地域が子育てをどのように支えていくか、第一線の現場で働いてい
る方々を講師に迎え、各子育てステージでの課題と解決策を考察する。本講義は、問題意識や課題は現場の生々しい情報に基づきながら
も、それらを分析する方法は、データをふまえた学術的な視点から切り込んでいく。したがって、本講義を履修する者は、今子育ての現場
で何がおきているか、最新の状況を学ぶとともに、課題を解決するにあたって、現場の膨大な情報をデータをどのように活用するか、その
分析手法についても関心を持ってほしい。

担当教員氏名（代表含む） 五石　敬路

授業コード G010170010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 都市・地域政策
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教材

講義では、プロジェクター等を用い、必要に応じてレジュメ・資料のプリントの配布を行うが、以下のテキストを入手することが望まし
い。
・【テキスト】阿部昌樹・水内俊雄・岡野浩・全泓奎編（2017）『包摂都市のレジリエンス：理念モデ ルと実践モデルの構築』、水曜社
・【補助教材】阿部昌樹・全泓奎・箱田徹監訳(2019)『東アジア福祉資本主義の比較政治経済学——社会政策の生産主義モデル』、当信堂
　　　　　　　全泓奎編（2019）『東アジア都市の居住と生活：福祉実践の現場から』、東信堂

事前・事後学習の内容

シラバスで指定する【テキスト】の講義関連チャプターを、事前に予習のうえ講義に出席すること、講義後は、適宜【補助教材】もあわせ
て参照したり、講義中に教員から紹介のあった内容について調べ、理解を深めてもらいたい。

評価方法

毎回の講義の終了時に小テストを実施する。

受講生へのコメント

講議は、都市研究プラザ教員及び特別研究員を中心にオムニバス形式で行うが、理論と実践を網羅した多様な知識を提供するため、毎回の
講義出席が前提である。また、日頃から都市や地域の再生について関心を持ち、関連する情報を収集する学習姿勢を望みたい。なお、講義
後に実施する小テストは、成績評価の重要な基準となる。短い時間ではあるが記入には真剣に取り組んでいただきたい。また講師の都合で
順番が入れ替わることもあるため、授業期間中の掲示に注意すること。

講義

The Forefront of Urban Studies in Osaka City University

GEENV0113.CO

授業の到達目標

複雑かつ多様化しつつある都市問題に対応し、大学の資源を利用しながら、どのように都市の再生に取り組んでいくか、それが今後の都市
研究の一つの鍵となる。この課題に対し、研究の第一線で活躍している都市研究プラザ関連教員から、最新の研究動向や実績をまず学び、
理解することが求められる。これらを通じて、当代の都市問題に対応した先端的都市研究の含意を、理論的かつ実践的に理解してほしい。
同時に都市問題の仕組みを理解し、課題の把握、分析、都市の再生に向けた対策立案能力の取得のためのヒントを得ることを通じ、今後の
受講生のキャリア形成の第一歩としてほしい。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

オムニバス形式の授業で各教員が分担して講義するため、講義内容は毎年変わる。
※この授業は実務家教員により提供されている科目である。
【包摂型創造都市とレジリエント都市の創生】(第１回〜第7回)
包摂型創造都市とレジリエント都市に関する都市研究の成果を紹介する。
第１回　（イントロダクション）就労なき社会的包摂の可能性：阿部昌樹、法学研究科教員・URP所長
第2回：東アジアと欧州を架橋する包容力ある都市論の構築とレジリアントな安全網の生成：水内俊雄、URP教員
第3回：復元力・文化編集・世界遺産：創造的な述語（動詞）で編集・包摂する：岡野浩、URP教員
第4回：民族関係論の成果と課題：谷富夫、甲南大学教員・URP特別研究員
第5回：近世大坂の非人集団の生存環境と家：塚田孝、文学研究科教員・URP特別研究員
第6回：イタリアの文化間メディエーター：彌吉惠子、URP特任教員
第7回：レジリエンスとしての都市反乱：箱田徹、天理大学教員・URP特別研究員
【都市空間再生に向けた包摂型アートマネジメントと多文化都市】(第8回〜第10回)
アートマネジメントと多文化都市が生みだす包摂型都市空間再生に向けた理論と実践を紹介する。
第8回：社会的包摂とアートマネジメント〜音楽形態との関連から：沼田里衣、URP特任教員
第9回：都市の忘却空間となった水都再生〜水都大阪の挑戦：嘉名光市、工学研究科教員・URP兼任研究員
第10回：大阪の長屋保全のまちづくり〜この10年の振り返り：小伊藤亜希子、生活科学研究科教員・URP兼任研究員
【包摂型アジア都市と居住福祉実践】(第11回〜第15回)
包摂都市の構築に向けた課題と居住福祉の実践に関わる共同研究の成果を紹介する。
第11回：包摂型アジア都市への「中間的社会空間」試論：穂坂光彦、日本福祉大学名誉教授・URP特別研究員
第12回：東アジアにおける貧困と社会政策：五石敬路、都市経営研究科教員
第13回：参加型仕事づくりの試みから明らかになる労働間と外部者の役割、綱島洋之、URP特任教員
第14回：居住福祉を基調とした地域福祉施策における専門職の役割：野村恭代、生活科学研究科教員・URP兼任研究員
第15回：東アジア都市における生産主義福祉モデルと居住福祉の実践： 全泓奎、URP教員・URP副所長

科目の主題

都市研究プラザ（URP）は、本学の建学精神（「大学は都市とともにあり、都市は大学とともにある」）を受け継ぎ、「都市を学問創造の
場」としてとらえ、都市の諸問題に正面から取り組んできた。そして、グローバルCOE「文化創造と社会的包摂に向けた都市の再構築」を
推進し、独自に築いた海外センター・オフィスを始めとする国際的なネットワーク、大阪等で展開する現場プラザとの協力の下、先端的都
市研究に向けた学際的、かつ広範囲の分野に渡る研究実績を積んできた。また、2014年度からは、これまでの研究活動の蓄積によって育ま
れた、国内外の包摂型現場ネットワークの活用による共同研究活動が評価され、文部科学省より共同利用・共同研究拠点として選ばれてい
る。本講義は、本拠点による共同研究の成果の報告から構成される。授業内容・計画に提示する分野ごとに、先端都市研究に向けた研究活
動の最新の研究動向を学ぶことができる。

担当教員氏名（代表含む） 全　泓奎

授業コード G010140010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 市大都市研究の最前線
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教材

主な参考書：地学団体研究会大阪支部編『関西自然史ハイキング』創元社、同『大地のおいたち』築地書館、梶山・市原著『大阪平野のお
いたち』青木書店）、大阪市立自然史博物館展示解説第１３集『ネイチャースクェア 大阪の自然誌』、大阪市立自然史博物館特別展解説
書『氷河時代』。

事前・事後学習の内容

月に１〜２回程度、大阪周辺の博物館・植物園を訪れ、授業に関する事前学習を行う。博物館や植物園での事前学習の内容については、事
前に指示し、その理解については、課題レポートで確認する。

評価方法

事前学習に関わる課題レポート（５０点）と期末試験（５０点）で評価する。

受講生へのコメント

講義は地学分野からみた「大阪の自然」が中心であるが、地学の基本的な考え方も含めて授業を行うので、高校での地学の履修の有無を問
わない。

講義

Natural History in and around Osaka Plain

GEHIS0130.CO

授業の到達目標

大阪の立地する大阪平野の形成史や自然環境の変遷の理解をつうじて、現在の都市大阪とその周辺の自然の位置づけや地盤災害との関係に
ついての素養を深める。

英語科目授業名

科目ナンバー

単位数 2単位 授業形態

授業内容・授業計画

１．大阪平野とその周辺の地形配置および構成地質とその変遷（三田村宗樹 担当）
第1回　地形配置とそれを構成する地質の特徴
第2回　丘陵の地質 丘陵地を構成する地層
第3回　丘陵の地質 地層の成り立ち
第4回　丘陵の地質 第四紀の自然環境の変遷
第5回　平野の地質 平野の形成史
第6回　平野の地質 縄文海進と環境変遷

２．大阪周辺の森林植生とその変遷史（塚腰 実 担当）
第7回　化石植物群 メタセコイア化石植物群
第8回　化石植物群 第四紀化石植物群の特徴
第9回　化石植物群 古気候の変遷と古植生
第10回　現在の森林植生 植生の類型区分と分布、植生の遷移と二次林
第11回　現在の森林植生 人工林、人類が与えた植生への影響

３．災害に関わる地盤（三田村宗樹 担当）
第12回　山地と低地間に介在する活断層と地震
第13回　地下水と地盤沈下
第14回　地盤災害に関係する平野の地層の特性
第15回　試験

科目の主題

大阪およびその周辺に広がる現在の自然環境は、地球の歴史的変遷の結果として成立したものである。私たちが生活している大阪平野は、
もっとも新しい地質時代の新生代第四紀（２６０万年前から現在まで）に形成されてきた。したがって、第四紀は現在の自然を知るうえで
重要である。とくに平野やその周辺を構成する各種の地盤は人間生活や災害にも密接に関係している。このような環境は、大阪にとどまら
ず、日本各地の海岸平野に立地する大都市周辺にも共通した状況でもある。
この授業では、大阪平野とそれをとりまく地域の地形・地質の形成史や植生変遷について解説し、われわれの生活との関係について考え
る。

担当教員氏名（代表含む） 三田村　宗樹

授業コード G010530010 開講年度・学期 2020年度後期

科目授業名 大阪の自然
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