
* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 月曜 2限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAG024001

菅原真弓

アーツマネジメント

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。

アーツマネジメントは、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。

第四〜第七回。事前学習は特に必要としない

が、身近なアートプロジェクトに関心を持

ち、自ら報告書などを読み、考察することを

求める。他、参考文献なども随時紹介する。

事前・事後学習の内容

第一回〜第三回においてアーツマネジメント

の概説および歴史（経緯）を講義するので、

イントロダクション講義を受けた上で、自分

の身近なアーツマネジメント事例を見つけ、

考察する。インターネットを活用した予習、

復習で構わない。

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しない。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うことを目標とす

る。具体的には、上記の学びをレポートやグループワークを経てのプレゼンテーションで

示すことができるようになる。

各回の授業内容

イントロダクション：アーツマネジメントと

は何か

「アーツマネジメント」の登場と日本への流

入

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

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

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第八、第九回。外部講師が講義する内容につ

いて事前に概略を講義し、文献を紹介するの

で、事前にこれを読んでおくことを求める。

また事後は自らの学習を基に復習し、考察を

深める。

第十〜第十五回は、グループワークを実施す

る。グループ内で積極的に意見を述べること

ができるよう、プロジェクト企画の進捗に合

わせて事前に準備をしておく。また事後にお

いては、次のグループワークに備えて自らの

役割を果たすべく考察を進める。

地域アートプロジェクトを作る　４：グルー

プワーク

広義のアーツマネジメント：芸術文化の社会

への発信

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

地域におけるアートプロジェクト

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およびグループ分け

地域アートプロジェクトを作る　２：グルー

プワーク

地域アートプロジェクトを作る　３：グルー

プワーク

外部講師によるレクチャー：アートプロジェ

クトの事例

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

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

地域アートプロジェクトを作る　６：プレゼ

ンテーション（成果発表会）



* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

月曜日４講時

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、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。

特になし。

各回、レジュメを配布する。

適宜、授業資料（レジュメ）に加えて授業内で紹介する。

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（果たした役割）を記したレポートを指す。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 月曜 3限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF031001

菅野　拓

都市の地理学

都市がどのように生み出され、存在しているのかを説明するための基礎的な事項や概念の

獲得を目指す。

現代は世界人口の過半数が都市部に集中する都市の時代である。都市は、イノベーション

から都市問題まで様々な新しいものごとを良くも悪くも生み出し、変動し続けている。本

講義では、地域の多様性へ関心を向け、それが生じる原因を説明する地理学に特有の視点

から、都市がどのように生み出され存在しているのかを説明するための基本的な考え方を

学ぶ。同時に、現場の生々しさが伝わる具体事例を検討しながら、都市の現実をどのよう

に理解できるのかを考える。

消費・移動・格差

同上

同上

同上

同上

事前・事後学習の内容

事前配布資料の読み込みと授業中に紹介する

参考文献の事後学習

同上

同上

各回の授業内容

イントロダクション―なぜ都市は存在するの

か？―

近代と地域の変容―近代都市の成立―

自然の取り扱い方

都市を理解する試み2　点か面か

ツーリズムの誕生

同上

同上

同上

都市を記述する1 構造主義的な記述

グローバリゼーションと中心・周辺

都市像の展開

都市を理解する試み1　前近代か近代か、市

場か政府か

都市を改造する、都市が改造される

都市問題の解決1 福祉国家と社会運動

都市問題の解決2 サードセクター

都市を記述する2 ポスト構造主義的な記述

なぜ都市は存在するのか、再び

同上

同上

同上

同上

同上



* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

毎週月曜日12時10分～13時00分

特になし。

特になし。講義中に配布・指示する資料で各自予習・復習すること。必要に応じて紹介す

る文献、映画などを参照すること。

水内俊雄・加藤政洋・大城直樹（2008）『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

ハーヴェイ, D.（2006）『パリ―モダニティの首都―』青土社

授業目標（達成目標）の達成度で評価する。学期末レポート（70%）と授業中の小課題な

ど授業への参加態度（30%）によって評価する。都市を説明する基礎概念の獲得を合格の

最低基準とする。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 火曜 4限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAG025001

沼田里衣

音楽と対話

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。

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。

即興音楽に見られる対話の要素②

事前・事後学習の内容各回の授業内容

イントロダクション

音楽のもつ対話の側面について

音楽療法における対話①

即興音楽に見られる対話の要素①

音楽療法における対話②

音環境との対話

音楽療法における対話の過程

コミュニティ音楽療法における対話

対話と関係性の問題

即興音楽に見られる対話の要素③

世界のコミュニティ音楽

日本におけるコミュニティ音楽

音楽を用いた対話の場

総括

音の対話とことばの対話



* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

火曜3限（メールで事前に問い合わせること）

授業内に提示した事例や文献について学ぶこと。

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。

教科書の指定はない。

授業内で適宜参考文献を提示する。

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。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 水曜 3限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

選択

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF030001

天野景太

観光研究入門

21世紀は「観光の世紀」と謳われ、多方面から着目されている。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ための原理的な考察すること

が出来る。

「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ある。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する。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する。

後半（第11〜15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する。

過去の体験等に基づいて、自らの「観光」の

定義を考えておく

高校までの日本史や世界史（ヨーロッパ史）

の基礎的知識（古代・中世史）を復習してお

く

高校までの日本史や世界史（ヨーロッパ史）

の基礎的知識（近代史）を復習しておく

近代以前の旅のあり方と現代の大衆観光のあ

り方の違いについてまとめる

事前・事後学習の内容

シラバスを読んだ上で参加すること

インターフェースの機能を果たす施設や地域

の具体例について説明出来るようにする

観光地イメージが構築されるプロセスについ

て具体例をもとに説明出来るようにする

各回の授業内容

ガイダンス

「観光」とは何か〜観光を定義する

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

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

旅と観光の社会史Ⅱ〜近代マス・ツーリズム

の誕生

新聞やWEB記事等における最近の観光に関連

するニュースに目を通す

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

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

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9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

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

(1)到達目標の達成度について、コミュニケーションペーパーにおける考察、および定期試

験（論述問題）により評価を行なう。

(2)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、感想を記してもらう。コミュニケーションペーパーへの回答（30％）と定期試験

（70％）で評価する。 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、解答数への配慮はするが、加点は行

なわない。授業開始後30分を経過してから教室に入室した場合、コミュニケーションペー

パーへの回答権を失うものとする。

(3)観光をめぐる全体像を理解し、観光という事象にまつわるさまざまな対象について、研

究という視点から考察を行なうことが出来ているかどうかが合格のための最低基準であ

る。

新聞やWEB記事等における最近の観光に関連

するニュースに目を通す

新聞やWEB記事等における最近の観光に関連

するニュースに目を通す

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）

観光政策の役割と「観光立国」論

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）

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）

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）

自らの旅の動機や意思決定のプロセスについ

て観光心理学的視点から説明する

定期試験

観光研究の視点と方法Ⅴ〜おもてなしをデザ

インする（ホスピタリティマネジメント論）

文化的な観光対象をめぐる研究上の視点を理

解した上で、具体的な観光対象について論評

を行なう

まちづくりと観光まちづくりの動機とその手

法についてまとめる

メディアと観光との関わりについて、具体例

をあげながら説明する

ホスピタリティの原意を理解し、個人として

のホスピタリティマインドの実践方法につい

て考える



* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

木曜日6限（月末を除く）

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

研究分野である。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する。ただし、例年すべて

の授業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る。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はずであ

る。心して臨んでほしい。

安福恵美子・天野景太『都市・地域観光の今日的展開』古今書院、2020年。また、毎回教

場にてプリントを配布する。原則として過去の授業で使用したプリントの再配布は行なわ

ない。

教場において逐次紹介する。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 水曜 5限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

事前・事後学習の内容

事前学習は「防災⼠に期待される活動」の講

義資料を学習し講義に臨むこと。加えて、関

連する書籍、WEBサイト等を学習すること。

国内外で突発的に災害や事故が発生した際は

報道情報を参照すること。事後学習は講義資

料を整理、確認した上で、近年の災害事例と

関連づけて講義内容を理解すること。

各回の授業内容

防災⼠に期待される活動

地震・津波による災害

事前学習は「地震・津波による災害」の講義

資料を学習し講義に臨むこと。加えて、関連

する書籍、WEBサイト等を学習すること。国

内外で突発的に災害や事故が発生した際は報

道情報を参照すること。事後学習は講義資料

を整理、確認した上で、近年の災害事例と関

連づけて講義内容を理解すること。

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。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF040001

生田英輔

コミュニティ防災

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。



第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

事前学習は「災害情報の活用と発信」の講義

資料を学習し講義に臨むこと。加えて、関連

する書籍、WEBサイト等を学習すること。国

内外で突発的に災害や事故が発生した際は報

道情報を参照すること。事後学習は講義資料

を整理、確認した上で、近年の災害事例と関

連づけて講義内容を理解すること。

事前学習は「耐震診断と補強」の講義資料を

学習し講義に臨むこと。加えて、関連する書

籍、WEBサイト等を学習すること。国内外で

突発的に災害や事故が発生した際は報道情報

を参照すること。事後学習は講義資料を整

理、確認した上で、近年の災害事例と関連づ

けて講義内容を理解すること。

気象災害・⾵水害

⼟砂災害

被害想定・ハザードマップと避難情報

災害情報の活用と発信

耐震診断と補強

事前学習は「気象災害・⾵水害」の講義資料

を学習し講義に臨むこと。加えて、関連する

書籍、WEBサイト等を学習すること。国内外

で突発的に災害や事故が発生した際は報道情

報を参照すること。事後学習は講義資料を整

理、確認した上で、近年の災害事例と関連づ

けて講義内容を理解すること。

事前学習は「⼟砂災害」の講義資料を学習し

講義に臨むこと。加えて、関連する書籍、

WEBサイト等を学習すること。国内外で突発

的に災害や事故が発生した際は報道情報を参

照すること。事後学習は講義資料を整理、確

認した上で、近年の災害事例と関連づけて講

義内容を理解すること。

事前学習は「被害想定・ハザードマップと避

難情報」の講義資料を学習し講義に臨むこ

と。加えて、関連する書籍、WEBサイト等を

学習すること。国内外で突発的に災害や事故

が発生した際は報道情報を参照すること。事

後学習は講義資料を整理、確認した上で、近

年の災害事例と関連づけて講義内容を理解す

ること。



第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

事前学習は「⾵水害・⼟砂災害等への備え」

の講義資料を学習し講義に臨むこと。加え

て、関連する書籍、WEBサイト等を学習する

こと。国内外で突発的に災害や事故が発生し

た際は報道情報を参照すること。事後学習は

講義資料を整理、確認した上で、近年の災害

事例と関連づけて講義内容を理解すること。

事前学習は「復旧・復興と被災者支援」の講

義資料を学習し講義に臨むこと。加えて、関

連する書籍、WEBサイト等を学習すること。

国内外で突発的に災害や事故が発生した際は

報道情報を参照すること。事後学習は講義資

料を整理、確認した上で、近年の災害事例と

関連づけて講義内容を理解すること。

事前学習は「災害医療とこころのケア」の講

義資料を学習し講義に臨むこと。加えて、関

連する書籍、WEBサイト等を学習すること。

国内外で突発的に災害や事故が発生した際は

報道情報を参照すること。事後学習は講義資

料を整理、確認した上で、近年の災害事例と

関連づけて講義内容を理解すること。

事前学習は「地震・津波への備え」の講義資

料を学習し講義に臨むこと。加えて、関連す

る書籍、WEBサイト等を学習すること。国内

外で突発的に災害や事故が発生した際は報道

情報を参照すること。事後学習は講義資料を

整理、確認した上で、近年の災害事例と関連

づけて講義内容を理解すること。

広域・大規模⽕災

事前学習は「広域・大規模⽕災」の講義資料

を学習し講義に臨むこと。加えて、関連する

書籍、WEBサイト等を学習すること。国内外

で突発的に災害や事故が発生した際は報道情

報を参照すること。事後学習は講義資料を整

理、確認した上で、近年の災害事例と関連づ

けて講義内容を理解すること。

地震・津波への備え

⾵水害・⼟砂災害等への備え

災害医療とこころのケア

復旧・復興と被災者支援



第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

授業目標の達成度で成績評価を行う。

単位を取得するためには、

１．災害事象のメカニズムと被害・対策について説明できること。

２．災害時の人間行動、防災計画、災害情報、要配慮者、災害医療、災害ボランティア、

レジリエンス等を説明できること。

３．地域コミュニティおける防災活動を計画・立案できること。

の３点を達成することが求められる。

成績は、レポート課題（100％）によって評価する。合格（単位修得）のための最低基準は

60％とする。

行政の災害対策と危機管理

災害ボランティア活動

自主防災活動と地区防災計画

事前学習は「行政の災害対策と危機管理」の

講義資料を学習し講義に臨むこと。加えて、

関連する書籍、WEBサイト等を学習するこ

と。国内外で突発的に災害や事故が発生した

際は報道情報を参照すること。事後学習は講

義資料を整理、確認した上で、近年の災害事

例と関連づけて講義内容を理解すること。

事前学習は「災害ボランティア活動」の講義

資料を学習し講義に臨むこと。加えて、関連

する書籍、WEBサイト等を学習すること。国

内外で突発的に災害や事故が発生した際は報

道情報を参照すること。事後学習は講義資料

を整理、確認した上で、近年の災害事例と関

連づけて講義内容を理解すること。

事前学習は「自主防災活動と地区防災計画」

の講義資料を学習し講義に臨むこと。加え

て、関連する書籍、WEBサイト等を学習する

こと。国内外で突発的に災害や事故が発生し

た際は報道情報を参照すること。事後学習は

講義資料を整理、確認した上で、近年の災害

事例と関連づけて講義内容を理解すること。



* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

前期・木曜日・昼休み

本講義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、受講者は本講義を受講し単位取得することで、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、初回の講義で説明する。

毎回、レジュメを配布する。

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



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 水曜 5限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

1GAD006001

久堀　裕朗、桂　春團治、桂　春雨

大阪落語への招待

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング

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。

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。

講義



* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

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2〜15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。

【第１回】開講にあたって科目の趣旨説明、講義計画、履修の心得、評価のこと、など。

【第２〜５回】（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。

【第６〜10回】（中級編）続く５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。

【第11〜14回】（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。

【第15回】終講にあたって、「大阪落語」に関するまとめ。

【第16回】授業全体のまとめ、レポート提出。

【第１回】「落語」という芸能について調べておき、授業後に更に参考文献に当たる。

【第２〜５回】各回のテーマに関して、あらかじめ参考文献に当たるなどして調べてお

き、授業後は取り上げた落語の内容について復習する。

【第６〜10回】各回のテーマに関して、あらかじめ参考文献に当たるなどして調べてお

き、授業後は取り上げた落語の内容について復習する。併せて期末レポートの提出に向け

て準備をはじめる。

【第11〜14回】各回のテーマに関して、あらかじめ参考文献に当たるなどして調べてお

き、授業後は取り上げた落語について復習する。併せて、期末レポートの作成を進める。

【第15回】（初級編）から（上級編）までの授業内容をふり返り、その内容を整理する。

【第16回】自身で授業全体を総括する。

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。



* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

随時。

プリントを配布する。

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）



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 木曜 4限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

河川技術をめぐる環境史研究―河川改修の

150年史

治水と利水と環境と―多自然川づくり 指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

流域社会論―水害を考えるための地域ユニッ

トとは何か

都市の水没―都市災害のリスク

事前・事後学習の内容

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

各回の授業内容

イントロダクション（授業の進め方）

自然とは何か、環境とは何か。

環境問題1―熱帯林開発の歴史。

環境問題2―ミクロとマクロ

環境問題3―フレーミングとは何か

エコツーリズムとは何か―環境の保全と収奪

国立公園の歴史と現状―自然と権力の関係

河川改修史―人－自然関係史

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

災害文化の成立―自然と人のせめぎ合いの歴

史

「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ことが目標である。こ

の授業を受講することによって、境問題の本質を理解・認識できるようになり、人－自然

関係について、身近な事例やグローバルな課題など、多角的な視点から考察できるように

なることが、最終的な目標となる。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAG029001

祖田亮次

環境と文化

本講義では、人間－環境関係あるいは人－自然関係について、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。おも

に、日本、中国、東南アジアなどの東アジア・東南アジアの事例をもとに、できるだけ具

体的な事例から考察を進めると同時に、地誌学、地域研究、政治生態学、環境人文学等の

枠組みを提示し、その限界と可能性についても議論する。



第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

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」「優」・「良」・「可」・「不可」の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％

環境人文学―我々は自然とどうかかわるべき

か

まとめ

指定した資料を読んでミニレポートを執筆

期末レポートを執筆

月曜5時間目

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。

特定のテキストは使用しません。毎回レジュメを配布します。その際に参考文献を提示し

ます。

講義の際に提示します。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 金曜 1限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF041001

齋藤　直子

現代の部落問題

授業のテーマ及び到達目標

部落差別の現状と歴史、差別解消をはかる教育面の取り組みについて理解を深める。部落

問題に限らず、さまざまな差別問題や人権が侵されている状況についての感受性を高め、

差別のない社会に向けての構想力を身につけることを目標とする。具体的には、以下の能

力を身につけることを達成目標とする。

１．	過去・現在の部落差別の実態について説明できること。

２．	部落差別の歴史について説明できること。

３．	同和教育・人権教育の歴史と今日的課題について説明できること。

４．	自身に関わりのある人権課題について認識し取り組みの方向を構想できること。

部落差別の現状と歴史を調査データや研究成果をもとに紹介するとともに、差別の解消を

めざした教育面の働きかけである同和教育・人権教育について取り上げる。部落問題に限

らず、さまざまな差別問題、人権が侵されている状況についての感受性と差別のない社会

に向けた構想力を高める手掛かりを示す。差別の実態と差別をなくすための取り組みを具

体的に伝えるために、文献資料に加え、映像資料等を提示していく。

部落差別に関わる基本的な知識を概説した後、差別の現れ、生活実態、市民の差別意識の

それぞれについて現状を紹介する。さらに、部落問題の理解のために必須と考えられる部

落の歴史に関する研究成果を紹介し、後半では同和教育・人権教育の取り組みについて取

り上げる。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前・事後学習の内容

事前学習として、シラバスをよく読んでお

くこと。事後学習は、授業レジュメおよび

資料を再読すること。

各回の授業内容

部落差別とは何か；授業全体の概要紹介

部落とは何か；基本的な理解のための用語

解説など



第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

部落の歴史（４）戦後の部落と現代；大戦

後の解放運動と同和対策について紹介する

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

部落の生活と差別の現状（１）；部落差別

の現状を実態調査データをもとに紹介する

部落の歴史（３）第2次大戦まで；明治維新

から第2次大戦までの部落の変化と反差別運

動の流れを紹介する

部落の生活と差別の現状（２）；部落の生

活実態について実態調査データをもとに紹

介する

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

差別意識の構造と背景；人権意識調査の結

果等をもとに、差別する側の意識の構造と

背景を理解する

部落の歴史（１）部落の起源；部落の起源

とその後の経過を紹介する

部落の歴史（２）江戸期の部落；江戸時代

における差別の制度化と変容を紹介する

同和教育・人権教育（１）戦前の同和教育

実践；第2次大戦までの同和教育の先駆的実

践を紹介する

同和教育・人権教育（２）戦後の同和教育

の出発；「差別の現実に学ぶ」という同和

教育の原則が確立された経緯を紹介する

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。



第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

授業では、毎回、小レポートを書いてもらう。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。小レポートを通じて、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。

毎回、レジュメを配布する。

授業の到達目標の達成度で評価する。成績評価には定期試験と各回の講義時間中に提出す

る出席確認をかねた小レポートを用い、定期試験を7割、小レポートを3割で評価する。

同和教育・人権教育（４）人権教育として

の展開；内容と方法において多様に展開し

ている人権教育の特徴を紹介する

同和教育・人権教育（３）同和教育の多様

な実践；各時代の子どもたちの課題と教育

実践の特徴を紹介する

同和教育・人権教育（５）識字運動；教育

を奪われた人々の自主教育運動とその特徴

を紹介する

部落差別解消の取り組み；差別解消を目指

す多様な取り組みを紹介し、差別のない社

会を構想する

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。授業中に配布した

前回の小レポートのまとめを読むこと。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、今年度の授業レ

ジュメおよび資料を再読し、最終レポート

に備えること。授業中に配布した前回の小

レポートのまとめを読むこと。



* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

授業終了後に質問に回答する。またwebシステムを通じて相談日時を調整する。

参考書・参考資料等

神村早織・森実編著2019『人権教育への招待』解放出版社、上杉聰2004『これでわかっ

た！部落の歴史』同2010『これでなっとく！部落の歴史』解放出版社、西田芳正2012

『排除する社会・排除に抗する学校』大阪大学出版会



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 金曜 2限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

事前・事後学習の内容

シラバスを読んでおく

アイヌについての知識をまとめておく

各回の授業内容

イントロダクション

映画『GO』を見る１（含む事前説明）

映画『GO』を見る２（含む補足説明）

外国人と国籍――映画「GO」解題

外国人と労働――ニューカマー外国人を中心

に

エスニック・マイノリティとしての「アイ

ヌ」

在日コリアンについての知識をまとめておく

在日コリアンについての知識をまとめておく

国籍についての知識をまとめておく

外国人労働やニューカマーについての知識を

まとめておく

（１）日本におけるエスニック・マイノリティの状況について、マジョリティである

「（エスニックな）日本人」との関係の中で考える中で、基本的かつ実践的な視野を身に

つける

（２）（１）で得た知識や視座を活用し、自分自身の考えをレポートにまとめたり、必要

に応じて人前で発表したりする力を養う

（３）（１）（２）を通して、日常生活や将来の仕事で何か問題が生じたり、政策に対す

る判断が必要になった際に、的確に考えられる力を身につける

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF054001

明戸　隆浩

エスニック・スタディ

この授業の目標は、日本におけるエスニック・マイノリティの状況をマジョリティである

「（エスニックな）日本人」との関係の中で考えることを通して、日本のエスニックな状

況についての基本的かつ実践的な視野を身に着けることである。具体的には、在日コリア

ンをはじめとするオールドカマーの人々の歴史的位置づけ、アジアなどからのニューカ

マーの人々の現状およびそれにかかわる政策、さらには先住民としてのアイヌの人々が置

かれている状況などについて概観した後、マジョリティとしての「日本人」によるナショ

ナリズムや排外主義によって、マイノリティの人々がどのような影響を受けてきたのかを

見ていく。その上で、近年のヘイトスピーチやレイシズムの問題やそれに対抗する反レイ

シズムの広がりなどもふまえた上で、表面的な行政用語にとどまらないリアルな意味での

「多文化社会」が成立するための条件を、具体的に考えていきたい。



第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

アメリカの多文化社会についての知識をまと

めておく

上記の到達目標に沿って評価を行う。配点は、毎回の準備および課題50%、最終レポート

50%とする。日本のエスニシティについてマジョリティとマイノリティの関係の観点から

考えられるようになることが、単位習得にあたって必要な基準となる。

排外主義についての知識をまとめておく

ヘイトスピーチ法や反レイシズム運動につい

ての知識をまとめておく

日本の多文化社会についての知識をまとめて

おく

グループディスカッション１（ナショナリズ

ム）

最終レポートに向けて

グループディスカッション２（多文化社会）

最終ディスカッション

第11回までの講義の内容を自分なりに整理し

ておく

最終レポートを準備する

最終レポートを準備する

最終レポートを準備する

多文化社会日本？――2020年代の日本の課

題

補論――多文化社会アメリカの軌跡

授業時間（金曜2限）終了後の昼休み

事前学習については各回の記述のとおり。事後学習は、第2回から第11回までについては、

提示された参考文献の中から興味のあるものをチェックする。第12回から第15回までは、

最終レポートを準備する。

とくにありません

毎回資料を配布します

樽本英樹, 2016, 『よくわかる国際社会学』第2版, ミネルヴァ書房.

国際スポーツにおけるナショナリズムについ

ての知識をまとめておく

現代日本のナショナリズム――ワールドカッ

プサッカーを手がかりに

反レイシズム――排外主義にどう対抗するか

排外主義――「外国人は出ていけ」という言

説について



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 金曜 4限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法
各回の小テストやレポートなどの課題で評価する。最高点を１００点として、６０点以上

を合格とする。追試等は原則として一切行わない。

建築物とエネルギー（ファーナム クレイ

グ）

地域特性と福祉環境（蓜島優佳）

熱的快適性（袁継輝）

大気質と室内空気質（袁継輝）

高齢社会における福祉環境（西岡基夫）

福祉環境の現状と課題（石橋達勇）

事前・事後学習の内容

各回、学習内容について指示する。

各回の授業内容

地震と木造住宅（岡本滋史）

災害による建築物の被害（秋山信彦）

世界の建築構法（石山央樹）

居住環境と情報（瀧澤重志）

コモンズとしての集合住宅（荒木公樹）

コモンズとしての公園・街路（荒木公樹）

景観とまちづくり（中野茂夫）

震災復興とまちづくり（村上しほり）

観光とまちづくり（砂本文彦）

居住環境学においては、生活者としての視点を持つことが重要である。その視点を通じ

て、人間とそれを取り巻く居住環境に対する今日的課題や今後の展望について理解するこ

とを目標とする。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAE005001

岡本　滋史

人間と居住環境

私たちを取り巻く居住環境は、日常生活が舞台となるため、さまざまな社会問題、環境課

題と密接な関係がある。本講義では、高齢化や地球温暖化の中で、安全に安心して、そし

て快適に生活するために、居住環境に関連して必要となる多様な知識や実践例について学

ぶ。



* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

金曜日 12:15-13:15（岡本）

非常勤講師を含む教員によるオムニバス形式で行いますが、講師の都合により授業の順番

が前後することがあるため、授業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、出された課題について、積極的に取り組ん

で欲しい。また、日頃から居住環境について関心を持ち、関連する情報を収集する学習姿

勢を望む。

講義では、プロジェクターやOHP、スライド、ビデオ等を用い、必要に応じて、レジュ

メ・資料のプリントを配布や、参考文献の紹介を行う。

講義では、プロジェクターやOHP、スライド、ビデオ等を用い、必要に応じて、レジュ

メ・資料のプリントを配布や、参考文献の紹介を行う。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 金曜 5限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

各回、学習内容について指示する。

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）

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

地域福祉への理解Ⅱ（河内）

小児心身症と発達障碍への理解Ⅰ（大堀）

小児心身症と発達障碍への理解Ⅱ（大堀）

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）

事前・事後学習の内容

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

各回の授業内容

都市生活と人間福祉

都市生活とQOL（鵜川）

都市生活と認知症政策（杉山）

都市生活と水力社会（堀口）

都市生活と生活困窮者支援（垣田）

都市生活と認知症高齢者支援（岡田）

都市生活と認知症――超高齢社会の心理的

サポートの取り組みから（篠田）

地域福祉への理解I（河内）

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

都市生活と乳幼児の育ち（長濱） 各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

この授業は、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。授業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。毎回の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。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF033001

鵜川重和、岡田進一、垣田裕介、篠田美紀、長濵輝代、野村恭代、堀口正、河内崇典、大

堀彰子、多田美知子

都市生活と人間福祉

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。この授業で

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。



第15回

第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

各回、学習内容について指示する。

各回、学習内容について指示する。

まとめⅡ

まとめⅠ

各々の授業中に、担当者から指示する。

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第1回目に発表する。

なお、第2回目から第14回目までの授業については、順番が変更となる場合がある。

第2回目から第8回目までの授業については、年度ごとに担当教員が変わるため、授業内容

が異なる場合がある。

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）。

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）。

毎回の授業の最後に課すレポートに対し、担当教員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。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。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 金曜 5限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

事前・事後学習の内容各回の授業内容

ガイダンス・都市大阪の沿革

災害から都市を守る（その１） 地震と火災

災害から都市を守る（その２） 台風

資源を循環させる（その１） 都市気候とエ

ネルギーのシステム

資源を循環させる（その２） 都市廃棄物の

システム

人・物を流動させる（その１） 都市港湾の

システム

人・物を流動させる（その２） 都市交通の

システム

都市計画

テーマ毎に専任講師と大阪市の担当者が学術と実務の両側面から講義することで、大阪の

都市づくりの沿革とそこでの種々の課題を実践的に学び、将来の大阪の都市像を描く素養

を身につけることを目標とする。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAD005001

小林祐貴、徳尾野 徹、谷口 徹郎、嘉名 光市、内田 敬、鍋島 美奈子、重松 孝昌、水谷 聡

大阪の都市づくり

都市大阪は、古代からわが国の、あるいは近畿圏の中心として、また東アジアをはじめと

する国際拠点として、その立地条件を活かしつつ、上町台地を中心に先端的都市づくりを

行ってきた。この歴史的試算とそこで培われてきた個性を継承しつつ、現代の都市大阪で

は、グローバル化と社会経済の変化、特に東京及び関東圏への一極集中が強まる中におい

ても、２６９．１ 万人の常住人口と３５４．３万人の昼間人口（２０１５年国勢調査）の

多様な活動が活発に行われている。

本科目は、我が国で最も昼間人口比率が高く、それ故、複合化・高度化する都市大阪の活

動を支える都市基盤システム、並びに人々の活動と住まいの場を快適に整える都市空間の

計画・設計について、５つのテーマ（安全、循環、流動、水と緑、居 住）を設けて講義す

る。それぞれ第一線で活躍する専門家が担当し、最新の情報とその具体例を通して各テー

マの基礎知識をわかりやすく解説する。



第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

レポート（毎回、講義時間後半にレポートを作成・提出（全１３回）および総括レポー

ト）と発表・討議の総合点により評価する。６０点以上を合格とする。レポート作成は、

ワープロ、手書きどちらでも可で、PDF化したものをWebClassを通じて提出する。

講義のまとめ 大阪の都市づくりビジョン

住まいとまちづくり（その２） 住宅まちづ

くり政策

総括レポートの作成と発表・討議（その

１）

総括レポートの作成と発表・討議（その

２）

水と緑に親しむ（その１） 水辺の空間

水と緑に親しむ（その２） 緑豊かな環境

金曜日2限

事前・事後学習としては、都市やまちづくりに関心をもって、自分たちの住んでいるま

ち、学びのまちを、普段からよく観察すること。気づいたことや、気に入った風景を写

真・メモで記録するように心がけること。常に都市の問題にかかわる情報

（新聞やテレビ、   雑誌等の報道、各種評論など）に留意し、問題意識を持つこと。

これからの都市には、個別技術の機能や効率だけでなく、安全・安心、環境、福祉に十分

配慮した都市づくりが求められており、その結果、自然と歴史と共生し得る美しい都市の

実現が可能となる。そこでは、多様な視点と技術の総合化が必要となる。受講生には、各

回の講義資料、参考文献による学習に加えて、できるだけ都市づくりの現場に出かけて、

講義内容を体感するように心掛けて欲しい。

それぞれの講義で、レジュメ・資料のプリントを配布する。必要に応じて参考文献を紹介

する。講義は原則として、プロジェクター、スライド等を用いて行う。

それぞれの講義で、レジュメ・資料のプリントを配布する。必要に応じて参考文献を紹介

する。講義は原則として、プロジェクター、スライド等を用いて行う。

住まいとまちづくり（その１） オオサカ

Vital Housing



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 前期 集中講義

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

（１）陸上植物の進化

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

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。

演習

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAH011001

山田 敏弘 他

植物と人間

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。

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。

事前・事後学習の内容各回の授業内容



第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

（３）熱帯植物の利用

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

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。

（１）到達目標の達成度を評価する。

（２）各テーマで課すレポート８０％、講義時間中における発表・質疑２０％。

（３）100点満点中60点以上をもって、到達目標を達成したと評価する。

メールにて事前に調整の上，指定の時間に訪問。

各テーマについて、事前にレポート課題を提示するので、講義までにレポートを完成させ

ておく。講義では、レポートの内容を発表し、参加者間で質疑を行う。その内容を受け

て、講義後にレポートを修正する。

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。

プリントを適宜配布する。

特になし。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 月曜 3限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAD001001

齊藤  紘子

歴史のなかの大阪

歴史研究の方法や成果、考え方などを踏まえて、大阪の歴史や文化の特徴について具体的

に説明できる。

都市としての大阪は、古代から近現代までの多様な人びとの生活と社会関係がひろがるな

かで、大きく変化してきた。私たちが目にする現在の街並みや都市社会の姿は、その延長

線上にある。大阪やその周辺地域に残る豊富な史料や歴史的痕跡を手がかりとして、都市

大阪の歴史と文化を通時代的・構造的に捉え直してみたい。特に、豊臣秀吉の大坂城とそ

の城下町建設に始まる近世（江戸時代）の大坂は、現代都市大阪につながる直接の基点で

ある。そのため第6回以降は、近世大坂の都市社会と民衆生活について重点的に紹介する。

新地開発①･･･開発の経過

事前・事後学習の内容

事前にシラバスを読んでおく。授業をふり

返って大阪平野の形成過程について理解す

る。

各回の授業内容

導入･･･授業の進め方／自然環境と生活空間

の変化

古代の都市空間･･･難波宮

中世の都市空間･･･渡辺津・四天王寺

武家地と蔵屋敷･･･武士身分と都市社会

中世末の都市空間･･･堺・本願寺寺内町

近世から近代へ･･･社会組織の再編と持続

大坂城と城下町の建設･･･秀吉の都市構想

近世大坂三郷の成立･･･堀川の開削

近世大坂の「町」･･･住民の生活と共同体

新地開発②･･･新地の空間と社会

かわた村と皮革流通･･･渡辺村

四ヶ所垣外の非人集団･･･御用と勧進

近代大阪の都市社会･･･軍隊・工場など

【予習】【復習】は13回目までと同様。加え

て、これまでの授業の要点を自分なりにまと

めてみる。



第15回

第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

月曜4限

第2～13回：【予習】事前配布資料を読む。【復習】授業レジュメ・資料を読み返し、授業

で紹介した参考文献なども利用して理解を深める。

大阪という身近な場所を対象とするので、現在の都市空間を意識しながら受講すること。

取り上げた場所（史跡や博物館など）にも積極的に足を運んでほしい。

特に指定しない。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。

塚田孝『歴史のなかの大坂』岩波書店、2002年

授業参加態度30％（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70％の総合評価。

試験に向けて学習する。試験のふり返り。期末筆記試験

まとめ 試験にむけて学習する。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 火曜 2限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAH007001

木村　義成

地図と地理情報

　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の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。

　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、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。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・なぜ地理情報が必要か、情報の

「見える化」の観点から理解すること。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・なぜ地理情報が必要か、情報の

「重ね合わせ」の観点から理解すること。

事前・事後学習の内容

事前学習・シラバスを読むこと。

事後学習・ガイダンスの内容について理解

し、地理情報がどのようなものか理解するこ

と。

各回の授業内容

・本科目のガイダンス

・なぜ地理情報が必要なのか？①

・なぜ地理情報が必要なのか？②



第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

・属性検索・空間検索

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・なぜ地理情報が必要か、情報の

「効率的な伝達」の観点から理解すること。

また、小レポートの執筆を行うこと。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・空間データモデルやベクトルデー

タについて理解すること。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・ラスタデータについて理解するこ

と。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・時間情報や高さ情報を持つデータ

の活用について理解すること。

・地理座標系と投影座標系

・なぜ地理情報が必要なのか？③

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・地理座標系と投影座標系の違いに

ついて理解すること。また、小レポートの執

筆を行うこと。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・属性検索や空間検索で何ができる

のか理解すること。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・空間演算処理で何ができるのか理

解すること。

・危機管理分野における地理情報の活用②

・空間データモデル―ベクトルデータ―

・空間データモデル―ラスタデータ―

・時間情報や高さ情報を持つ地理情報

・空間演算処理

・道路ネットワークデータを用いた空間分析

・危機管理分野における地理情報の活用①

・マーケティング分野における地理情報の活

用①

事前学習・前回の内容を復習すること

事後学習・カーナビの位置情報や道路ネット

ワークデータで何ができるのか理解するこ

と。また、小レポートの執筆を行うこと。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・危機管理分野での地理情報の利活

用について理解すること。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・危機管理分野での地理情報の利活

用について理解すること。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・マーケティング分野での地理情報

の利活用について理解すること。



第15回

第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

後期火曜日

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、写真や動画を用いて判り易く説

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。

講義の中で、適宜、参考文献・資料を紹介する。

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

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50％、

学期末のレポート課題が50％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。

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・地理情報と社会との関係につい

て、法的、倫理的な点から理解すること。ま

た、本科目の期末レポートの執筆を行うこ

と。

・地理情報と社会

・マーケティング分野における地理情報の活

用➁

事前学習・前回の内容を復習すること。

事後学習・マーケティング分野での地理情報

の利活用について理解すること。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 火曜 4限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

選択

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAB005001

山﨑　孝史

現代地理学入門

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する。

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

野である。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する。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く。

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

事前・事後学習の内容

シラバスに記載された内容に目を通した上

で、本授業を受ける必要性や意味について考

え、自分なりの目標を定める。

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

各回の授業内容

イントロダクション（講義ガイダンス）

地域の見方―領域性の意味と理論（1）

地域の見方―領域性の意味と理論（2）

経済活動の歴史地理―領域性のモデル（1）

経済活動の歴史地理―領域性のモデル（2）

宗教の地理的想像力―カトリック教会（1）



第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

米国の歴史地図―領域的システム（1）

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

中間試験

事前連絡があれば対応します。

学習管理システム（LMS）と講義ホームページ（http://polgeog.jp/）を用いて講義を進め

ますので、講義スライド等の必要な情報を各媒体から入手し、講義に臨んでください。

ロバート・サック（山﨑孝史監訳）『人間の領域性―空間を管理する戦略の理論と歴史』

明石書店、2021年

授業中に適宜指示します。

到達目標の達成度については、中間試験については教科書で説明される理論の理解の程

度、期末試験については理論の応用力が試されます。それぞれの評価割合はそれぞれ50点

です。総点が60点以上を合格とします。

試験範囲について復習し、試験を踏まえて後

半の授業に備える。

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

総括―領域性の事例（1）

宗教の地理的想像力―カトリック教会（2）

米国の歴史地図―領域的システム（2）

現代社会との接点―職場の領域性（1）

現代社会との接点―職場の領域性（2）

総括―領域性の事例（2）

期末試験

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。

具体的な領域性の事例を想起し、授業内容と

照らして理解を深める。

具体的な領域性の事例を想起し、授業内容と

照らして理解を深める。

試験範囲について復習し、授業全体に関する

理解を確認する。

テキスト指定個所を事前に読み、授業内容と

照らして理解を深める。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 水曜 3限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAG002001

仁木　宏

日本社会の歴史

過去の時代を描いた映画を見る際、歴史的事実の誤りに注意することも無意味ではない

が、本授業ではその映画が描く時代像、社会事象の本質を理解できるようになる。

映画はもちろんフィクションではあるが、そこに描かれた世界を歴史学の視点から考察す

る方法を体得する。こうした技量を身につけることで、日本社会を歴史的な視角からみつ

め、現代社会について考えうるようになる。

この授業では、日本社会の過去・現在を歴史的な視点から解明することの重要性を学ぶ。

古代から現代にいたる日本史をさまざまな視角、テーマから明らかにすることによって、

歴史の豊かさ、可能性について理解できるようにする。

授業では、ガイダンスで半期の授業の論点、方法などについて解説した上で、毎回の授業

においては、学際的な方法論、映画、集団と個人関係の考察など、多彩な方法によって、

過去の日本社会を調べ、考究する術を学ばせる。最後に授業内容をまとめ、各自の到達内

容について自覚させる。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前・事後学習の内容

事前に、日本の映画史について概説的に学ん

でくること。事後には、第2回の映画につい

て、予習すること。

各回の授業内容

ガイダンス

「羅生門」（1950年）①……平安時代（中

期）の羅城門のテーマを学ぶ

「羅生門」②……「都」のものがたりについ

て学ぶ

「もののけ姫」（1997年）①……室町時代

の西国について学ぶ



第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

「尻啖え孫市」②……民衆の描き方について

学ぶ

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

「尻啖え孫市」（1969年）①……信長・秀

吉と紀州の民衆の物語について学ぶ

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

「砂の器」②……差別をうけた人の家族の立

場について学ぶ

「もののけ姫」②……歴史の転換点について

学ぶ

「蜘蛛の巣城」（1957年）①……戦国時代

の「下克上」とその結末について学ぶ。

「蜘蛛の巣城」②……人間の性（さが）の歴

史性について学ぶ

「東京オリンピック」（1965年公開）①…

…スポーツと政治について学ぶ

「東京オリンピック」②……民衆統合のイデ

オロギーについて学ぶ

「砂の器」（1974年）①……ハンセン氏病

に対する不当な差別について学ぶ

「ゴジラ」（1954年）①……核実験、放射

能について学ぶ

「ゴジラ」②……戦争が生んだ「怪獣」とは

何かについて学ぶ

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得るとともに、授業全体での

成果を確認すること。

事前に、この回の映画について基礎知識を得

ておくこと。事後には、映画の内容について

発展的な知識を得、考察すること。



* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

随時

特になし。

毎回、関連する文献のコピーを配布。

藤田雅之『映画のなかの日本史』地歴社, 1997.7.

授業中に書く7本のレポートで到達目標の達成度を評価する。授業中のレポート　１０

０％。

単に映画のあらすじを追ったり、狭義の映画論を展開するのではなく、歴史学の視点、日

本社会の歴史を学ぶという観点から何を発見し、現代人としてどのような示唆を得たかを

説明できる。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 水曜 3限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

事前・事後学習の内容

シラバスを熟読し、自分にとって履修が適切

かどうか検討しておく

各回の授業内容

ガイダンス

観光と文化とのかかわり〜世界遺産観光の展

開を例に

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

観光と文化遺産Ⅱ〜文化の継承と遺産の制度

化・商品化

観光における生活文化・民族文化の呈示と消

費の諸相Ⅰ

メディアにおける世界遺産の取り上げられ方

について調べる

世界遺産の基礎について授業内容や配付資料

に基づき理解する

文化の保存・継承と観光の関係について自ら

の考え方を整理する

生活文化の類型に基づいて、身近な生活文化

の具体例についてまとめる

自らの観光体験や異文化体験について、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。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く。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAG030001

天野　景太

観光と文化

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る。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、さまざまである。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く。



第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

観光タワーの歴史的展開について理解する

観光アトラクションの文化史Ⅳ「リゾート」

クルーズ観光の現状について、具体的なツ

アーのあり方を調べる

日本におけるリゾートの歴史を振り返り、将

来のリゾート開発の方向性について考察する

高度成長期におけるホテル、温泉旅館文化の

展開を理解し、今後の宿泊産業において求め

られる要素について考察する

自分の出身・居住地域における真正土産品を

企画する

遊園地の歴史的展開について理解、テーマ

パークの概念やその構成要素に基づき、具体

的なテーマパークの企画を構想してみる

定期試験

観光アトラクションの文化史Ⅰ「タワー」

観光アトラクションの文化史Ⅱ「遊園地・

テーマパーク」

観光アトラクションの文化史Ⅲ「観光鉄道・

クルーズ」

観光アトラクションの文化史Ⅴ「ホテル・温

泉旅館」

観光アトラクションの文化史Ⅵ「土産品」

生活文化・民族文化の呈示例を調べ、その観

光効果について評価する

宗教と観光との関係に関する歴史的展開につ

いて整理しておく

観光における生活文化・民族文化の呈示と消

費の諸相Ⅱ

観光における宗教文化の呈示と消費の諸相Ⅰ

観光における都市文化の呈示と消費の諸相

観光における宗教文化の呈示と消費の諸相Ⅱ

宗教文化の観光化が地域や宗教者にもたらす

効果について具体例を挙げながら説明出来る

ようにしておく

都市の解釈枠組みに基づき、任意の事例につ

いて都市文化が観光化される過程を説明出来

るようにする



* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

木曜日５限（月末を覗く）

授業内容に関連する検定試験として「世界遺産検定」を本学で実施予定だが、それに関連

するガイダンスと申込受付を授業内で実施する。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する。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」等を併せて履修するとよい。

安福恵美子・天野景太『都市・地域観光の今日的展開』古今書院、2020年。ほか、毎回教

場にてプリントを配布する。原則として過去の授業で用いたプリントの再配布はしない。

教場にて適宜紹介する。

(1)到達目標の達成度について、コミュニケーションペーパーにおける考察、および定期試

験（論述問題）により評価を行なう。

(2)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、感想を記してもらう。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％）で評価を行なう。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評価となる。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、回答数への配慮はする

が、加点の対象とはならない。授業開始後、30分以上の遅刻は、コミュニケーションペー

パーへの回答権を失う。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る。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はずである。

(3)文化の観光化ついて、また観光アトラクションの文化的特質についての基礎的な知識を

踏まえた上で、任意の文化的事象について観光と関連づけて分析出来ることが合格のため

の最低基準である。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 水曜 4限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF022001

伊地知　紀子

都市的世界の社会学

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。

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。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前・事後学習の内容

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

各回の授業内容

オリエンテーション

日本社会とエスニシティ（１）

日本社会とエスニシティ（２）

越境する生活圏−解放後（１）

韓国・済州島／日本・大阪（１）

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

韓国・済州島／日本・大阪（２）

越境する生活圏−解放前（１）

越境する生活圏−解放前（２）



第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

越境する生活圏−解放後（２）

水曜12時20分〜13時20分

授業中に講義内容に関する意見を聞くことがある。

開講時に指示する。

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。

授業中のミニレポートを含む平常点４０％、期末試験６０％。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

都市化と移動（２）

オールド・カマーとニュー・カマー（１）

オールド・カマーとニュー・カマー（２）

都市化と移動（１）

多文化と共生（１）

多文化と共生（２）

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。

事前学習：課題の準備を行なう。事後学

習：データの分析を行なう。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 木曜 2限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAE006001

除本　理史

環境と経済

　公害環境問題と経済に関する最近の動向と基本的な知識を習得する。

　本講義では「放射能汚染はなぜくりかえされるのか――地域の経験をつなぐ」をテーマ

とする。原子力技術は放射能による環境汚染のリスクをはらむが、なぜこれまで原子力利

用が政策的に推進されてきたのか。

　かつて高木仁三郎は、1999年の東海村JCO臨界事故を受け『原発事故はなぜくりかえす

のか』（岩波新書、2000年）を書いた。高木は「原子力時代の末期症状による大事故の危

険と結局は放射性廃棄物がたれ流しになっていくのではないかということに対する危惧の

念」を表明したが（同書p.183）、2011年の福島原発事故はその予感の正しさを証明するこ

とになった。原子力事故は技術のあり方や技術者の姿勢だけでなく、原子力利用に関する

社会的意思決定の産物である。

　では、なぜ被害の過小評価と新たな放射能汚染問題がくり返されるのか。戦後日本の公

害問題とも比較しつつ、広島・長崎の原爆被害、人形峠ウラン鉱害、茨城県東海村の原子

力施設群、福島原発事故の事例研究を通じて検討する。

熊本県水俣市における地域再生の課題

事前・事後学習の内容各回の授業内容

ガイダンス

私たちは「地域」とどう向き合うのか

現代資本主義の変化と特質

水俣病事件とは何か

「地域の価値」とは何か

公害裁判と環境再生のまちづくり

福島第一原子力発電所事故とその被害

福島県飯舘村の内発的な地域づくりと原発事

故

「地域の価値」から福島の復興を考える

公害経験の継承とは何か

「困難な過去」から「地域の価値」へ

岡山県倉敷市のコンビナート公害

瀬戸内海の環境問題と海ごみ問題

まとめ



* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

木曜日昼休み（要事前連絡）

事前に教科書・参考書を熟読するとともに、講義後は、参考文献を参照し、講義ノートを

よく整理すること

履修者には、授業時間中に講義をよく聞き自らノートをまとめる力が求められる

除本理史・佐無田光『きみのまちに未来はあるか？：「根っこ」から地域をつくる』（岩

波ジュニア新書、2020年）

除本理史『公害から福島を考える：地域の再生をめざして』（岩波書店、2016年）

小テストを2回実施し、その成績により評価する。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 木曜 4限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

　経済系の科目であり、むろん今日の世界の経済やビジネスの問題と切り結びますが、本

物の教養を身に付けたいと考える諸君に受講していただきたいと念じています。

　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

ぶようになった。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。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る。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る。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な

い。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

も過言ではない。

　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」という考え方である。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の経済・ビジネスの動きをわ

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う。

　教養を深めたいと考えている文系学部の学生諸君、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諸君のどちらのニーズにも応えられる内容とする。

　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、そして自分の住む都市の変化が世界とつながっていることを説明できるようになっ

てもらうことを目標とします。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF038001

有賀　敏之

国際地域経済と都市



* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

日本企業の米国現地生産（2）

大阪ないしは関西広域経済を考える

杭州・無錫の歴史地理と日系企業進出。

南通の歴史地理と日系企業進出。

天津の歴史地理と日系企業進出。

日本企業の米国現地生産（1）

東海地域の金融・産業・貿易。

トヨタグループの国際化と世界。

米国の研究型大学と産業クラスターの関係。

自動車産業への過剰依存と日本の危機。

日本の近代と自明ではない地域区分。

華東地域と現地進出日系企業（1）

華東地域と現地進出日系企業（2）

定期試験 （試験期間内）

華東地域と現地進出日系企業（3）

日本国内の地域区分の相対化

東海地域の産業と経済

―
　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、Webシステム上で提示される教材を学習するとともに、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。

（1）上記「各回の授業内容」欄の「事前・事後学習の内容」に記された観点に関する理

解の定着度を、定期試験で確認します。	

（2）期末に筆記試験（論述式）を実施します（なお途中で遠隔形態での実施を余儀なく

された場合には、動画の視聴を促すために、それに加えて中間試験も設定します）。

　配点については、期末試験（80%）＋課題（授業中に臨時に課すもの20%）の予定です

が、遠隔形態となった場合には中間試験（40%）＋期末試験（60%）とします。

　以上に加えて、随時講義内容と関連したオプショナルレポートの課題を出して、こちら

は任意提出で加点対象とします。

（3）合格のためには上記（1）に示した観点の多くについて、自分の言葉で説明できるよ

うになることが必要です。

歴史的経緯と地理的構成について。

海禁政策と寧波商人、在来の手工業。

太平天国の乱とアヘン戦争、歴史的金融機関。

事前・事後学習の内容

科目の構成と教科書について。

グローバル・リージョナル・ローカルの視点。

貿易・金融都市上海の形成（2）

戦前期における大阪紡績資本の上海現地生産。

戦後期の変容と浦東新区開発。

各回の授業内容

イントロダクション－本講義の概要－

三層の分析レベルと企業

中国華東地域の概要

貿易・金融都市上海の形成（1）

上海地域と現地進出日系企業（2）

上海地域と現地進出日系企業（1）



* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

木曜5限・金曜日5限他（メールにて事前予約のこと）

　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は、この科目に限りませんが、平素の継続的な受講が

欠かせません。

有賀著『中国日系企業の産業集積』（同文館出版，2021年第二刷）

関下・有賀編著『東海地域と日本経済の再編成』（同文舘出版，2018年第四刷）

　講義内容に関連する新刊を刊行した場合には、参考書扱いで追加で紹介したいと思いま

す。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 木曜 2限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAJ011001

平　知宏

学びのデータから見る大学

受講生が自分なりに「大学で学ぶとはどういうことか」「大学では何を学んでいるのか」

という問いに対し答えを出し、更には大学での教育について、学生の立場から理解し議論

できるようになることを目標としています。また、基本的なアンケート調査実施を通し

て、調査計画の立案と実施までの基本的な流れを理解した上で、大学での教育について計

画的かつデータに基づく議論を行えるようになることも目標としています。

大学での教育の在り方について、具体的なデータに基づいて、学生の立場から見えてくる

ものについて議論・考察していくことを目的とします。また本授業では、受講生が主体と

なって、簡易な調査立案のもと、大学の教育に関するデータ収集を行い、大阪公立大学で

行われている教育とその成果についての理解を深めていきます。

事前学習：トピックの確認

事後学習：提供された話題に関する復習

事前学習：トピックの確認

事後学習：提供された話題に関する復習

事前学習：トピックの確認

事後学習：提供された話題に関する復習

事前学習：中間発表の準備

事後学習：興味関心に基づく情報収集、他者

の発表内容についてのフィードバック

事前・事後学習の内容

事前学習：なし

事後学習：1回目内容の復習

事前学習：中間発表内容の復習

事後学習：予備調査案の立案継続

事前学習：予備調査案の立案継続

事後学習：調査案の確定と調査実施

各回の授業内容

初回ガイダンス

教員による話題提供：「大学」についての議

論（１）

教員による話題提供：「大学」についての議

論（２）

教員による話題提供：「大学」についての議

論（３）

受講生による興味関心に関する中間発表

「大学」像把握のための準備作業 予備調査

立案（１）

「大学」像把握のための準備作業 予備調査

立案（２）



第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

予備調査の実施と結果解釈、および本調査計

画と実施（１）

「大学」像把握のための準備作業 予備調査

立案（３）

本授業の受講希望者は、初回授業に必ず参加するようにすること。講義の進め方や成績評

価などについての簡易な説明を行います。

また本授業では、基本的なオフィスソフトウェア（Word, Excel, PowerPoint等）の使用が

前提となります。PCに関する基本的な作業・操作法については適宜サポートする予定です

が、自ら積極的に作業する姿勢が必要となることに留意してください。

1. 議論および資料作成（30％）：毎回の授業への積極的な参加（態度・行動）、および授

業内での課題・提出物等の作成と提出状況をもとに、大学での教育について理解した上で

議論できているかの評価を行います。

2. 中間発表（30％）

3. 最終成果発表・レポート（40％）中間発表時、および最終成果発表への参加、およびレ

ポートの提出とその内容をもとに、大学での教育について計画的かつデータに基づく議論

を行えているかについての評価を行います。

以上の3つの観点の総合した得点を算出し、60点以上を合格とします。

事前学習：調査案の確定と調査実施

事後学習：予備調査結果の解釈と本調査の準

備

事前学習：予備調査結果の解釈と本調査の準

備

事後学習：本調査内容の整理・確定

事前学習：本調査内容の整理・確定

事後学習：本調査の確定と調査実施

本調査の実施と解釈、議論（２）

予備調査の実施と結果解釈、および本調査計

画と実施（２）

予備調査の実施と結果解釈、および本調査計

画と実施（３）

本調査の実施と解釈、議論（１）

本調査の実施と解釈、議論（３）

成果発表、議論

事前学習：調査データの基礎集計

事後学習：調査データの可視化と分析

事前学習：調査データの可視化と分析

事後学習：調査データの解釈

事前学習：調査データの解釈

事後学習：最終発表準備

事前学習：最終発表準備

事後学習：最終レポート作成

事前学習：本調査の確定と調査実施

事後学習：調査データの基礎集計



* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

授業時間外での質問等については、メールアドレス等により連絡をいただければ、適宜受

け付けるようにします。

教科書、資料については特定のものは使用しません。必要となる教材各種については、適

宜配布するようにします。

文献についても、全て授業内で配布します。また授業内外で活用できるリソースや受講生

同士の資料等は、メールや学修支援システム等を通じて配信・共有する予定ですので、各

自本学のメールについて積極的に活用するよう心掛けて下さい。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 木曜 4限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

コンパクトシティと都心居住

開発規制の効果分析2

都市開発における行政の役割1

都市開発における行政の役割2

都市・土地利用の基本モデル2

開発規制の効果分析1

授業の前に講義ノート（虫食い版）をネット上の当該授業ページにアップする．虫食い部

分を予想しながら講義ノートを読むことが事前学習となる．また，授業で学んだことを踏

まえて，講義ノート虫食い版を自力で埋めながら復習することが事後学習となる．

事前・事後学習の内容各回の授業内容

イントロダクション

都市とは何か

都市はなぜ存在するのか

経済評価の考え方1

経済評価の考え方2

道路事業の経済評価

環境の価値の計測

都市・土地利用の基本モデル1

中間試験と振り返り

都市における交通混雑や開発規制などの都市問題や都市政策を，経済学的な観点から説明

できる力を身につけること．

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF035001

髙塚　創

現代都市論

政府の財政が厳しい今日，政策の合理性や説明責任が大きく問われるようになってきてい

る．この授業では，国や自治体が行う様々な都市政策が，経済学の考え方を用いながら，

どういった理由から正当化できるのか（あるいはできないのか）を学び，望ましい都市の

あり方を考える基礎を身につけることを目的とする．



* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

（1）成績評価は到達目標の達成度によって行う．

（2）到達目標の達成度を，中間試験（50％），期末試験（50％）によって評価する．

（3）合格（単位取得）のための最低基準は60％である．

下記メールアドレスまで連絡し，予約を取って下さい．

あらかじめ履修すべき科目は特にありませんが，高校文系レベルの簡単な数学（グラフ，

計算）は用いますので，ご注意ください．

授業で用いる講義ノートおよび補足資料はすべてネット上の当該授業ページにアップす

る．

授業で用いる講義ノートおよび補足資料はすべてネット上の当該授業ページにアップす

る．



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 金曜 1限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

事前・事後学習の内容

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

各回の授業内容

はじめに：授業説明、なぜ部落史を学ぶの

か、歴史修正主義、同和対策事業と海外と

の比較

部落差別とは何か：調査、聞きとり、差別

事例、新しい人種主義、アイデンティティ

と名乗り

アジアの身分制と差別：ケガレの両義性

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

　部落差別がなぜ今あるのか、そしてどのように変容しつつ再編されてきたのか、部落問

題の歴史的な性格を把握する。その学びを通じて部落差別が現代社会の経済や社会や文化

の構造に埋めこまれている、きわめて今日的な問題であるという認識に立脚しつつ、あわ

せて、部落差別にとどまらず、いかに歴史を学び、そしてどう引きうけるのかを考える視

点を持つ。さらに、自らにかかわる問題として、部落差別をはじめとした多くの人権問題

にたいする感受性を高めるとともに、差別に気づきかつ異議申立をふくむ意見表明による

社会参加の回路への理解を深めること。これが本授業の到達目標である。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF044001

廣岡　浄進

部落差別の成立と展開

　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ことが、この授業の目的である。部落問題は「前時代の遺

物」「封建制の残滓」ではなく、現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。

この授業では、したがって、それぞれの時代にどのように差別があり、またそれを乗りこ

える試みがなされたのかを知ることで、部落差別が日本社会の歴史に根ざしている深さを

理解することをめざす。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。ま

た、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。



第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

現代（2）教育、識字、そして司法　教科書

無償化、狭山差別裁判糺弾闘争と冤罪の可

視化

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

近代（2）資本主義社会の成立と都市下層、

植民地、衛生と教育、食肉皮革産業と大阪

近代（3）人種主義：「特殊部落民」という

ことばと全国水平社創立

現代（1）日本国憲法と内閣同和対策審議会

答申　平等と社会権、映画「人間みな兄

弟」

現代（3）身元調査から個人情報保護まで

結婚差別、公正な採用選考、情報化社会

まとめにかえて　歴史経験としての差別糾

弾、あるいは抵抗としての文化運動

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

中世（1）宮崎駿監督アニメ映画「もののけ

姫」と中世の被差別民

中世（2）芸能と差別：人形浄瑠璃文楽の源

流と三味線皮、祝福芸としての放浪芸

近世（1）身分制社会の成立と大阪府域の被

差別民

近世（2）被差別民の生業と産業、役負担

近代（1）被差別身分の廃止と戸籍制度、天

皇制、家制度

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

ゲスト講義とフィールドワーク　大和川の

付け替えと部落問題

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと

配付資料および指示された参考文献を読ん

でおくこと



第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

定期試験

電子メールで日時を調整し、適宜対面もしくは遠隔にて設定する。

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。

　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。

　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。

　新型コロナウイルス感染症対策およびその他の事情により、授業の内容や形態を変更す

る可能性がある。

　毎回、レジュメを配付する。

　寺木伸明、野口道彦（共編）『部落問題論への招待』第2版、解放出版社、2006年。

　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。

　黒川みどり、藤野豊（共著）『差別の日本近現代史』岩波書店、2015年。

　その他は授業中に紹介する。

　各回にコミュニケーションカードの提出を求め、授業理解の程度、問題意識の深まり、

気づきなどを把握する（40％）。さらに期末試験により、到達目標の達成度で評価する

（60％）。

　歴史の事実を押さえた上で自らの意見を述べることが期待される。なお、合格のために

は、現にある部落差別の歴史的な背景を説明できることが最低限求められる。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 金曜 2限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

事前・事後学習の内容

事前学習として、シラバスをよく読んでお

くこと。事後学習は、授業レジュメおよび

資料を再読すること。

各回の授業内容

イントロダクション

部落問題の基礎

日本の近代化と排除・隔離の歴史

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

授業のテーマ及び到達目標

この授業のテーマは、部落問題をめぐる現在の論点や最新の取り組みなどについて学び、

それを通じて人権尊重社会の構築がどのようにして可能なのかを考えることである。

本講義の到達点は、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

れるためにひとりひとりが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

を持つことである。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF043001

齋藤　直子

部落解放のフロンティア

本講義は、部落解放のフロンティア（最先端）で活躍する２名の講師を招き、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。

部落問題は、「古い」問題ではない。日本社会の変容とともに、あるいは部落そのものの

変容とともに、新しい視角や新しい課題がみえてくる。実践の最先端にいる講師に、最新

の状況について講義してもらう。



第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

デモクラティック・エデュケーションとは

何か

子どもと部落問題

デモクラティック・エデュケーションの実

践

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

反貧困を考える

同和教育の実践から

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

福祉国家の展開と部落問題の今日的位置

福祉と人権のまちづくりへの挑戦

ふーどばんく大阪の取り組み

高槻市の実践

箕面市の実践

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、授業レジュメおよ

び資料を再読すること。

大阪市住吉区の実践



第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

授業目標（達成目標）の達成度で評価する。毎回、コミュニケーションカード（小レポー

ト）を課す。また、学期末に最終レポートを提出してもらう。最終レポートを5割、小レ

ポートを5割の割合で評価する。

私たちができることは何か

事前学習として、前回の授業の内容を復習

すること。事後学習は、今年度の授業レ

ジュメおよび資料を再読し、最終レポート

に備えること。

　本講義は、部落解放のフロンティア（最先端）で活躍する8名のゲスト講師の講義も交

えながら、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、その最先端の状況を学ぶことを目的とする。

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1回および第2回は、部落問題の基本的な知識をつける。第3回から第10回まで

は、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。具体的には、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、大阪府下の被差別部落におけるまちづく

りや反貧困の取り組みなどである。第11回から14回は、部落問題をめぐる教育の実践につ

いての講義である。同和教育の長い実践の歴史を経て、現在の部落問題学習や、さまざま

な人権課題を扱う人権教育に発展してきた。その歴史と現在の展開について学習する。

最後に、まとめとして「受講⽣ひとりひとりが、個人として、市⺠として何ができるの

か」について考えてもらう。

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希望する。

授業全体のコーディネイトは、齋藤直子（本学、人権問題研究センター）がおこなう。

授業では、毎回、小レポートを書いてもらう。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。小レポートを通じて、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。



* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

授業終了後に質問に回答する。またwebシステムを通じて相談日時を調整する。

それぞれの講師が、毎回、講義レジュメを配布する。

齋藤直子2017『結婚差別の社会学』勁草書房

齋藤直子「ツバメのかえるところ　はじめて出会う「部落問題」」新曜社webマガジン

『クラルス』、https://clarus.shin-yo-sha.co.jp/categories/778



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 金 3

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

「都市」や「地域」は、自然、歴史、文化、産業、暮らしなど市民の営みの舞台であり、時代を越え

て継承されてきた。人口減少時代、成熟社会が到来した今、都市・地域ではどのような学術的思想が

必要とされるのか。担当の３グループそれぞれのテーマに沿って考えていきたい。

【第１ターム】久末弥生、高野恵亮、＜岩田千栄美＞　かつてないスピード感で都市そのものが変化

していく21世紀の現代社会において、都市における新たなニーズを的確に把握し迅速に対応すること

が、都市行政に今、最も求められている。本授業では、災害と国土安全保障政策、環境政策と議員立

法、女性活躍推進政策などに言及しながら、行政の今とその先について鋭く分析し、わかりやすく解

説していく。

【第２ターム】五石敬路、水上啓吾、＜松本学＞、＜海老名ゆりえ＞　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、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。

【第３ターム】吉田隆之、遠藤尚秀、＜岡田智博＞　表現の自由の危機と芸術祭、コロナ禍における

芸術文化の役割を切り口に、都市・地域文化政策を論じていく。そのうえで、創造都市政策と公民連

携による文化や地域資源を用いたさまざまな振興手法の成り立ちと課題を考察する。また、地方自治

体における公会計の分類・内容などを学ぶとともに、公立図書館を例に具体的な事例にもとづき行政

経営と公会計の関係を理解する。

都市や地域の経済や法、政策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。

第２タームでは特に、子育て現場や自治体行政における課題の理解、基本的な分析手法の習得を目標

とする。

都市・地域政策

久末弥生、高野恵亮、五石敬路、水上啓吾、吉田隆之、遠藤尚秀、＜非常勤：岩田千栄美＞、＜非常

勤：松本学＞、＜海非常勤：海老名ゆりえ＞、＜非常勤：岡田智博>

曜日・時限

講義

1GAF037001 科目ナンバリング

単位数 2

環境政策と議員立法（髙野）

世界の女性活躍推進政策（岩田）

リーダーシップ・ポジションのダイバーシティ（岩

田）

各回の授業内容 事前・事後学習の内容

オリエンテーション－都市・地域政策とわたしたち

（久末）

第１～15回　教材の指定箇所を読み、出席する

のが望ましい。指定箇所と事後学習の内容は、

授業時に連絡する。

子ども支援とSDGｓ（五石）

保育料無償化に伴う政策効果（海老名）

子どもの貧困とその支援を考える（五石）

こども食堂の今とこれからの役割について（松本）

子ども・子育て支援に関する財政の動向（水上）

表現の自由の危機と芸術祭（吉田）

災害と国土安全保障政策（久末）



第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

第１～15回　教材の指定箇所を読み、出席する

のが望ましい。指定箇所と事後学習の内容は、

授業時に連絡する。

コロナ禍における芸術文化の役割（吉田）

「クールジャパン」と「地方再生」、「クリエイ

ティブシティ」（岡田）

文化や地域資源（市民力）による持続可能な地域づ

くりへの展望（岡田）

自治体公会計と公立図書館（遠藤）

期末試験

期末テスト60％、授業中の積極度20％、出席状況20％。

都市や地域での活動に興味を持つ、全学部の意欲ある学生の受講を歓迎する。

久末弥生（編）『都市行政の最先端－法学と政治学からの展望（都市経営研究叢書２）』日本評論

社、2019年。

五石敬路（編）『子ども支援とSGDｓ－現場からの実証分析と提言』明石書店、2020年。

吉田隆之『芸術祭の危機管理－表現の自由を守るマネジメント』水曜社、2020年。

吉田隆之『芸術祭と地域づくり－“祭り”の受容から自発・協働による固有資源化へ』水曜社、2019

年。

授業中に別途指示する。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 金 4

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

都市の経済とビジネス－ＡＩ入門

（担当教員）近勝彦、小長谷一之、＜非常勤：今井隆志＞、＜非常勤：谷本和也＞、＜非

常勤：小倉哲也＞、＜非常勤：金野和弘＞、＜非常勤：西堀俊明＞、＜非常勤：橋本沙也

加＞

曜日・時限

講義

単位数 2

（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。

各回の授業内容 事前・事後学習の内容

いまや「第４次産業革命」「ソサエティ５．０」「スマートシティ」の時代といわれ、Ａ

Ｉが人間社会のあらゆる側面に巨大な影響を与えつつある。その重要性のために多くのＡ

Ｉ書が出る中で、本科目ではまず、できるだけわかりやすくＡＩの基礎と応用を論じると

ともに、あえてこれまでよりも、ＡＩの背後にある歴史・原理・特性について、現在・こ

れからの２１世紀という時代がなぜＡＩを必要とし、ＡＩなしでは成り立たないのかとい

う点について、そして、ＡＩを実際に社会・経済・ビジネスの現場で使うことを考えた場

合のこれまでにない強力さ、そして多くの課題などを、掘り下げる。それにより、ＡＩと

いう人類の歴史上最大級の発明がもつ意味をより良く理解し、よりよく活用し生活を豊か

にするとともに、一方で、今後出てくるであろう幾多の課題に取組む知識を涵養する。

（近勝彦）ＡＩと情報経済学、ＡＩによるビジ

ネス革命総論

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。

（今井隆志）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。中間小テスト

1GAF036001 科目ナンバリング

総合テスト

（谷本和也）ＡＩとビジネス（１）

（小倉哲也）ＡＩとビジネス（２）

（金野和弘）ＡＩとビジネス（３）

（西堀俊明）ＡＩとビジネス（４）

（橋本沙也加）ＡＩとビジネス（５）

（小長谷一之）ＡＩのデザインとそのもつ意

味、ＡＩと社会・経済のデザイン



* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

試験等（80％）、受講態度（20％）により、総合的に評価する。

＊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。

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。

教科書の他、講義時に配付する資料。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 金曜 4限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF039001

全 泓奎他

都市研究の最前線

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。

本講義は授業内容・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。

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。最新の研究動向

や実績をまず学ぶことで、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。また、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。



* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

第1回：(授業ガイダンス)東アジアにおける社会的投資とアセット形成型社会開発アプロー

チ

第2回：パートナーシップによる社会開発の推進

第3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

第4回：都市の忘却空間となった水都再生　–水都大阪の挑戦−

第5回：大阪の長屋保全のまちづくり

第6回：日韓の生活困窮者支援比較−地域福祉施策の観点から−

第7回：コミュニティ防災の最前線

第8回：空き家再生の最前線

第9回：八尾市における継承語教室の実践

第10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

第11回：公害問題から検討する「社会開発」

第12回：香港における社会的弱者向けのソーシャルインフラストラクチャーの都市地理的

発展背景

第13回：レジリエンスとしての都市反乱――気候変動から考える

第14回：東アジアの包摂都市に向けた社会開発の実践

第15回：レポート

第1回～第14回：事前に提示した関連文献等を熟読して授業への理解を深め、活発な議論形

成が行われるよう準備しておいてください。授業終了後は授業中に得られた概念や手法を

どのように自身の学習に応用できるか考え、更なる文献レヴューを行ってください。

第15回：講義全体を振り返り、授業内容の理解を深め都市問題及び都市防災問題への解決

方法を模索するための作業となります。講義資料に加え参考文献等を用いて学習成果を高

めるよう心掛けてください。

講議は、都市科学・防災研究センター教員等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

市科学及び都市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。

また講師の都合で講義の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。

「授業内容に関する知識の修得、拡大・深化のレベルを、日頃の学習姿勢、発表内容なら

びに小テストなどから判断して、次の５段階で評価する。特段に優れたレベルである（Ａ

＋）、優れたレベルである（Ａ）、 ふつうのレベルである（Ｂ）、ふつうには及ばないレ

ベルである（Ｃ）、この科目で求めるレベルに達していない（Ｄ）。 よって、Ｃ（合格）

となるための目安としては、70%以上の出席と小テスト実施30％を合算して評価し、最先

端の都市研究への理解に加え、具体的な実践レベルの課題を説明できることが必要とな

る。



* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

特に指定なし。必要な時は事前にメール等で連絡しアポイントを取ること。

講義では、教科書は使わずパワーポイント等を用い、必要に応じてレジュメ・資料の配布

を行うが以下の参考文献を参照してほしい。

全泓奎・志賀信夫編（2022）『東アジア都市の社会開発』、明石書店

全泓奎編（2020）『分断都市から包摂都市へ：東アジアの福祉システム』、東信堂

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



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 金曜 5限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

まちづくりとジェントフィリケーション

都市空間の変容と野宿者排除

野宿者支援の社会学

現代社会と排除

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

排除の構造と境界

不寛容なコミュニティ

事前・事後学習の内容

授業全体の流れを確認し、平常課題を提出

する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

各回の授業内容

ガイダンス

ホームレス問題の30年

現代日本における下層労働の構成

不可視の排除と都市下層

2000年代の特措法と行政代執行

開かれたテント村の軌跡

日雇い労働者の街の成り立ち

飯場労働における勤勉と怠け

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

授業内容を復習し、平常課題を提出する。

飯場の労働文化

相互行為と意味付けを通して排除をとらえ、集団的な行為と社会構造の関連を理解し、説

明できるようになる。

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF025001

渡辺　拓也

現代の社会問題

現代日本の都市下層問題と下層労働の実態、および排除のメカニズムについて学ぶ。具体

的には、野宿者問題を主な題材としながら、寄せ場や飯場労働などの事例から排除の実態

とメカニズム、その読み解き方を理解する。受講者は講義を理解するだけでなく、自分自

身の日常を題材に排除を読み解く視点を養い、分析する課題に取り組む必要がある。



* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

（1）授業内で扱った排除の理論・分析視角を用いて排除のメカニズムと構造を理解、説

明できているかどうかを評価します。

（2）授業内の課題（60%）と、最終レポート課題（40%）で評価します。

（3）排除の理論・分析視角が適切に用いられているか、事例が十分に説明されている

か、構造的な視点を組み込むことができているかを評価基準とします。

授業終了後。

特になし。

毎回、事前にレジュメをウェブで共有するので、手元に用意するようにして下さい。

渡辺拓也著『飯場へ──暮らしと仕事を記録する』（洛北出版、2017年）2808円（税

込）

青木秀男編『ホームレス・スタディーズ──排除と包摂のリアリティ』（ミネルヴァ書

房、2010年）3,780円（税込）

原口剛・稲田七海・白波瀬達也・平川隆啓編『釜ヶ崎のススメ』（洛北出版、2011年）

2,592円（税込）

その他の、参考図書は授業中に適宜指⽰する。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 金曜 5限

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAD004001

三田村 宗樹　塚腰 実

大阪の自然

・大阪周辺に分布する地層と含まれる化石から自然環境の変遷の概要が説明できる。

・惑星としての地球の運動が、気候変動を生じさせる要因の一つであることを説明でき

る。

・大阪周辺の森林の状況やその変遷の概要を説明できる。

・第四紀を通じた森林変遷と人類が与えた植生への影響の概要が説明できる。

　大阪およびその周辺に広がる現在の自然環境は、新生代第四紀に形成されてきた。とく

に平野やその周辺を構成する地盤は人間生活や災害にも密接に関係している。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。

　この授業を通じて、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

ついて理解できることをめざす。

メタセコイア化石植物群

同上

同上

同上

同上

事前・事後学習の内容

月に１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・事後学習を行う。

博物館や植物園見学内容については、事前に

指示し、レポート提出を求める。

同上

同上

各回の授業内容

地形配置とそれを構成する地質の特徴

丘陵地を構成する地層の分布

丘陵地を構成する地層の成り立ち

地盤災害に関係する平野の地層の特性

第四紀の自然環境の変遷

同上

同上

同上

現在の森林植生:植生の類型区分

惑星地球の運動と自然環境変遷

縄文海進と平野の形成史

山地と低地間に介在する活断層と地震

第四紀化石植物群の特徴

古気候の変遷と古植生

現在の森林植生:植生の分布

植生の遷移と二次林・人工林

人類が与えた植生への影響

同上

同上

同上

同上

同上



* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

Moodle[大阪公立大学で使用する授業支援システム]を利用して連絡すること

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。

適宜、講義内容に沿ってプリントを配布する。

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・事後学習に関わるレポート評価(50％)と授業の進行に応じた小テストの成績(50％)で

評価する。



* 【科目情報】

授業コード

授業科目名

担当教員氏名

開講年度・学期 2022 後期 集中講義

授業形態

科目分類

配当年次

* 【シラバス情報】

* 授業概要

* 到達目標

* 授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

講義

曜日・時限

2単位数

科目ナンバリング1GAF032001

守田まどか

都市の社会史

歴史的な観点から都市社会が有する特徴について説明することができる。現代世界におけ

る都市のあり方を歴史的な観点から相対化して把握することができる。

本科目は、講義形式で行う科目であり、人間社会における都市のあり方を歴史的な観点か

ら理解し、現代世界における都市を長期的な時間軸のなかで把握する視点を身につけるこ

とを目的とする。そのために、世界のなかの特定地域の都市社会の歴史を題材として取り

上げ、その社会生活や文化の具体像を学ぶ。その際、他地域の都市社会の事例を適宜、比

較参照する。講義では、はじめに都市が生まれた背景の解説から初める。ついで歴史学の

みならず社会学等の視点も取り入れながら、都市を分析する切り口＝都市社会を分析する

方法論を紹介する。

地震、火事、洪水

事前：『オスマン帝国500年の平和』のう

ち、授業内で指定する箇所を読

み、背景知識を得る。授業内で配布する資

料に目を通す。

事後：授業を振り返り、レジュメとノート

をまとめる。

同上

同上

同上

事前・事後学習の内容

事前：シラバスをよく読む。

事後：都市と農村の違いについて考えをま

とめる。

同上

同上

各回の授業内容

歴史のなかの都市

コンスタンティノープル征服

人口の回復

都市の治安と移住者

都市建設とワクフ制度

同上

同上

同上

新帝都の空間構造

生活空間としての街区

商業と供給

都市行政と法廷

公共空間と女性

祝祭 同上

同上



第13回

第14回

第15回

* 授業内容

* 事前・事後学習の内容

* 成績評価方法

* 履修上の注意

* 教科書

* 参考文献

* オフィスアワー

* その他

メールにて問い合わせて下さい。

特になし。

毎回レジュメを配布する。

林佳世子『オスマン帝国500年の平和』講談社、2016年。

（1）上記の到達目標の達成度を評価する。

（2）評価方法とその割合：

授業内の小レポート（50％）、学期末のレポート（50％）。

（3）合格のための最低基準：

講義内容を理解し、それを的確に文章で表現できること。

近代国家化と都市改革

体制の転換と都市の変容

全体のまとめ

同上

同上

事前：授業内容全体を振り返る。

事後：都市のあり方について歴史的な観点

から自分の考えをまとめる。
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