
ひょうご全県キャンパスプログラム 【平成２５年度】 

 

１ 全学共通科目 

科目名 内    容 実施場所 開講時期 担当（代表）教員等 

兵庫のものづくり 

兵庫県立大学が公立大学である特徴を生かし、地

域と連携した教育活動を全県的な規模で展開する

ことにより、学生の教育効果を高め、自主的な学習

を促進するとともに、地域社会における「ものづく

り」の現状の理解を深め、あわせて地域の活性化

にも貢献する。 

姫路工学キャンパス 

姫路市 
後期 

工学部 

松井 伸之 

永田 正義 

清水 勝 

兵庫の災害と防災 

現在、私たちは様々な「災害」の危険に晒されてい

る。この「災害」の要因を可能な限り科学的に解明・

研究し、「災害」としないための不断の努力が「防

災・減災」である。具体的な事例により、「防災・減

災」に関する基礎的な知識を身につける。 

人と防災未来センター 
夏期集中 

（ｻﾏｰｽｸｰﾙ） 

総合教育機構 

森永 速男 

他 

災害現場と防災 

阪神・淡路大震災は、現代の若者にとっては経験で

はなく、歴史になってしまった。数多くの災害現場を

見学し、そこで災害と闘った人たちの声に耳を傾

け、災害の脅威を模擬的に体験し、被害を最小限

にするための、防災・減災に関する方策を考える。 

人と防災未来センター 

神戸市 

淡路市 

夏期集中 

（ｻﾏｰｽｸｰﾙ） 

総合教育機構 

森永 速男 

他 

地域で働く 

地域で活躍されている方々を講師にお願いして、

｢地域で働く｣ことの意義や仕事観および人生観を

聞き、様々な働き方があることを明確にイメージさ

せる。 

姫路工学キャンパス 前期 

環境人間学部 

山本 豊 

友繁 義典 

共生博物学 

地球規模の環境問題を解決するために、人と自然

の調和ある共生関係を創出することが今求められ

ている。人と自然の統合的理解の必要性を習得し、

持続可能な社会づくりに向けた行動につなげていく

ための基礎を培うことを目標とする。 

人と自然の博物館 

丹波市 

神戸市北区 

夏期集中 

（ｻﾏｰｽｸｰﾙ） 

自然・環境科学研究所 

佐藤 裕司 

他 

兵庫の里山・里海 

南北を海と接し多くの森や川の自然に恵まれてい

る兵庫県において、里山-里川-里海という連続性

から生まれる物資の生産及び公益的機能の発現

形態を知り、機能発揮のプロセスとメカニズムを学

ぶことで自然の恩恵を継続的に受けるための人間

社会の在り方を考える。 

姫路環境人間キャンパス 

姫路市 

夏期集中 

（ｻﾏｰｽｸｰﾙ） 

環境人間学部 

熊谷 哲 

大橋 瑞江 

豊田 光世 

播磨学 

地域学とは、身近なエリアにおける過去、現在の姿

を学びつつ、地域の将来像を探る新しい学問であ

る。本講義では、播磨をフィールドに地域学の根幹

をなす歴史・文化の学習を通じ、播磨地域への理

解を深め、分権社会に向けた地域づくりのための

基礎学力を養うことを目的とする。 

姫路工学キャンパス 前期 
播磨学研究所長 

中元 孝迪 

姫路城特別講義 

日本初の世界文化遺産「姫路城」について、従来の

断片情報的興味から脱して、歴史、建築、人物等を

統合したプログラムにより、お城の総合理解を深め

る。改修現場の見学などフィールドワークも交え、

独自のガイドが可能になるような知識を蓄積しても

らう 

姫路工学キャンパス 

姫路市 
後期 

播磨学研究所長 

中元 孝迪 

多文化共生論 

多様な文化の人々が、共によりよく生きることので

きる社会をめざす「多文化共生」が、国内外や兵庫

県でも課題となっている。多文化共生の実現のた

めに必要な視点や考え方や社会分析の方法、そし

て、多文化共生社会の意義を学ぶ。今年度は、「異

文化との出会いによる社会変容」をテーマとする。 

神戸商科キャンパス 前期 

経済学部 

松田 陽子 

他 

 

  



科目名 内    容 実施場所 開講時期 担当（代表）教員等 

ひょうごの子育て支援 

幼児に接することなく親になることからくる不安や

弊害を緩和するためのプログラムを演習し、「育て

られている者」が「育てる者」になっていく体験学習

も行う。 

また、ゲストスピーカーには男性育児、ワークライ

フバランス、保護者の視点などを論点に講義をして

いただき、楽しみながら子育てや子育て支援が出

来るような環境を探る。さらに、保育現場、NPO の

子育て支援、姫路赤十字病院、兵庫県立男女共同

参画センターなどを見学しワークショップを通して

理解を深める。 

姫路環境人間キャンパス 
夏期集中 

（ｻﾏｰｽｸｰﾙ） 
勝木 洋子 

科学英語入門 

世界で活躍する研究者をめざして、理系の英語（科

学英語）という立場で、リーディング、ライティング、

プレゼンテーションの技法を紹介する。生命科学・

物質科学の専門分野の内容を英語で紹介し、「英

語で学ぶ専門分野」の理解を深めることを目的とす

る。 

播磨理学キャンパス 前期 
総合教育機構 

大内 幹雄 

兵庫の国際交流 

兵庫県と海外諸国との国際交流について、兵庫県

立大学の国際交流事業と関わりのある国々との教

育、文化、科学技術交流の現状と将来について講

義する。海外との学術交流の意義について学ぶこ

とを目標とする。 

神戸商科キャンパス 

姫路工学キャンパス 
前期 

総合教育機構 

大内 幹雄 

他 

ジオパークと地域 

ジオパークとはユネスコが支援するプログラムで、

貴重な地質や地形などの自然遺産を保全し、これ

らを活用して地域の活性化を目指す、一種の自然

公園である。この授業では、特に山陰海岸ジオパ

ークを例に、地域の成り立ちと人の営みとの関連

について理解を深め、行政や地域住民との連携方

法などを学ぶ。 

姫路環境人間キャンパス 

香美町 

夏期集中 

（ｻﾏｰｽｸｰﾙ） 

自然・環境科学研究所 

先山 徹 

山﨑 義人 

松原 典孝 

環境人間学部 

井口 博夫 

地域の環境保全学 

コウノトリの野生復帰を実践的に進めている自然・

環境科学研究所田園生態系の教員が、最先端の取

組を素材に講義を行い、私たちの足元からの環境

保全の方策を考え、実践する力を養うことを目的と

する。 

姫路工学キャンパス 

豊岡市 
後期 

自然・環境科学研究所 

内藤 和明 

江崎 保男 

大迫 義人 

佐川 志郎 

雪環境と 

スノースポーツの発展 

兵庫県北部は冬季に雪が深いことから、兵庫県を

学ぶ上で雪環境と生活を理解することは重要であ

る。雪環境から生まれたスノースポーツ文化の発

展の歴史と現状について学ぶとともに、その実技

演習も行い、自然との共生を目指したスノースポー

ツの発展について考える。 

姫路環境人間キャンパス 

香美町 
後期集中 末井 健作 

Oversea Study 

兵庫県立大学の学生が参加する第19回カーティン

大学研修訪問団の教育事業（国際交流センター主

催事業）として、カーティン大学での英語集中講義、

同大学での教育交流を行う。 

西豪州 夏期集中 
総合教育機構 

大内 幹雄 

日本語・日本文化 

Ⅰ／Ⅱ 

 

【対象：留学生】 

この講義では留学生（交換留学生を含む）が大学で

の授業を理解し、専門分野に進むために必要な日

本語能力の修得を目的とする。大学での実験・授業

課題レポートの書き方、課題発表における文書作

成および口頭発表能力の向上をめざす。現代の日

本文化・技術社会についての理解を深めることもめ

ざす。 

姫路工学キャンパス 

姫路市 

前期 

後期 

総合教育機構 

大内 幹雄 

他 

 

  



２ 専門科目 

科目名 内    容 実施場所 開講時期 担当教員等 

高分子合成化学 

講義中に地元の高分子関連の企業の紹介を交え

ることで、学生に地域への興味関心を育てる。ま

た、県外の講師を呼ぶことで県外から見た兵庫県

の産業に関する講義を行ってもらう。これらのこと

により兵庫県の特長を学生に理解してもらう。 

姫路工学キャンパス 前期 
工学部 

遊佐 真一 

明舞団地における 

まちづくりゼミ 

高齢化・人口減尐が進む明舞団地内の空店舗を活

用した教室「明舞まちなかラボ」で、まちづくりをテ

ーマとする複数のゼミが授業やフィールドワークを

行い、現代都市の抱える問題を直接学び、住民と

の交流の中で再生のあり方を提案する。 

神戸商科キャンパス 

明舞まちなかラボ 
通年 

経済学部 

和田真理子 

森家章雄 

西川祥子 

政策科学研究所 

加藤恵正 

専門基礎演習／ 

基礎演習 

（里山・里川と地域社会の

関わりに関する学習） 

3年次からの研究演習・卒業論文への取り組みを

視野に入れつつ、環境に関する諸問題と人間社会

や経済活動との関わりについての総合的な認識力

の涵養を図る。 

ゼミ活動で取り組んだ課題と成果を、報告書にまと

める。 

神戸商科キャンパス 

神戸市北区 

神戸市西区 

神戸市垂水区 

通年 

経済学部 

森家 章雄 

西川 祥子 

専門基礎演習 

体験学習も行って、食と農に関心を持つ。同時に、

情報処理の基礎を習得する。  

・食と農の視点から、経済、文化、地域，環境など

の実践的基礎知識を得る。 

・メニューや商品の提案を行い、できれば食卓上で

実現する。 

・情報処理の実践的な活用を体験する。 

神戸商科キャンパス 

たつの市 

豊岡市 

佐用町 

姫路市 

通年 

経済学部 

秋吉 一郎 

木村 良夫 

研究演習Ⅰ 

「近現代世界における移動・移住・移民」をテーマと

し、近現代における国際移動や地域間移動のグロ

ーバリズムとそのダイナミズムを理解して国際的

に物事をみる視野を獲得する。それとともに、国民

国家のマイノリティである移動移住者の現状を知

り、個人の生活に影響する国籍や社会保障、ネイ

ティヴィズムなどの社会問題についても理解し、多

様性ある開けた社会とは何かを考える力をつけ

る。座学に限らず、行動によって見識を広げてゆく

ことも、本ゼミを通じて習得してもらいたい。 

神戸商科キャンパス 

神戸市 
通年 

経済学部 

園田 節子 

研究演習1 

１．ボランティア活動、国際NGOの活動、日本の

NPOや市民団体など社会貢献貢献活動について

多面的に学ぶ。 

２．フィールドワークによる学習（学生がボランティ

ア、NGO、NPOなどの活動に参加し、社会貢献の

実際を体験的に学習する） 

３．最終的に学生の卒論テーマ発見と卒論の一部

分を最終レポートして書くことを目標にする。 

神戸商科キャンパス 

神戸市 
通年 

経済学部 

野津 隆志 

研究演習2 

１．ボランティア活動、国際NGO の活動、日本の

NPO や市民団体など社会貢献貢献活動について

多面的に学ぶ。 

２．フィールドワークによる学習（学生がボランティ

ア、NGO、NPO などの活 

動を観察したり実際に参加し、社会貢献の実際を体

験的に学習する） 

３．最終的に学生の卒論を書くことを目標にする。 

NPO神戸定住外国人 

支援センター事務所 

（神戸市） 

通年 
経済学部 

野津 隆志 

インターンシップ 

県下の地域中小企業や企業等が立地する地域を

対象にフィールドワーク（インターンシップ）を通じ、

企業・地域の現状、課題を実社会の中で体験、学習

する機会をもうけ、持続可能な地域づくり、企業の

ビジネスづくりを考察するとともに、学生の企業分

析・プレゼンテーション能力の向上、さらに実践教

育（現場教育）との融合により、社会に貢献できる

人材を育成する。 

加東市 

神戸市 
通年 

経営学部 

上瀨 昭司 

  



科目名 内    容 実施場所 開講時期 担当（代表）教員等 

産学連携講座 

産学連携への基本的視点を知り、社会科学系産学

連携の意義と連携事業の取組及び連携組織間の

役割について考察し、理解を深める。さらにインタ

ーンシップでの事業創造型提案に必要となる基礎

的知識を習得することを目的とする。 

神戸商科キャンパス 

他 
後期 

経営研究科 

小寺 倫明 

特別フィールドワーク 

（環境学習プロジェクト 

Ⅰ及びⅡ） 

環境人間力 すなわち課題発見・企画立案・プロジ

ェクト運営・合意形成・「見える化」力の養成を行うこ

とを目指し、環境学習の実施と教材の作成を行う。 

プロジェクト１では学習拠点の形成、プロジェクト２

では教材作成・学習の実施 

姫路環境人間キャンパス 

香寺町 

中播磨 

前期 

後期 

環境人間学部 

熊谷 哲 

土川 忠浩 

豊田 光世 

内平 隆之 

フィールドワーク 

森川海の環境調査と 

環境学習 

目的：播磨地域での里山・里川・里海でのフィールド

環境調査を通して森川海のつながりを知るとともに

地域活動として環境学習の活動に参加する。 

姫路環境人間キャンパス 

須加院川 

船場川 

相生湾等 

前期 
環境人間学部 

熊谷 哲 

環境教育概論 

本講義は、環境教育の歴史、制度、具体的事例に

ついて学び、環境教育の基礎知識を習得すること

を目的とします。環境教育がどのような枠組みで行

われているのかを整理しながら、その意義につい

て深く考察する力を育みます。 

姫路工学キャンパス 前期 
環境人間学部 

豊田 光世 

環境教育論A 

本講義では、環境問題調査プロジェクトを通して、

問題に対する理解を深めるとともに、問題分析力

や情報発信力を高めます。多様な課題を包括的に

考えることの重要性とそのための視点を育みま

す。ペアディスカッションやグループワークを組み

込み、参加型の学びの方法も体験します。 

姫路環境人間キャンパス 前期 
環境人間学部 

豊田 光世 

認知症ケア論 

認知症の病態や治療の特性、認知症を抱えて地域

で生活する困難を理解し、認知症看護のあり方や

方法を探求する。 

明石看護キャンパス 

明石市 
前期 

看護学部 

高見 美保 

他 

コミュニティヘルスケア 

実習 

本実習は、地域生活者の視点から健康問題を捉

え、その問題が家族や地域集団または行政組織と

いう社会的な広がりの中で、どう取り組まれている

のかを学び、何が地域で健康の課題となっている

のか根拠を持って提示できることをねらいとする。 

明石看護キャンパス 

明石市 
前期 

看護学部 

岡田 彩子 

他 

経営診断実習 

（流通業）（製造業） 

 

経営戦略・経営計画策定 

実習Ⅰ・Ⅱ 

 

経営総合ｿﾘｭｰｼｮﾝ実習 

経営診断実習は、中小流通業及び製造業の経営に

ついて、各部門の現状分析、課題発見、また経営

改善レベルの提言ができる診断スキルを修得す

る。 

経営戦略・経営計画策定実習Ⅰ・Ⅱは、経営環境分

析、経営戦略確立、また、経営革新レベルの提言

ができる診断スキルを修得する。 

経営総合ｿﾘｰｼｮﾝ実習は、経営目的・目標を達成す

るために、企業が抱える重点経営課題の解決策を

策定するとともに、解決策の具体化（アクションプラ

ン）を提案することにより、中小企業の経営課題の

解決に対し、指導・支援・アドバイスできる高度なコ

ンサルティングスキルを修得する。 

神戸商科キャンパス 

神戸市 

尼崎市 他 

通年 
経営研究科 

佐竹 隆幸 

緑環境景観政策論  

自然と共生する地域の土地利用を実現していくた

めに必要となる政策の企画立案、適用能力を実地

に身につけることである。そのため、実際に特定の

地域を取り上げ、対象地域の課題把握分析を踏ま

えて課題解決に必要な政策を地域に入りながら具

体的に検討し、その適用方法を「マスタープラン」と

いうかたちにとりまとめることを通じて、実践的に体

得することを目標とする。また、最終的にはそれら

の検討結果について実現性等の観点から政策担

当者等による評価を受けることで客観的に検証す

る。 

西区 前期 
緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

平田 富士男 

 

  



科目名 内    容 実施場所 開講時期 担当（代表）教員等 

緑環境景観政策演習  

地域の緑地環境を総合的にマネジメントし、自然と

共生する持続的な地域を実現していくための土地

利用コントロールに関する各種施策の企画立案に

必要となる多様な知識を修得することである。この

ため、わが国における都市の土地利用の現状やそ

れにいたる背景を理解したうえで、施策目標の立て

方、目標の実現手法とその具体的な内容および適

用方法を学ぶ。さらに、それらの適用の前提となる

マスタープランのあり方や策定方法、それらを含め

た施策全般の形成の歴史を学んだうえで、今後を

展望し、各地域の実情に応じた施策のあり方を実

際に考えてみることとする。 

淡路緑景観キャンパス 後期 
緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

平田 富士男 

環境防災計画演習  

本演習は、防災という地域に必須の視点から、地域

に暮らす人々のコミュニケーション（相互の助け合

い等）を基本とした安全で安心して暮らせる自立し

た地域づくりの計画手法を修得することを目的とし

ている。 

淡路緑景観キャンパス 

南あわじ市 
後期 

緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

斉藤 庸平 

景観活用デザイン演習  
地域の行政機関と連携し、「緑景観」をキーワード

にした地域の課題解決策を探求する。 

淡路緑景観キャンパス 

淡路市 
後期 

緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

沈 悦 

公園管理運営の 

ソフト展開技術演習 

パークマネジメントの基礎を学ぶとともに、実際の

都市公園を対象とし、パークマネージャーに求めら

れる住民グループの組織化や質の高いプログラム

づくり支援、地域への情報発信などを試行する。 

淡路緑景観キャンパス 後期 
緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 

嶽山 洋志 

 




