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科目

情報リテラシー

統計と数学

担当

金野 和弘

寺田 哲志

授業内容・要旨
情報リテラシーとは，情報を収集・加工・蓄積するための基礎能力である。高度情報社会といえる現代
においては，必要とされる情報の内容もさることながら，それらを有効に活用するための基礎能力もまた
変化している。
本講義の目的は，大学生として身につけるべき情報リテラシーを習得するとともに，それを自己の生活
に活用できる能力を養うことである。本講義では，情報リテラシーに関する基礎知識を提供するととも
に，自己の生活に活用できるような最新手法を紹介する。
【概要】
「統計学」「経済学」などの科目を学ぶ準備として、数学の基本を確認するとともにごく初歩の統計学も取
り扱う。
今後の統計学に類する講義においては、エクセルを使いこなして計算できることが要求される。これに
備えて各自パソコンを持参して演習を行う。
【注意事項】
この講義は１年生向けに数学の基礎的な部分を補習することを目的とする講義である。
パソコンのOS及びOfficeのバージョンは新１年生の共同購入パソコンを標準として講義内容を構成す
る。

統計学Ⅱ

寺田 哲志

「統計学Ⅱ」では、まず確率分布の理論を学ぶ。続いて、これまでの統計科目で習得してきた標準偏
差、分散などの概念を応用し、母集団における平均や分散あるいは比率の「推定」「検定」の方法を学
ぶ。
演習に当たっては、現実に即したデータを利用して各自のパソコンで計算することで理解を深める。

社会調査法

藤原 眞砂

社会調査法は統計調査、アンケート調査法を主体に、資料やデータを収集し、分析しうる形にまで整理
していく具体的な方法を解説する科目です。社会調査士の取得のための要件科目です。卒論作成の
手法を学ぶためにも役に立ちます。

質的調査法

村井 重樹

社会調査は、一般に質的調査と量的調査に分けることができるが、本講義では、そのうちの質的調査を
対象として考察を進めていく。そして、社会調査という営みの中で質的調査が有している特性や意義を
検討するとともに、さまざまなデータ収集の方法や分析手法を解説する。それらを通じて質的調査法に
関する理解を深めることが本講義の目的となる。

本授業で比較の対象として取り上げる宗教は、世界宗教に位置づけられるキリスト教、イスラーム、仏教
であるが、ユダヤ教やヒンドゥー教も比較の対象とする。比較の視点として、(1)開祖の死後、教団の運営
に際してどのような方針が取られたのか、(2)何が原因となって教団が分裂したのか、という2点について
検討し、そのうえで各宗教間の共通点と相異点を見出す。授業形態は講義であるが、受講生の積極的
な参加を促すために、授業中に意見を求める。また、受講生の理解度を確認するために、適宜小テスト
を実施する。

比較宗教論

大前 太

心理学入門

川中 淳子

・個別の「心の理解」の重要性を認識する。
・心の動きについて関心を持つ。
・心の健康について理解する。

飯塚 雄一

人間は社会的動物である。すなわち、人間の意識や行動は社会的に形成され、社会的に展開される。
その意味で、学生が将来、職場や家庭さらには地域社会等における生活で積極的に適応し、社会に貢
献する有為な人間になるための基礎的教養として、人間の行動とその社会の理解を目的とする学問で
ある社会心理学を習得することが望ましい。本講はその一助になることを目ざす。

林 秀司

人文地理学は、地表上にくりひろげられるさまざまな人間の活動を対象とし、その地域(空間)的分化、
構造、相互作用などを明らかにしようとするきわめて幅広い学問分野である。限られた時間のなかです
べてを講じることは、とうてい不可能であるが、基礎的な部分はできるだけ押さえておきたい。本講義で
は、人文地理学の対象と目的、主要な概念、研究の視点や方法などを論じる。
なお、講義の素材として、島根県の地域課題をとり入れていく。

渡辺 有二

本講では、近代から現代までの社会・文化の変遷をふり返りながら、歴史的観点から西洋の社会・文
化について考察する。具体的には、近代イギリス・フランス・アメリカを中心とした社会・文化史の諸問
題、とりわけ食文化をはじめとする生活文化の変遷について、古代から現代までの西洋の社会・文化史
と、同時代のアジアの動向を念頭に入れながら、世界史的視野に立って考察する。その際、各時代、各
地域ごとの食文化・生活文化、東西食文化・経済の交流、コーヒー、紅茶、建築文化、服飾文化の推移
とその社会的背景、民族・家族・社会階層、現代の人口問題と食糧問題、少子高齢化・格差社会と福祉
等の諸問題を検討しながら、西洋近代史についての理解を深めていきたい。

山本 健三

本講義では、19世紀後半から20世紀初頭にかけてのアジアをめぐる言説、アジアにおける関係各国の
国際関係、政治・社会運動の特色を理解することを目指す。具体的には、20世紀以降の世界の動因と
なった近代的な思想や理念（民主主義、社会主義、ナショナリズム、平和主義、民族主義など）がアジア
に浸透する過程、それらがアジアの権利や独立をめぐる運動と結びつく過程などが中心的な内容の講
義である。

社会心理学

人文地理学

西洋近代史

アジア近現代史

科目

アメリカ近現代史

担当

授業内容・要旨

佐藤 壮

2017年1月に合衆国大統領に就任したドナルド・トランプ下のアメリカをどのように理解すればよいだろう
か。本講義は、現代アメリカの政治・外交・経済・社会を規定する歴史的要因について受講生が理解を
深めることを目的とする。この目的を達成するために、本講義は、アメリカ社会が抱える現代的課題とそ
の背後にある歴史的経緯に着目し、アメリカの民主主義の源泉や社会統合の理念と論理について検討
を加える。

モーパッサンの短編小説を読みます。
テキストは『モーパッサン短編選』（岩波文庫）です。

文学

イギリス文学

映像表現論

文化人類学

しまね地域共生学入門

渡部 望

モーパッサンは19世紀フランスで活躍した小説家で、短編小説の領域で多くの傑作を残した作家で
す。彼の小説は早くから日本に紹介され、多くの読者を獲得し、わが国の近代文学に影響を与えまし
た。みなさんのなかにも国語の教材としてモーパッサンの短編を読んだことがあるという方がいるかもし
れません。
授業では毎回一編の短編小説をとりあげて、楽しみながら読んでいきます。しかし、小説を「楽しみなが
ら読む」ということは、そんなに簡単なことではありません。漫然と活字を追っていくだけでは文学作品の
おもしろさを十分にすくい取ることはできないのです。この授業では「文学作品をおもしろく読む」秘訣の
ようなものを学んでもらいます。難しく言えば文学批評理論の初歩を身につけていただくということになり
ます。でも、怖じ気づく必要はありません。ひとつの「ヒント」のようなものを手がかりに、小説を読んでいく
ことで自然と批評的な読みを実践してもらうように授業をデザインしています。これまで小説に親しむこと
が少なかった人でも歓迎します。

吉中 孝志

英文学史上その分水嶺ともいえる初期近代文芸復興期（ルネサンス）の詩文学を中心にして、英文学
を読み解くための精読の訓練を行う。授業は、講義、小グループによる研究発表、ディスカッションで構
成される。

瓜生 忠久

元々、人類は自然界にあって《物を創造し、自らの思いを表現する》唯一の動物である。〔文化〕と〔文明
の発達〕は正に、この《創造力と表現力》を保持したことから生まれた人類固有の産物といえよう。人類は
また《自らの思いを表現し、それを他人に伝達する》手段をいろいろと作り出してきた。言葉・文字・絵
画・彫刻・演劇等々「文化・芸術」と言われるジャンルのものは、いずれも『人類が地球上で、より快適に
生きる』為の方向性を示そうとする中で考案された《表現手段》と考えられる。中でも、近代という時代区
分に到達した段階で、人類はそれまでの歴史にはない全く新しい《表現方法》を考えだした。それが《映
画》である。〔動く現象をそのままフィルムという媒体に写し撮り、再度映し出して、多くの人々に自らの思
いを表現し伝達する〕という手法が可能となった時、人類の表現力は格段の進歩を遂げ、それまで以上
に想像力を高めることができるようになった。今から約100年前の出来事である。〔動く現象をそのまま
フィルムという媒体に写し撮り、再度映し出して、多くの人々に自らの思いを表現し伝達する〕という手法
が可能となった時、人類の表現力は格段の進歩を遂げ、それまで以上に想像力を高めることができるよ
うになった。今から約100年前の出来事である。《映画》はやがてテレビ・ビデオへと枝葉を伸ばし《大衆
的映像文化》として一般人にも身近な存在となったが、主体的な創造性という意味では、未だまだ普遍
的とは言えない。人々は長い間〔作られた作品を鑑賞する〕という立場に留め置かれていた。
しかし、パソコンの利用も日常的になってきた現在から将来にかけて、情報量が豊富で瞬間的な理解度
にも優る《動画映像》が表現媒体の有効な手段の一つとなることは確実で、自らビデオ・カメラを持ち、自
らの思いを作品に纏め上げようという人々は、今後急速に拡大していくであろう。単に、他人が作ったも
のを鑑賞・視聴するという受け手側の立場だけではなく、自ら作り手となる環境が整備されてきていると
いうことである。エレクトロニクス技術の発達は、従来のアナログ地上波テレビ放送に加えて衛星放送・Ｃ
ＡＴＶと発信側メディアの多様化を進め、さらにデジタル化（圧縮）技術の進展は映像・音声に限らずコ
ンピューターとの境界もなくしつつある。これらメディアの多様化も、《自己表現》《オリジナル作品の創
作》を促す要因となろう。例えば、『ＣＡＴＶや地上波デジタルの多チャンネル化は必然的に番組の多様
化を目指さざるを得ず、その為により多くの作り手の存在と参加が必要』となる。つまり、発信側と受信側
との交流がこれまで以上に深まらざるを得ない。「映像表現」では、これらの時代的要請に応え得る人材
の育成と、映像制作技術の基本を講義し、将来の映像作品の行方を模索したい。そのために、主として
ビデオ・システムを活用した映像ソフト作品の制作を実践的に行う。また、パソコンによる映像処理(=CG
など)を通じた作品作りも実験したい。

高谷 紀夫

異文化研究を通じて展開してきた「異文化理解のための思考法の科学」である文化人類学は、人間
存在の多様性を理解する手がかりとしての「文化」概念を利用しつつ、人間の世界そのものが、文化的
意味付けの体系であることを示してきた。本講義では、近代社会科学の展開の中での人類学の位置を
念頭におきながら、映像資料を活用して人間と文化の関係についての人類学的思考法に関して解説
する。

林 秀司 他

この講義は、各キャンパスにおける専門分野を学習する前の段階において、島根県が数十年来直面し
ている人口減少・少子高齢化・過疎化という地域の諸課題を様々な角度から講義する。そうした課題
は、今後のわが国における多くの地域において予期されるが、それぞれの主体の強みを生かした連携
と協力を継続させるという、「共生」により解決しなければならない。本講義を通じて、地域課題への対応
がいかに困難で複雑なものであるかの再認識を促し、複合的対応の重要性についての理解を深める。
また、学問的見地においてもひとつの学問領域から得られる知見のみで解決できるものではない。本講
義では、特定の学問領域にとどまらず、複眼的に物事をとらえ分析することの重要性も学ぶ。
これらの目的に照らし、さしあたり本講義では3キャンパスの教員がそれぞれの専門分野から島根地域
にかかわる諸課題についての解説を平易に行う。また、オムニバス講義ゆえに全体としての体系性が失
われないよう、本講義では人々の人生における代表的なライフステージ（3段階）を共通で用いる。このこ
とを通して、学生は島根県内の地域課題に関する基礎知識・周辺知識を習得する。
本講義を履修したのち、自らの関心あるテーマについて仮説を立てて実証をしたり、地域に出て「実践
する」ことが求められるが、その際に関心のあるテーマを自ら発見できるよう積極的な姿勢で受講しても
らいたい。
※本講義は、原則的に、講義中継システムを活用して3キャンパス同時の遠隔講義形式にて実施する。

科目

社会科学入門

担当

佐藤 壮
石田 徹

授業内容・要旨
この講義は、受講生（おもに大学１年生）が、高等学校までになじんできた「文系・理系」という区分から
脱皮して、総合政策学部で学修する際に必要不可欠となる社会科学的思考回路を立ち上げる機会を
提供します。もう少し噛み砕いて言えば、受講生はこの講義を通じて、人間社会で生じている様々な事
柄を科学的に考察し分析するための方法や思考様式の初歩を学びます。したがって、この講義は、１年
生向けに開講されている様々な入門科目（「○○学入門」）に向かう扉を開け、学修の土台・基礎を形成
する役割を担います。
この目的を達成するために、この講義では次の点に留意しながら議論を進めます。すなわち、この講
義は、
（１）身の回りで起こる日常的な現象を現代社会の諸課題と関連づけて受講生が関心を持てるように、映
像資料や文献資料を活用します。また、そうした社会現象や諸課題の現状・歴史的背景・構造を説明し
ます。
（２）受講生が、「グローバル化した現代に生きる自分」という存在を歴史的な視点およびグローバル社
会とのつながりの中で自覚し、問題意識を形成するように促します。そして、そうした試みが、「未来を生
きるであろう人びとの世界」を形づくることにもつながるという視座を提示します。
（３）受講生がひとたび「日常のあたりまえのこと」に対して疑念や違和感を覚え始めたとき、それを社会
科学の様々な学術分野の議論を通じて理解できるように、学問的・知的基盤として不可欠な思考様式、
概念、方法論の基礎を紹介します。
（４）受講生が若い一市民として知的に成熟するために必要なリベラル・アーツ（liberal arts：教養）の水
準を提示します。
この講義で取り上げる具体的なテーマは、各回の授業計画に記載した通りです。労働、学校教育、家
族・婚姻制度、少子高齢化、経済活動、環境、宗教、性差・ジェンダー、暴力・紛争などのテーマに関し
て、社会・国家・世界という空間軸と歴史という時間軸を交差させながら学際的（interdisciplinary）に考
察していきます。ただし、受講生の理解度や学年暦に応じて、内容を変更・調整することがあります。

金野 和弘

本講義の目的は，情報社会に関する基礎概念を習得すること，そしてその概念を援用して現実の問題
を分析する能力を養成することである。情報社会を構成するさまざまな要素を解説するとともに，情報社
会を読み解く際に必要とされる情報収集・選別・分析する能力を養成する。
情報社会は日々刻々と変化しているため，その時点での最新事例や最新データを援用・紹介しながら
講義を進める。教科書はとくに指定せず，適宜レジュメを配布する。補助資料は，Moodleを通じて紹介・
配布する。

政治学入門

石田 徹

「政治」とは何だろうか。あなた自身と「政治」とはどのような関係にあるのだろうか。おそらく諸君はまだ、
「政治」はどこか遠いところで起きている、自分とは無縁の出来事だと考えているかも知れない。しかし、
それは本当なのだろうか。昨年夏、日本の政治がどのようであったかを思い返してみてなお「無縁」と断
言できるだろうか。
本講義では、私たち一人一人が「政治」とどのようにつながっているのかについて、【自分の頭で考え
抜くこと】を目標とする。そのためには「政治」に関連したさまざまな概念・語句の理解が必要となるので、
本講義ではそうした概念・語句の説明を中心に行うことになる。

政治思想史

濱田 泰弘

情報社会論

国際関係概論

行政学入門

未定

佐藤 壮

我々はいま、国際政治の大きな変動の過渡期に立ち会っている。トランプ政権下のアメリカの迷走は国
際秩序にどのような影響を与えるだろうか。「イスラーム国」（IS）の衝撃やウクライナ／クリミア危機は、国
家主権の変質を意味するのだろうか。英国のEU脱退問題やユーロ圏の動揺は、グローバル経済にい
かなる影響を与えるだろうか。中国の台頭はアメリカ主導のリベラルな国際秩序への挑戦となるのだろう
か。地球規模の全人類的課題（グローバル・イシューズ）に対して、国際社会はどのような対応を求めら
れているのだろうか。
本講義の受講生は、国際問題に対する一般的な関心からさらに踏み込んで、グローバル化した社会
に生きる若い地球市民として、現代国際関係の特質を把握するために、軍事的安全保障問題はもちろ
んのこと、貧困・開発援助・地球環境・民族紛争・難民など、様々な国際的事象を分析的に理解するうえ
で必要な概念や理論を学ぶ。
本講義の目的は、受講生が国際関係論の重要な概念や理論的な枠組みを理解し、実際の国際問題
を分析する際にそうした概念や理論を適用する手法を学ぶことである。そのため、講義では、受講生が
リアリズム、リベラリズム、マルキシズム、コンストラクティヴィズム、フェミニズムなどの理論的枠組みを相
互に対比しながら理解できるように工夫する。

大橋 敏博

行政を支える基本的な要素である行政組織、予算（財源）、法令（制度）などを概観し、行政の基本的な
仕組みを理解し、行政に関する基礎知識を得るとともに、施策の具体的な事例を取り上げながら、政策
の実現に当たっての施策目標の設定、行政手段選択、実施という政策形成･実現過程を考察し、現実
の行政運営に対する理解を深める。具体的な事例として行政改革や各省庁の施策などを取り上げ、こ
れらの背景や課題･問題点等に関する受講者の研究発表も行いつつ、行政の構造、特質を考察する。

科目

担当

授業内容・要旨

松尾 哲也 他

現代の社会システムは専門分化した多様な知識の体系に支えらており、現代の諸課題については、
人々の多様な価値観・選好・利害が複雑に交錯している。そのため、一つの学問領域では解決できな
い複雑な課題が増えつつある。そうしたなかで、「総合政策学」の主要な目的の一つは、複雑化した現
代の社会システムのなかで、多様な知を融合ないし結合させて、課題を発見し、その解決策を探求する
ことである。
本学は、「地域」と「国際」という二つの領域を基軸とした教育を展開している。そのなかで、「地域」とい
うフィールドのなかで政策に取り組むことは、私たちの生活圏に関連する課題を発見し、その解決策を
考えることである。「国際」というフィールドのなかで政策に取り組むことは、私たちの生活圏の外部環境
に関連する課題を発見し、その解決策を考えることである。グローバル化の趨勢のなかで、その二つの
フィールドは、相互に連関し、交錯している。
生活圏から外部環境に至るまで、多様な課題が交錯し、山積している現状を前提として、「総合政策
学」の基礎理念を学ぶこと、そして課題を発見・解決する分析枠組み、視点、活用可能なツールを習得
し、政策を立案・評価する基礎的な力を習得することが本講義の目的である。
なお、本講義では、特定の課題に複数の学問領域の教員がアプローチする授業を導入することで、
国内外の社会的課題に対する多様な分析概念と分析枠組みを理解する機会を設ける。

法学入門

岩本 浩史

本講義は、我が国の司法制度を概説することを目的とする。
法学は専門分化が進んでいるため、その全体の「入門」を一つの講義が担当することは、実は困難で
ある（これは、多くの「○○入門」という科目に共通しているかもしれない）。そこで、「法」というものと密接
な関係を持つ司法・裁判に焦点を合わせることとした。憲法、民法、刑法、行政法等の「法」は、制定さ
れるだけではなく、実際に適用されて初めて意味を持つ。法が適用される代表的な場が、裁判所であ
る。予め裁判の基本的な仕組みを知っておくことは、個別の法律科目を学ぶ上で有益であろう。
本講義は大まかにいえば、①制度の基盤としての「裁判所・法律家」の解説、及び②具体的な訴訟制
度（民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟）の解説という2本の柱で構成される。

経済学入門

林田 吉恵

経済学の目的は、私たちに与えられた有限の資源をどのようにすればもっとも有効に活用できるかと
いう問題を解決するところにある。日本経済は不況に落ち込み停滞しているといわれているが、その原
因を理解し、どう対処すべきかを考えるためには経済学の知識が欠かせない。この講義では経済学の
基礎知識を体系的に身に着けながら、経済学的な思考ができるようにする。

ミクロ経済学

西藤 真一

ミクロ経済学の考え方について、公務員試験の受験に際して必要となる基礎概念の習得を念頭に講義
を行う。講義の主要テーマは、「市場」「家計の行動」「企業の行動」「不完全競争」「外部性」である。な
お、本講義ではなるべく図表も多用しつつ、概念を理解できるように心がける。

田中 恭子

ここの講義では企業の外部環境への対処や組織存続・維持、成長への取り組みに必要となる管理活
動、またはそこで活用されるシステムといった組織マネジメント全般に関する基礎知識を理解することが
目的です。
第1部では環境のマネジメントとして企業の対外活動の中心をなす戦略と、資本と雇用の構造選択に
関して学びます。第2部では組織内部の管理活動を中心に協働システムの成立条件・維持に必要な活
動およびシステムを紹介し、第3部では企業が成長発展のためにどのような活動を実施しているのかを
学習します。最後に第4部で、日本企業の経営行動やシステムの変遷と、経営における最新の現象、理
論について学びます。同時に島根地域の企業課題についても学びます。

総合政策概論

経営学総論

自然保護思想

現代しまね学入門

地域社会学

沖村 理史

本講義では、環境問題を考える上で欠かせない生態系と人間生活のかかわりを中心に講義する。ま
ず、自然活動と社会経済活動の関係を踏まえ、自然保護思想と自然保護政策の形成過程を概観する。
その上で、自然資源の利用と保護の現状をそれぞれのテーマに基づいて検討する。本講義の目的は、
以下の三点である。
・現実に展開している自然保護問題の現状の把握とそれをとらえる視点の理解
・さまざまな側面の相互関連を自ら考える作業
・自ら考える作業を通じて出てきた問題点・意見の交換

井上 厚史

経済のグローバル化が進み、山陰の過疎高齢化地域である島根県をとりまく環境は、日増しにきびし
さを増している。そんな島根県に位置する本学の学生として、島根を通じて何を学ぶことができるのか、
また何を学ばなければならないかを考えるのが、「現代しまね学」である。
過疎高齢化地域が元気になるためには、まず地元のことを知らなければならない。島根には何がある
のだろうか。また、それをどう活かしていけばいいのだろうか。さらに、超高齢化社会に突入している日本
の未来は、島根県のような過疎地の取り組みが最先端を走っていることも多い。将来、自分の地元にも
どって働きたいと思っている人、あるいは公務員となって地域が直面する課題に取り組みたいと思って
いる人にとって、島根県の現状を理解し、そこで試みられているさまざまなチャレンジを学ぶことは、大
学時代における重要な学習となることだろう。
本講座では、過疎地の最前線で地域活性化に取り組んでいるさまざまな方をお招きし、活動内容の
紹介や各団体が直面している課題を率直に話していただく機会を準備した。めったに聞けないような現
場の喜びや苦労話に、真剣に耳を傾けてみてはどうだろうか。そこには、きっと大きな発見があるにちが
いない。

村井 重樹

本講義は、地域社会に生きるわれわれの社会生活の諸側面を都市社会学と地域社会学の学説、理
論・方法、ならびにそれらの研究成果に基づいて考察するものである。前半部では、近代社会における
産業化・都市化に関わるマクロな動向を解説し、後半部では、そうした社会変動を背景として現れる地
域社会のさまざまな問題を取り上げて考察する。これらの考察を通して、現代の地域社会に対する理解
を深めていく。

科目

NPO・NGO論

家族社会学

国際社会論

中国社会論

ロシア社会論

安全保障論

担当

授業内容・要旨

足立 治郎

NPO･NGOは、市民が自発的・主体的に集まり立ち上げた非営利･非政府の組織である。今日、私達の
社会では環境・災害・貧困・人権・ジェンダーなど、様々な課題が顕在化している。NPO･NGOは、国際
機関・政府や企業等の既存組織のみでは解決に至らない状況で、こうした課題の解決を目指し、世界・
国内で発展してきた。
NPO･NGOは、政府や企業等の既存組織と連携し、その取り組みを補完する機能を果たすとともに、既
存組織の取り組み・行動の改革、制度・政策の変革をも促す役割を担ってきている。社会問題の解決・
公益の達成には、NPO･NGOに対する理解を深めることが重要である。
本授業では、NPO･NGOの基本概念・全体像を俯瞰した後、NPO･NGOと既存組織・他のセクターとの
関係性、社会課題解決におけるNPO･NGOの役割を、活動例（海外・日本の地域での取組事例も含む）
も紹介しつつ把握していく。最後に、NPO･NGOの今後の可能性と課題、NPO･NGOの参加・支援の可
能性・あり方を検討する。なお、「NPO･NGOを取り巻く制度」「社会起業家」「震災復興」等の最新の動向
も取り入れた授業とする。

齋藤 暁子

この講義では、身近であるからこそ客観的に捉えることが難しい「家族」を、社会学の視点から検討して
いきます。
まず、現代社会における家族を把握するために家族社会学の基礎的な理論を学びます。次に結婚や
夫婦関係や親子関係という現代家族の実相を明らかにしていきます。最後に、家族とケアについて勉強
していきます。
基本的には講義形式で行いますが、身近なテーマでもあるので、グループディスカッションを取り入れ
ながら、理解を深めていきます。
この講義を通じて、家族社会学の基礎的な知識を得るだけでなく、これまでの「家族」の経験や将来の
「家族」について、広い視野から考える契機にしてもらいたいと思います。

山口 いずみ

本講義では国境を超える社会現象や国民社会の多文化化について国際社会学という視点から考察し
たい。そのために国際社会学の基礎概念と理論について学んだ後、多文化社会の現実を検討してい
く。
まず国民の多様化を語る際に用いられるエスニシティと「人種」という概念について論じる。これらの概
念がいかに社会的に構築されているのかを明らかする。ところで国境とは国民国家の境界線に他ならな
い。国際社会という概念や国際社会学という学問領域は国民国家という枠組みを前提に成立していると
言えるだろう。そこで国民国家の成立過程やその展開、とりわけグローバル化のもとでのその変容につ
いて検討する。また国際人口移動の諸形態を概観するとともに、なぜ人は国境を超えて移動するのかと
いう問題を、国際人口移動に関する理論を参照しつつ考えたい。さらに「国際移民の女性化」や国境を
跨ぐ諸制度についても言及する。
以上の国際社会学の基本的知識を踏まえて、多文化社会の現実にアプローチする。国境を超える社
会現象に対して国家はどのように対応しうるのか、カナダと日本を事例に検討する。多民族社会であり、
移民政策を国家建設の一環として位置付け、多文化主義政策を世界に先駆けて採用したカナダと、民
族的同質性が比較的高く、外国人労働者の受け入れ政策を展開し、多文化共生を謳う日本の比較は、
国際社会の行方を考える上で示唆に富んだものだろう。

江口 伸吾

1978年以降の改革・開放期の中国は、とくに1993年の社会主義市場経済体制の確立以降、グローバリ
ゼーションといった新たな国際的インパクトを積極的に受け入れながら、その社会のあり方もよりラディカ
ルに変化させた。それは、市場経済化による社会変動が、社会の多元化を生み出すと同時に、それに
対処しようとする権威主義的な政治制度の改革が活発に論議されたことなどに示される。
さらに、このような変化は、中国の国内問題にとどまらない。改革・開放期の市場経済化とそれに対応
した制度改革は、国際的なグローバリゼーションの動向と連動性を高めることにより、中国をとりまく国際
社会の諸変化と共に進展していると考えられる。とくに2010年に中国はGDP世界第二位の経済大国と
なったことに象徴されるように、「新常態」と言われる中成長時代を迎える現在にあっても、その国際社会
における影響力を持続的に増大させている。
本講義では、以上のような問題関心にもとづき、歴史的な展開過程を踏まえながら、現代中国の社会
の変化とその特質を考察することを目的とする。さらには、中国の事例を通じて、近代的な国民国家形
成という同様の課題を担う他のアジア諸国と比較考察するための一つの視座を培っていきたい。

山本 健三

今日、ロシアの国際政治における存在感は、誰にとっても無視しえないものになりつつあり、ロシア
について理解を深めることは重要である。本講義では、現代ロシア社会の現状を理解するために
必要な知識と視座を得ることを目的とする。主に、自然と地理・歴史・文化と社会・法律・中央と地
方・イデオロギーという6つの観点から、ロシア社会の特質・変化・連続性を探る。

赤坂 一念

本講義では、「安全保障」という極めて論争的な概念が､これまでどのように解釈されてきたのかについ
て体系的な整理を試みた上で、伝統的な安全保障観である国家に依拠した「国家の安全保障」論と、
ポスト冷戦期に入り脚光を浴びつつある新たな安全保障観である「人間の安全保障」論とを比較検討す
る。その上で、この２つの視座(理念)の統合を試み、ポスト冷戦期の今日に求められる新たな安全保障
論を模索していきたい。
また講義の具体的な進め方であるが、原則として毎回ひとつのテーマについて60分をめどに講義を
行なう。そこでいくつかの問題提起を行ない、講義の最後の15分間でコメントペーパーに各自の意見を
まとめてもらう。これを私が集約し、次回の講義の冒頭の15分で解説を加える、というやり方である。これ
が講義の基本的な流れである。
なお本講義では、越境大気汚染や米軍基地問題、島根県西部の中山間地域における米軍機の低空
訓練などを事例に、「地域の安全保障」についてのワークショップも取り入れながら、双方向的な授業づ
くりを心がけていきたい。

科目

朝鮮半島政治外交論

国際機構論

財政学（地方財政論）

地域総合計画論

地方自治論

担当

福原 裕二

授業内容・要旨
今年は韓国大統領選挙の年になりそうだ（2017年2月3日現在）。周知のように、朴槿恵大統領に対する
弾劾決議が国会で通過したからである。現在予想される政治日程に沿って進むならば、この講義は大
統領選と新大統領の誕生という韓国政治のうねりとともに進行するであろう。
今年度の朝鮮半島政治外交論は、「韓国の政治・外交（史）」をテーマとする。適宜、朝鮮半島の南北・
米韓・日韓関係にも言及し、北東アジアのなかの韓国について考えたい。

庄司 克宏

政府間国際機構についての基礎を踏まえた後、EUの機構および活動を概観し、普遍的国際機構（例
えば、安全保障について国連、通商についてWTO、通貨についてIMF、開発援助について世界銀行、
難民問題についてUNHCRなど）をとりあげてEUと比較する。また、アジアにおける地域統合の可能性に
ついてもふれる。
補完性原則により、EUでは国家との関係だけでなく、地方自治体との関係も重視されている。その点を
日本政府と島根県の関係に投影して比較検討することも行いたい。
質疑応答による双方向型授業を行う

林田 吉恵

私たちが生活する社会・経済は、自由経済・市場経済を基本としながらも、政府や財政による公的な
対応を不可欠としている。そして「地方分権の時代」と言われるが、事実上、依然としてわが国の地方財
政は国のコントロール下にあり、地方にとって国からの地方交付税や国庫支出金はなくてはならない財
源である。この講義では国と地方の財政関係の現状とあり方について考察する。
本講義では、なぜ私たちは政府や財政を必要としているのか、そこではどのような政策手段が可能で
あるのかについて、基礎的概念を学んでもらうこと、また、日本の財政や地方財政を取り巻く制度面・政
策面での特徴を解説し、どのような課題・論点があるかを理解してもらうことを目標とする。

恩田 守雄

光延 忠彦

本講義は地方自治体で策定される総合計画を理解し、その望ましいあり方について考えることを目的と
する。総合計画は一般に基本構想、基本計画、実施計画の三層構造をもつが、広域的自治体の県と基
礎的自治体の市町村ではその性格が異なる。近年地域住民参加型の計画が多くなり、市民と行政の協
働が強調されるようになった。市民がどのように参加できるのか、自ら市民の側に立ち計画策定に関
わった体験から、その現状と課題について講義する。計画の総論に対する各論では、地域づくりの視点
からテーマ別に内容を検討する。具体的な事例を通して問題提起、分析、価値判断というステップを踏
みながら授業を進める予定である。現在人口減少と高齢化が進み地方創生が喫緊の課題となってい
る。受講する学生諸君は出身地（居住地）の地域活性化について考えてもらいたい。

この講義では、日常生活に身近な自治体の制度や機能に着目して、「自治体の仕組みはどのように
なっているのか」を、地方自治制度、統治制度、選挙制度、税制度、財政制度など、おもに「制度」の点
から、地方自治法をはじめ関係法令などに沿って解説する。このため、当該授業の受講によって受講者
には「日本国内の自治体の制度的知識」と「その運用について知識」が蓄積される。加えて、今年度の
授業では、知識の定着化と実際の状況を把握することを目的に自治体の現場にも出かけて地方自治の
実際を実習する予定である。こうした学習を通じて、特に今年度は、受講生に「考える力」が獲得される
ことを徹底的に目指す。

「地方創生」が政策上の大きな柱となっています。その地方創生に、インフラは重要な役割を果たしま
す。しかし、言うまでもなく、わが国の経済の伸び悩みや国家財政がひっ迫する中では、いかにインフラ
を整備し、維持運営するかが課題となります。ないより、あったほうがよいに決まっていますが、財源など
の制約を考えれば、効率的な整備と利用が必要なのです。
こうした課題に、民営化・民間委託はひとつの重要な切り札だと考えられてきました。採算性（企業活
動の効率性）の原理を導入するからです。しかし、不採算となる公共的なサービスやインフラはどうすべ
きでしょうか。公平性も公共政策を考えるうえでは忘れてはなりません。
本講義では、主として公益事業分野における規制緩和政策をレビューする過程で、それらの政策評
価と課題抽出に取り組むこととします。

公共政策論

西藤 真一

水産経済政策論

三輪 千年

明治維新以前の封建制度下における水産業の発展から，明治以降の統一国家としての漁業制度の確
立過程を産業政策との関係から考察すると共に，「水産経済政策」の基礎的知識を学ぶ。その上で，戦
後の漁業・水産業の政策目標とその実現過程を，グローバルな視点と地域経済としての水産業の今後
のあり方について学ぶ。

岡本 寛

憲法学は「権利の保障」と「権力の分立」を二本柱として体系化されてきた。本講義は後者の「権力の分
立（統治機構）」と称される分野を主たる対象とする。この分野は政治領域との交錯と統制を主たる課題
にするため、主に裁判による権利救済を扱ってきた憲法Ⅰとはひと味違った法学の姿を体感できるはず
である。
なお、履修にあたっては憲法Ⅰを履修済みであることが望ましい。

憲法Ⅱ

科目

行政法Ⅰ

労働法

国際法

民法Ⅱ（物権）

民法Ⅲ（債権）

公共経済論

産業構造論

日本経済論（総合日本経済論）

国際開発論

担当

授業内容・要旨

岩本 浩史

行政法は、憲法を頂点とした法体系において、民事法、刑事法と並ぶ基幹3科目の一つとされる。ま
た、現行法令の大多数は行政法と位置づけうるものである。公務員志望者にとっては、行政法の執行・
適用が公務員の日々の業務の大半を占めるであろうから、行政法学の基本的素養を身につけることは
必須であろうが、それ以外の者にとっても、主権者として違法な行政活動を監視・統制することが重要で
あることから、やはり行政法を学ぶ意義があろう。
行政法学の扱う対象領域はきわめて広範であり、それは警察法、財政法といった古典的なものから、
環境法、社会保障法、情報法といった現代的な主題にまで及ぶ｡これらは、行政法各論が扱う法領域で
あるが、これらすべてに共通する、あるいは基礎となるものが行政法総論であり、行政法ⅠおよびⅡはこ
の行政法総論を扱う｡
本講義は、行政法総論のうち、法治主義等行政法の基本原理とされるものと、行政手続、情報公開を
対象とする｡

大橋 將

労働法は、卒業後ほぼ例外なく就職して働くことになる学生にとって、一番身近な法律と言っても言い
過ぎではない。世間では、労働組合運動は沈静化しているが、経済環境の大幅な変動に伴って、労働
をめぐる環境は変化が激しく、労働関係法制も毎年のように改正され，一番ホットな法分野ともいえる。
本講では、労働とは何か、労働者と企業の関わり方、労働関係を規律する法について、判例法理を学
ぶとともに、新しい法制度の動きについても随時紹介する。また、各種公務員試験にも労働法は出題さ
れるので、その点も意識しながら授業を進める。

李 禎之

「Globalization」とも呼ばれる相互依存関係の進展により、現代の国際関係は益々その複雑さを増して
いる。このような状況においては、「事実」を的確に捉えた上で筋道を立てて考えることが問題解決の出
発点となる。こうした能力を高める一手段として、本講義は、国際法の基本的な知識を学び、国際問題
を法的に捉えるものの見方を身につけることをその目的とする。具体的には、国際法の基本構造（国際
社会の構成員、国際社会の空間秩序）を取り扱った後、平和および人権といった現代国際社会の重要
問題について国際法が如何なる仕組みを持っているのかを考察する。

李 憲

本講義は、主に民法第2編に規定されている「物権」を扱うものである。物権とは、特定の物（動産、不
動産）を直接且つ排他的に支配し、一定の利益を享受しうる権利である。本講義では、まず物権の基礎
的な構造及び基本原則を学び、その後所有権、物権変動、抵当権を中心に講義を進める予定である。
授業では、なるべく多くの具体的な事例・判例を挙げながら、その法的な意味を考えて行きたいと思う。

李 憲

本講義は、主に民法第3編に規定されている「債権」を扱うものである。債権とは、特定の者に対して一
定の行為（給付）を請求する権利であり、主に契約、事務管理、不当利得、不法行為から発生する。本
講義では、まず債権の一般理論を学び、その後13の典型契約と不法行為を中心に講義を行う予定であ
る。授業では、なるべく多くの具体的な事例・判例を挙げながら、その法的な意味を考えて行きたいと思
う。

豊田 知世

公共経済とは、国や地方の公共部門の活動について、経済学の視点から分析する学問です。本講義
では、まず経済メカニズムについて説明したうえで、所得分配の不平等や企業の独占、環境問題などが
発生する原因について解説します。その後、これらの問題を解決するために公共部門がどのような役割
を果たしているのか、経済学の視点から学びます。また、経済理論だけではなく、日本の現状や島根県
の事例を紹介したり、外部講師を招聘したりと、実証的な視点から現在社会が抱える問題について理解
を深めることを目的としています。

張 忠任

まず、産業構造（論）の諸概念における定義と主要内容、および構造変動の諸要因と同メカニズムに
ついて、その経済成長との関連など国民経済生活の全体を成り立たしめている、一国レベルのマクロ視
点から検討する。その内容は国際およびその歴史比較分析を通じて、それらの仕組み、同諸関係にみ
る諸機能・諸成果、および変化の諸態様、さらにはそれらをもたらす変動メカニズムとその諸要因を日本
を中心に据えて、経済分析としての諸理論を枠組みとして把握することである。これらの静態解剖的な
視点と動態運動的な視野から、相互依存関係に立つ地域の産業構造を分析する枠組み・フレ－ムを踏
まえて、国際化一層の進展、それによる国内空洞化問題、高度情報社会におけるＩＴ化の光と影など展
開しつつある現状を押さえて、日本海地域の空間構造およびその島根県における位置づけなどを、地
域文化および生態環境系など文明観との視座も加えつつ検討する。

豊田 知世

柏木 健一

本講義では、日本経済の出来事を経済学的視点で理解する事を目標としています。島根県など中山間
地域で問題となっている少子高齢化の要因や、貿易や国際競争力など世界と関わりのあるトピックのほ
か、物価や都市化、経済格差など、日本の社会経済のなかで課題となっているテーマを取り上げながら
進めていきます。経済学的視点から日本経済の動向を読み取りながら、日本経済の課題と現状につい
て理解出来るようになることを目的としています。

【概要】本講義では、開発経済学の諸理論と実際の経済開発政策の距離をはかりつつ、国際開発論に
おける主要論点、分析枠組、課題等を概説する。また、開発のミクロ経済学についても集中的に講義を
展開し、途上国と我が国の地域開発における諸課題について比較の視座から分析する。具体的には、
以下のような問題について論ずる。
①開発経済学の主要潮流（初期開発経済学から新古典派批判のパラダイムの展開）
②経済成長と構造変化（二重構造論、労働移動論及び産業構造変化）
③経済成長論（近代経済成長の諸理論：資本蓄積と技術進歩の源泉）
④開発のミクロ経済学（途上国における貧困のメカニズムと人的資源開発）
⑤地域統合と経済発展（国際貿易、国際資本移動、技術移転及び地域経済統合）

科目

担当

授業内容・要旨
【国際金融論で学ぶことは何か？】
国際金融論では、ざっくり言うと「円」「ドル」「ユーロ」のような『世界のお金』に関することを学びます。
みなさんは海外旅行へ行く際に「日本のお金」から「外国のお金」に両替したことはありませんか？その
際に、両替のレートがどのようにして決まっているのか不思議に思ったことはありませんか？本講座では
このような疑問（為替レート）にお答えしていきます。これ以外にも、世界を大混乱させたリーマンショック
などの金融危機についても学びます。

国際金融論

マーケティング論

中小企業論

経営科学

環境政策論

環境文化論

木村 秀史

【なぜ国際金融論を学ぶのか？】
国際金融はみなさんにとって大変実感しづらい学問です。なぜなら、普段の生活の中であまり関わる
ことがないように思えるからです。しかし、実際は違います。例えばトヨタは為替レートがたったの１円動く
だけで利益が約400億円も変わります。このことから分かるように、為替レートの変動は日本経済に甚大
な影響を与え、その結果、皆さんの日々の生活や就職活動も大きな影響を与えています。しがって、国
際金融は最低限知っておかなければならない常識なのです。

田中 恭子

マーケティング論の基礎知識の習得を通じて、企業の市場戦略活動全般を理解することを目的としま
す。同時に現代企業の多様な製品市場行動を読み取り、理論的枠組とその限界について自ら考えるス
キルも身につけてもらいます。講義では製品市場や顧客ニーズなどマーケティングでの基本知識およ
び概念を解説するとともに、現代における多様なマーケティング活動を取り上げながら進めていきます。
第1部ではマーケティング戦略と戦略計画を、第2部ではマーケティング戦略のために必要な環境分
析を、第3部で消費者行動分析について学習します。第4部では近年実施されている企業のマーケティ
ング行動について学びます。同時に島根の多様な地域課題についてマーケティングの発想を取り入れ
考えていきます。

久保田 典男

日本では、全企業の99％を中小企業が占め、全従業者の約70％が中小企業に勤務するなど、中小企
業はわが国経済の活力の源泉であり、地域経済を支える大きな存在である。
また、新たな産業や商品・サービスの創出など、経済活性化の原動力として中小企業には大きな期待
が寄せられている。
本講義では中小企業が経済や社会の中で果たしている役割を示すとともに、これまでの中小企業論研
究を踏まえ、今日の中小企業を取り巻く経済・社会状況、直面する課題や課題への対応策をデータや
企業事例を取り上げつつ示していく。
講義においては、島根県の中小企業も事例に取り上げ、島根県の抱える地域課題や島根県における
中小企業の取組みなどについても理解を深める。

高岡 義幸

沖村 理史

八田 典子

【授業の基本構成】
この授業の内容は下記の三つの部分で構成されています。
①大量生産を確実に行うための経営の科学化(1～4回)
②近代科学の誕生とその方法(5～9回) ：卒論作成にも役に立ちます。
③経営科学の方法に関する問題演習(10～15回)
20世紀にグローバルな規模で発展した市場経済は、同時にさまざま形での環境問題をもたらした。21世
紀は環境の時代と呼ばれているが、その環境問題の構造と本質を探ると現代の社会経済システム（大
量生産・大量消費・大量廃棄型社会）が抱える諸問題が明らかになる。本講義の目的は、以下の三点
である。
・現実に展開している環境問題の現状の把握とそれをとらえる視点の理解
・さまざまな側面の相互関連を自ら考える作業
・自ら考える作業を通じて出てきた問題点・意見の交換

本講義では、環境と文化の関わりを多角的に検証し、環境と深く結びついて存在する多様な文化的
所産を取り上げて、その魅力と重要性について考察していく。
具体的には、以下の６つのキーワードを掲げ、主に日本と西洋の事例に注目しながら、「環境文化」の
あり方とその意義についての理解を深めていく。
「景観」のテーマでは、島根県における課題や取り組み状況にも注目する。
自然観
景観

ベンチャービジネス論

教育学

風景画
世界遺産

庭園
町づくり

久保田 典男

近年、ベンチャー企業について関心が高まっている。その理由は、ベンチャー企業が経済発展の本質
的な要因である「革新」を遂行する企業であることによる。
本講義には大きく２つの狙いがある。
第一に「革新」の担い手となるベンチャー企業に関する基礎的な知識、理論や事例を学ぶことを通し
て、どうしたら新規創業やベンチャー企業を創出ができるかを考え、起業の意味を理解する。
第二に起業家の視点から、ビジネスプランの作り方を学びつつ、実際に受講者一人ひとりがビジネスプ
ランを作成することで、起業するために必要な能力を身に着ける。
なお、ゲストレクチャーでは島根県の起業家等を招き、島根県の地域課題や地域で起業することなどに
ついても理解を深める。

深見 俊崇

本講義は，教育に関する基本的事項について幅広く学習し，学校を中心とする教育のあり方とその課
題，社会との関係等の基礎的知見を身につけることを目的とする。とりわけ，社会・文化的背景，歴史的
経緯を踏まえつつ，学校を取り巻く現代的状況を捉えることを主眼としている。
本講義を通じて，教師の職責や資質，子どもの最善の利益とは何かについて受講生と共に考えてい
く。

科目

進路指導論

教育方法論

担当

授業内容・要旨

坂柳 恒夫

現代の進路指導は、単なる進学・就職への指導ではなく、その本質は人間の生き方や人生設計の教
育である。本授業の概要は、次の通りである。
第１週から第３週までは、進路指導の概念および発展の歴史について説明し、第４週より進路指導に
関する主要理論（内容理論・過程理論）を紹介する。第７週から第14週までは、個人理解、進路情報、
啓発的経験、キャリア・カウンセリング、追指導など進路指導の諸活動を取り上げ、それぞれの意義と方
法・技術について述べる。最終週では、これからの進路指導における課題を指摘し、今後のあり方を示
唆したい。なお、講義の他に、各種の進路指導用検査、教育ゲームなどの演習も取り入れ、できる限り
体験的な学習ができるように配慮していく予定である。

島田 博司

教育方法論では、教授学、学校教育学、授業研究、教室研究、カリキュラム研究、教師教育の研究など
を取り扱う。その際、さまざまな領域で提起されている問題に学際的にアプローチする。具体的には、授
業、学習、カリキュラム、教師などについて、教育過程において生起する実践的な問題に対して、教育
心理学や教育社会学などの諸学問をベースに探求した結果だけでなく、教育現場における具体的な問
題の解決を追求する実践的なやり方などについて学習する。

