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単位互換

科目コ
ード

A007

科目名

政策科学特別実習1「京都の世界遺産 仁和寺」／PD

略科目
名

京都の世界遺産

英文科
目名

Policy Internship 1 （Ninna‒ji Temple， a world heritage of
Kyoto)

開講大
学名

立命館大学

学内科

60174

目コー
ド
学内科

政策科学特別実習1（京都の世界遺産

目名
連絡先

【教務課】

TEL：075‒466‒3350

担当教
員

桜井 政成

履修対
象大学

201:池坊短期大学
202:大阪医科大学
204:大谷大学
205:大谷大学短期大学部
206:華頂短期大学
207:京都大学
208:京都外国語大学
209:京都外国語短期大学
210:京都学園大学
211:京都教育大学
212:京都経済短期大学
213:京都光華女子大学
214:京都光華女子大学短期大学部
215:京都工芸繊維大学
216:京都嵯峨芸術大学
217:京都嵯峨芸術大学短期大学部
218:京都産業大学
219:京都女子大学

仁和寺）

221:京都市立芸術大学
222:京都精華大学
223:京都西山短期大学
224:京都造形芸術大学
225:京都橘大学
226:成美大学短期大学部
227:京都ノートルダム女子大学
228:京都府立大学
229:京都府立医科大学
230:京都文教大学
231:京都文教短期大学
232:京都薬科大学
233:種智院大学
234:成安造形大学
235:京都聖母女学院短期大学
236:同志社大学
237:同志社女子大学
238:花園大学
239:佛教大学
240:平安女学院大学
241:平安女学院大学短期大学部
242:明治国際医療大学
243:立命館大学
244:龍谷大学
245:龍谷大学短期大学部
246:早稲田大学
247:昭和女子大学
249:京都華頂大学
250:京都美術工芸大学
703:成美大学
開講期
間

＜授業外学習＞ 全体オリエンテーション 5月30日（土）13:00～
16:10
①8月4日（３コマ）
②9月17日～18日（4コマ）※宿泊あり
③9月19日（土） （２コマ）
④10月24日（土）（2コマ）※中間発表会
⑤10月下旬～12月上旬（２コマ）（受講生の都合に合わせる）
⑥12月5日（土）（２コマ） ※成果発表会

13:00～

＜教室案内＞
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/
kyotuu/renraku/room̲20150401.pdf
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試験・

【平常点評価】100%成績は授業への出席（原則全回出席）と、中

評価方
法

間・最終発表の内容、および最終レポートに基づく。

超過時
の選考

書類選考

方法
別途負
担費用
その他
特記事
項

※シラバスの内容は本掲載内容から変更になることがありますので、
立命館大学HPから最新のシラバスを確認してください。
【諸手続】(単位互換生のみ）
受講が許可された場合は下記ホームページで手続の案内をしますの
で、必ず期間内に手続して、特別聴講生証を受け取ってください。期
間内に指定の手続のない方は、試験の受験や通常授業の受講ができま
せんので注意してください。
＜受講手続案内ホームページ＞
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/kyomu/kyotuu/renraku.html
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【授業の概要と方法】
仁和寺は1100年以上の歴史を持つ世界遺産です。国宝の本尊阿弥陀
三尊像や金堂を初めとする多くの文化財が存在し、また御室桜や御室
八十八ヶ所といった自然と伝統溢れる寺院です。本授業では、その魅

力・価値をグローバル・ローカルに高め、そこで新たな「ご縁」を生
み出せる可能性を探ります。授業では、学生自身や仁和寺の持つ「強
み」を理解し、さらに、周辺に存在する学校、京福電鉄、宇多野ユー
スホステル等の、地域資源を理解することで、新たな企画の提案を考
えます。
本授業での中心的な学習の視点は、地域開発の主流的な手法である
ABCD（アセット・ベースド・コミュニティ・ディベロップメント）
を学び、その手法を使いながら、個々の個人・団体・機関が持つ「強
み」を理解し、それらを相互につなげることで生まれる新たな価値を
考えるところにあります。単に新たな企画を提案するだけでなく、学
生がそこで担える役割を考え、そして可能ならば実際に試験的な取り
組みを実施し、その結果の検証まで、授業の中でしたいと考えていま
す。したがって本授業はPBL（プロジェクト・ベースド・ラーニン
グ）でありながら、地域に貢献する中で学ぶSL（サービス・ラーニ
ング）の性質も強く持っています。夏期休暇期間に事前学習と調査、
および試験的取り組みの準備を行い、10月以降に学生自身によるパ
イロット的企画を実施したいと考えています。

【受講生の到達目標】
本科目では、地域活性化の一手法であるABCD（アセット・ベース
ド・コミュニティ・ディベロップメント）を活用し、仁和寺の魅力・
価値がグローバル・ローカルに高まり、新たな「ご縁」を生み出せる
企画を実施する可能性を探ります。授業では、①学生自身や仁和寺の
持つ「強み」を理解し、さらに、②周辺に存在する学校、京福電鉄、
宇多野ユースホステル等の、地域資源を理解することで、③新たな企
画の提案を考えます。さらにそれにとどまらず、そのアイデアに基づ
いた④試験的な取り組みを実現しその成果を評価することも目指しま
す。

【受講および研究に関するアドバイス】
①本授業は後期に認定される夏期集中科目として開講されるので、前
期中の取り組みについては出席を強制できないが、5月30日（土）に
実施されるキャンパスプラザ京都でのオリエンテーションは受講上重
要な意味を持つので、出席すること。
②受講学生は４月上旬頃の時期に自主的に仁和寺を訪れ、「御室桜」
を観賞しておくことを強く勧めます（御室桜は市内のソメイヨシノよ
りも遅めに開花するので、見頃の時期はインターネット等でこまめに
チェックして下さい）。
③仁和寺には多くの外国人も訪れることから、英語を積極的に活用し
たい（得意でなくてもよい）学生の受講を歓迎します。
講義ス
ケジュ

授業外学習 5月30日(土)13:00～16:10
全体オリエンテーション(他科目との合同講義) 場所：キャンパスプ

ール

ラザ京都 第2講義室
※終了後、懇親会を予定(任意参加)
第01回～03回 8月4日(火)

①調査の下見と計画づくり 場所：仁和寺および仁和寺周辺
1日間の調査を予定します。仁和寺の関係者からご案内頂いた(半日)
あと、グループに分かれ、仁和寺内、および周辺の資源調査の計画を
立てます。その際に、担当教員がABCDアプローチをレクチャーしま
す。(3コマ)
第04回～07回 9月17日(木)～18日(金)
②フィールドワーク調査 場所：仁和寺および仁和寺周辺
2日間の調査合宿を予定します。1日は仁和寺内、および周辺の資源
調査をし、夜、宿泊者調査をし、次の日に追加調査とまとめの作業を
します。(4コマ)
第08回～09回
9月19日(土)
③インタビュー調査 → 調査まとめ
関連施設へのインタビュー調査を行います(京福電鉄、宇多野ユース
ホステル等を予定)。
中間発表に向けた準備もします(場所：キャンパスプラザ京都 第1演
習室)。
(2コマ)
第10回～11回 10月24日(土) 13:00～16:30
④中間発表等
中間発表(1コマ、他科目との合同授業) 場所：キャンパスプラザ京都
第1講義室
パイロット企画等の準備(1コマ) 場所：キャンパスプラザ京都 第2演
習室
第12回～13回 10月下旬～12月上旬(※受講生の都合に合わせる)
⑤パイロット企画の実施 場所：仁和寺周辺
学生提案に基づくパイロット的企画を準備し実施します。(2コマ)
第14回～15回 12月5日(土) 13:00～16:50
⑥成果発表会＆個人的ふり返り(キャンパスプラザ京都、もしくは世
界遺産 ※未定)
成果発表会：学びの成果を発表(1コマ、他科目との合同授業) 場所：
キャンパスプラザ京都 第1講義室 or 世界遺産(未定)
授業内容の個人的ふり返り。(1コマ) 場所：キャンパスプラザ京都 第
2演習室

※本授業は後期に認定される夏期集中科目として開講されるので、前
期中の取り組みについては出席を強制できないが、オリエンテーショ
ンは受講上重要な意味を持つので、できる限り出席して欲しい旨を学
生に強く伝える。
※場所は仁和寺様と打ち合わせをし、御室会館内の会議室の利用が可
能であれば、仁和寺内にて実施します。
※合宿の宿泊は御室会館、または宇多野ユースホステルを予定。

教科書

（書名）なぜローカル経済から日本は甦るのか GとLの経済成長戦略
（著者）冨山 和彦
（出版社）PHP新書
（書名）白熱講義 これからの日本に都市計画は必要ですか
（著者）蓑原 敬、 藤村 龍至、 饗庭 伸、 姥浦 道生 、 中島 直人、
野澤 千絵、 日埜 直彦、 村上 暁信
（出版社）学芸出版社
（書名）サードプレイス
（著者）レイ・オルデンバーグ
（出版社）みすず書房
（書名）アメリカ大都市の死と生
（著者）ジェイン・ジェイコブズ
（出版社）鹿島出版会
（書名）忘れられた日本人
（著者）宮本 常一
（出版社）岩波文庫
その他、適宜指示する。

参考書

適宜指示する。

出願開

自分が在籍する大学の指示にしたがってください

始
出願終

自分が在籍する大学の指示にしたがってください

了
承認結

2015/04/17

果公開
日
受講形
態（京
カレッ
ジ）

一覧画面に戻る
大学コンソーシアム京都

〒600‒8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る キャンパスプラザ京都
電話: 075‒353‒9120 ファックス: 075‒353‒9121

