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前
期

　科
目
概
要

科目提供大学名
担当教員
単位数
最大授業定員
開講学期

成績評価

テキスト
参考文献

授業以外の学習方法

その他の特記事項

講義概要

授業計画・内容

到達目標

武庫川女子大学短期大学部

2 単位
40 名
前期 1 時限（10：50 ～ 12：20）木曜日（4 月 6 日～ 7 月 20 日）

寺井 朋子（共通教育科 准教授）

コメントシート 65 点（5 点 ×13 回）
小レポート 10 点（5 点 ×2 回）
最終レポート 25 点
特になし（資料を配布）
適宜紹介

・授業内容に対する感想や資料の整理
・発表に向けて、役割分担した内容
・小レポートと最終レポートの準備
前半・後半のグループワークともに、くじ引きでグループを決定する。
私たちの生活では多くの場面で、他人と話し合い問題を解決すること
が必要である。しかし、誰もが他人と関わることが得意なわけでは
なく、グループでの話し合いに対しては、苦手意識を持つ学生も多い。
本科目では、他大学の初対面の学生と話し合うことを通じて、グルー
プで課題を解決することを目指す。

  1. ガイダンス：現代大学生の特徴と自己理解
  2. 事前練習（1）５W１H
  3. 事前練習（2）自己紹介
  4. グループワーク前半（1）テーマ設定
  5. グループワーク前半（2）情報収集
  6. グループワーク前半（3）発表準備
  7. グループワーク前半（4）発表
  8. 個人ワーク　自己分析
  9. グループワーク後半（1）テーマ設定
10. グループワーク後半（2）情報収集
11. グループワーク後半（3）情報収集
12. グループワーク後半（4）発表準備
13. グループワーク後半（5）発表
14. 個人ワーク　自己分析
15. まとめ

・ ペアで会話を繋ぐことができる。
・ 他者と協働する意義を自分の言葉で説明することができる。
・ グループメンバーに対して、自分の意見を述べることができる。
・ 他者の意見に対してメリット・デメリットを述べることができる。

グループワーク入門
Introduction to Group Work
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前
期

　科
目
概
要

科目提供大学名
担当教員
単位数
最大授業定員
開講学期
成績評価
テキスト
参考文献
授業以外の学習方法
その他の特記事項

講義概要

授業計画・内容

到達目標

関西学院大学

2 単位
40 名
前期 2 時限（13：20 ～ 14：50）木曜日（4 月 6 日～ 7 月 20 日）

長峯 純一 （総合政策学部 都市政策学科 教授）他

出席、小レポート、グループワークおよび発表への貢献度を総合評価
特になし
授業中に提示する予定
新聞等のメディアの情報に関心を向けておく。
実務家による講義運営
わが国のエネルギー政策では「2030 年の温室効果ガス・13 年度比
46％削減、2050 年カーボンニュートラル」が明示され，再生可能
エネルギーの比率を 36 ～ 38% に引き上げる点が公表されています。
政府は SDGs の 17 目標を意識した政策を展開し、国際社会と調和を
図りつつ、新型コロナウイルスで沈滞化した経済状況から脱却する
ことを狙っています。本講座では、エネルギー政策の目標と SDGs
に即した脱炭素化を理解し、それを新規ビジネスにつなげる思考力
を付けることを目指しています。

  1. SDGs とカーボンニュートラル 2050
  2. 脱炭素への道  ～技術革新と政策変化
  3. 地球温暖化問題と国際社会
  4. 再生可能エネルギーの現実と展望
  5. 電力会社の脱炭素ソリューション①
  6. 電力会社の脱炭素ソリューション②
  7. 水素社会へのチャレンジ
  8. モビリティの電動化とまちづくり①
  9. モビリティの電動化とまちづくり②
10. シェアリング社会と脱炭素への応用
11. 脱炭素に向けた電力ネットワークの革新
12. 脱炭素技術の創出とイノベーション①
13. 脱炭素技術の創出とイノベーション②
14. 企業と生活者の脱炭素チャレンジ①
15. 企業と生活者の脱炭素チャレンジ②

日本のエネルギー需給構造の実態、エネルギー政策・基本計画を理解
し、そこでの目標達成の困難さとそれを解決するための脱炭素化に向
けた技術を理解し、エネルギー政策を議論する力を習得することが
できる。

（長峯 純一・大阪大学 西村 陽）
（大阪大学 西村 陽）

（国際環境経済研究所 中島 みき）
（国際環境経済研究所 中島 みき）

（関西電力 久留島 聡）
（関西電力 久留島 聡）
（関西電力 清水 敬輔）

（大阪大学 太田 豊）
（大阪大学 太田 豊）

（大阪大学 石田 文章）
（大阪大学 石田 文章）

（関西電力技術研究所 岩田 章弘）
（関西電力技術研究所 岩田 章弘）

（大阪大学 太田 豊）
（長峯 純一・大阪大学 西村 陽）

SDGs に基づく新ビジネスの創出
Creation of New Business Based on SDGs

オリジナル科目
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篠塚 和正 教授 内山 良介 教授 岡村 昇 教授 川崎 郁勇 教授 桒原 晶子 教授 島津 秀紀 教授 十万 佐知子 講師

田内 義彦 教授 仁木 洋子 准教授 西川 淳一 教授 湯谷 玲子 講師 矢野 義明 教授 黒田 幸弘 教授 水野 英哉 教授
＊写真左上から講義順

【代表】森山 賢治（薬学部 健康生命薬科学科 教授）
1. 主担当は、森山賢治と申します。主担当をはじめとして薬学部の 15 名の教員で
　担当します。
2. 今回、各回を担当する教員は、薬学のそれぞれの専門領域の中で研究と研鑽を

重ねてきました。その中で知り得た「これは面白い」、「伝えたい」というトピッ
　クスをお話するために集まりました。
3. 薬学といえば「薬」と言うイメージしか想起できない方がほとんどかも知れま

せん。しかし環境からはじまり医療まで、本当に幅広い領域を対象として学び、
教え、研究しています。その広がりの一端でも伝えることが出来ればと思っています。講義の終了

　後に、そのような理解が進んでいれば嬉しく思います。
4.
　います。

1. 武庫川女子大学短期大学部共通教育科の寺井です。専門は心理学（教育心理学）
　で、大学の共通教育では「心理学入門」や「人間関係の心理学」などの科目を
　担当しています。小中学生の道徳的判断や学校適応についての調査研究や、学校
　現場の先生方との共同研究を行ってきました。最近は、グループワークで発言
　を促す質問作りに関する研究も進めています。
2. 高校生の時に心理学を学びたいと思い、武庫川女子大学の人間関係学科（当時）
　に進学しました。入学後は、数字や計算の多さに戸惑いましたが、人の心を理解
　しようとすることの難しさや楽しさに惹かれました。心理学の研究を通じて、どの

　ような授業をすれば楽しく効果的であるのかを探し求めたいと思います。
3. グループワークが苦手であるという人も多いと思います。本科目は「入門」と位置づけていますので、
　発言が苦手な人ばかりが集まるグループが構成される可能性もあります。互いに助け合い、話し合い
　を進めることとなりますが、他者と比べるのではなく、自分自身の成長を感じてもらいたいと思って
　います。
4. コロナ禍となり、他大学の学生と対面で話し合う経験が減少しているかもしれません。様々な人と
　接することで、各自の経験や世界を広げる機会になることを願っています。

「知って得する」内容になっていると思いますので、文系から理系の方まで聴講して欲しいと思って

「知っておきたい薬学のおはなし」

武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部

「グループワーク入門」寺井 朋子（武庫川女子大学短期大学部共通教育科 准教授）
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担
当
教
員
紹
介

時任 啓佑 田村 幸大

籠田 智美 教授 内田 享弘 教授 奥 尚枝 教授小関 稔 教授 吉川紀子准教授 高橋 悟 教授

＊写真左から講義順

堀山 志朱代 講師

【代表】福井 誠（経営学部 経営学科 教授）
1. 関西大学社会学研究科博士前期修了、博士 ( 人間文化学）。専門は経営情報学、
　社会心理学。
2. 今回の担当講義は私の専門とは少し違うのですが、これは現在学部長を務めて
　いる武庫川女子大学経営学部の実践科目と関連しています。実践科目は本学部

の必修科目で西宮市内、市外で年間 100 プロジェクト、延べ 1500 名程度が学外
　で様々な活動に励んでいます。今回の科目はそのエッセンスを他大学の皆さん
　に提供したいと考えています。

3. この講座は教室では最初のガイダンスと途中のまとめ、最後の報告だけが教室。それ以外は市内の
　フィールド 5 カ所で実施され、グループワーク中心ですすめます。
4. 西宮市には多様な顔があります。講義を通して、西宮市の多様なフィールドの課題や魅力を発見し、
　地域に対する理解を深めてほしいと思います。

【代表】野坂 和人（薬学部 薬学科 教授）
1. 大阪市出身、京都府立医科大学附属病院薬剤部、京都府立医科大学生化学教室、

兵庫医科大学化学教室等を経て、2014 年 9 月から現職。医学博士。
2. 専門は代謝生化学です。複雑な生体内化学反応（代謝）も物理化学の原理に従っ

ていることを知ったときに目から鱗が落ちました。では、何が生物を生物なら
しめているのでしょうか。現在は、胃に感染するピロリ菌のビタミン B1 代謝
関連酵素の反応機構、細胞膜輸送系、発現調節機構に関する分子レベルでの研究
を行っています。これらの研究成果は、新規の抗菌剤開発に応用されることが

　期待されます。　
3. 講義のタイトルは「のぞいてみたい薬学の世界」です。マスコミや口コミからも薬や健康に関する

多くの情報が入ってきます。でも、それが全て科学に裏打ちされた正しい情報とは限りません。今回は、
皆さんが初めて耳にされたり、意外に思われたりする薬や健康に関する話をオムニバス形式で紹介

　します。この授業を通して、身の回りにある薬に関心を持ち、薬や健康に関する情報を正しく理解
　することを学んで欲しいと思います。
4. 薬学部は本学が西宮市内では唯一の大学になります。他学部では聴くことのできないような話題を
　用意しました。少しでも薬に興味をお持ちでしたら、今回の機会を生かしてみませんか。

オリジナル科目「西宮フィールドトリップ」

「のぞいてみたい薬学の世界」

科目紹介動画
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