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興味のあるテーマを選び

同志社大学
Doshisha University

大学の講義と

同じ形式で

体験できます！
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政策学部　大和田 順子 教授

戦争とキリスト教　―ウクライナ危機を考えるために
神学部　小原 克博 教授

植民地主義の歴史から考える「グローバル」と「地域」

戦国時代の日本語文法　―ことばで起きた下剋上?!
文学部 国文学科　山本 佐和子 准教授

 都市とは何か　
―近代京都のインフラ整備事業を通じて考える―
経済学部　奥田 以在 准教授

自分のために社会福祉を学ぼう　―これからの人生に備えるために―
社会学部 社会福祉学科　廣野 俊輔 准教授 
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過去の講座も
動画配信しています!

※お申込の際の個人情報は、応募後の問合せや、受講者名簿作成ならびに統計資料作成のために使用し、利用目的以外の使用や第三者に提供することはありません。 　※講義で使用する教室は予定です。受講者数によって変更することがあります。
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12 過年度の講義の視聴を希望される高校生は、在学する高等学校を通じて
「動画閲覧申込書」（上記、本センターHPよりダウンロード可）をご送付
ください。視聴にはIDとパスワードが必要です。

児童虐待と刑事法
法学部 法律学科　池田 直人 助教

ビジネススキルとしての
簿記・会計の実践と役割
商学部　澤田 雄介 助教

※受付期間はご相談に応じます

受講
申込方法

問合せ先

受講申込受付期間
2022 年 9月1 日（木）～9月26日（月）

グローバル地域文化学部　水谷 智 教授

良心館 地下2教室
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グローバル・コミュニケーション学部　内田 尚孝 教授

いま、あなたも発電していますか？　
理工学部 電気工学科　松川 真美 教授

ヒトの健康、疾患を「理学」の目を通して考える！

心理学でおいしく健康に食べるには
心理学部　青山 謙二郎 教授

 数理モデルとは何か　
―数学を通して見る社会現象・文化現象―
文化情報学部　岩本 真裕子 准教授

スポーツに関わるみんなで考える「スポーツの指導」
スポーツ健康科学部　松倉 啓太 助教
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生命医科学部 医生命システム学科　宮坂 知宏 准教授

知真館 2号館 203 教室
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恵道館 201 教室

土
22

12

恵道館 201 教室

土
10

10
土

15

今出川キャンパス開催 京田辺キャンパス開催

受 講 生 の 感 想 を ご 紹 介 し ま す

大学で学ぶことと、
高校での学びを
リンクさせることが
できました。

とても良い機会に
なりました。

講義を受けて、
学部選択の幅が
広がったので、

本当に良かったなと
思います！

本学の14の学部の教員が、それぞれ専門分野で扱う学問の内容から、テーマを
選び、実際の大学の講義と同じ形式で皆さんに分かりやすく授業します。

同志社大学 学習支援・教育開発センター事務室
E-mail：

高等学校様にて受講申込書（所定様式）にご入力いただきE-mail添付にてご送付
ください。（受講希望の方は、必ず在学する高等学校を通じてお申し込みください）
受講申込書ダウンロード先：同志社大学学習支援・教育開発センター > 大学入学準備講座

※受講許可者には受講証を発行し、在学する高等学校を通じて交付します。

2022.10.8 12.10

※講義終了後、オンデマンド配信を予定し
　ております。オンデマンド配信のみのお
　申し込みも可能です。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　オンデマンド配信のみとする場合があり
　ます。変更につきましては、ホームページ
　およびお申し込みいただいた高等学校様
　宛にご案内いたします。

土 土

授業のレベルは
どうでしたか ?
■ 高すぎた
■ ちょうどよかった
■ 低すぎた

講師の話し方は
どうでしたか？
■ わかりやすかった
■ どちらとも言えない
■ わかりにくかった

高校における勉強の
刺激になりましたか？
■ 刺激になった
■ どちらとも言えない
■ 刺激にならなかった

アンケート
回答者
総数485人

アンケート
回答者
総数485人

18%

78%

アンケート
回答者
総数485人

70%

20% 28%

81%

1% 2% 2%

将来志望する学部を選択する
際の参考になりましたか？
■ 参考になった
■ どちらとも言えない
■ 参考にならなかった

アンケート
回答者
総数485人

72%

24%

4%
講座の受講は無料です。

受講申込書
ダウンロード先

主に高校 1・2年生の方を対象とし、将来大
学に進学される際の志望学部・学科選択の
参考にしていただきたいと考えています。
もちろん、高校 3 年生や大学受験予定者の
受講も歓迎いたします。

大学における講義の実態を知り、高校での
指導に役立てていただくため、高校の先生
方も講義を受講していただけます。

受講生のご父母の同伴も可能です。

★

★

★

資料が豊富で
わかりやすく
ワクワクする
講義だった。

お知らせ

過去の講座風景

ji-kyoik@mail.doshisha.ac.jp

https://clf.doshisha.ac.jp/preparation_course/course.html



同志社大学 一足早い大学の講義　2022 年度「大学入学準備講座」講義概要
03

04

05

06

07 08

10 12

09 11 13

14

01
今出川キャンパス 明徳館 21 教室 今出川キャンパス 明徳館 21 教室 今出川キャンパス 明徳館 21 教室 明徳館 21 教室

今出川キャンパス 明徳館 21 教室 今出川キャンパス 明徳館 21 教室

一足早く
大学生気分！

緊張
するなぁ～

大学の授業って
難しいかな？

今出川キャンパス 良心館 地下2教室 京田辺キャンパス 知真館 2 号館 203 教室

京田辺キャンパス 知真館 2 号館 203 教室

京田辺キャンパス 恵道館 201 教室 京田辺キャンパス 恵道館 201 教室

京田辺キャンパス 恵道館 201 教室 京田辺キャンパス 恵道館 201 教室今出川キャンパス 良心館 地下2教室

高校生の時には、ともするとどこの大学に行くか、あるいは行け
るかで頭がいっぱいになるかもしれません。長い目で社会福祉を
学ぶ意味がどこにあるのかを考えてみましょう。

概　　　要

　この講義では、高校生の方にこれからの人生を想像していただ
きます。人生は多様化していますし、これまで「標準」と言われ
ていたライフスタイルは必ずしも通用しないかもしれません。ま
た、災害やコロナ禍、国際情勢の変化などを考えればわかるように、
生活に大きな影響を与える事態がいつ起こるか見通せないことも
あります。
　それでも多くの方は、就職、結婚、子育てなどの経験をしてい
くのだろうと思います。自分や家族の力で全て乗り越えていけた
らよいのかもしれませんが、そうはいかないこともあります。そ
の時に役に立つのが社会福祉の知識です。残念ながら、これまで
の学校生活の中では習わなかったことだと思います。人生を自分
らしく生きるために社会福祉の知識がどんなふうに役立つのか、
一緒に考えましょう。

メッセージ

社会学部 社会福祉学科

自分のために社会福祉を学ぼう
　　　　―これからの人生に備えるために―

10.8（土）
廣野 俊輔 准教授13:10~14:40
ひろの しゅんすけ

02

SDGsをどのように地域づくりや
政策立案に活かすのか？

SDGsの視点を地域の課題解決や価値創造、そして世界の課題解決
にどのようにつなげていけるのか、考えてみませんか。

概　　　要
　SDGsの17の目標はウエディングケーキと呼ばれる３層構造に
なっています。一番下は６水、13気候、14海、15陸の生態系という“自
然資本” がベースになっています。中段は社会に関わる目標群、そ
して上段は経済に関わる目標群、17パートナーシップは全体を貫
く目標です。では、この自然資本はどこにあるのでしょうか？
それは農山漁村に沢山ありますが、日本の農山漁村は過疎・高齢
化という課題に直面しています。一方、私たちが暮らす都市部は
食料やエネルギーの自給率が大変低く、その農山漁村に支えられ
ています。
　講義では国連食糧農業機関（FAO）の「世界農業遺産」に認定
されている国内の地域（自治体や県）で、「SDGs未来都市」にも
選定されている地域を事例に、SDGs の視点からどのように政策を
立案し、地域の課題を解決し、新たな価値創出（ソーシャル・イ
ノベーション）を行っているか、世界の課題解決にいかに貢献し
ているのかご一緒に考えてみたいと思います。

メッセージ

大和田　順子 教授
おお   わ     だ じゅん こ

政策学部10.8（土）

スポーツに関わるみんなで考える
「スポーツの指導」

スポーツの指導に関わる人は、どのような思いを抱えているので
しょうか。指導者の思いの背景を探っていきましょう。

概　　　要
　スポーツのコーチングは指導者が中心となり、選手に対して多く
の時間を費やしていきます。しかし、選手を取り巻くすべての人が
コーチングに対して必要な知識を持つことが求められています。
　昨今もスポーツ指導に関する様々な問題が報じられています。
それらの原因を考えていくうえで、指導者自身の問題も当然あり
ますが、その指導者を取り巻く様々な要因を抜きに考えることは
根本的な解決を生みません。
　すなわち、なぜ・どんな思いがあって、そのような問題が起き
てしまうのかを探らなくては、根本的な解決にはつながりません。
もしかすると、問題の背景には当事者以外の考え方や価値観を変
えていくことが必要かもしれません。
　そのために今回の講義では、指導者はもちろんのこと、それ以
外の選手に関わる人、また直接スポーツに関わらない人にも知っ
ておいてほしい知識を伝えていきたいと考えています。

メッセージ

松倉 啓太 助教
まつくら けい た

10.15（土）

13:10~14:40
スポーツ健康科学部

中国、そのかたち
　　　　　　　－グローバル世界と現代中国
21世紀のグローバル世界を理解するために、中国の「いま」を見て
みることにしましょう。皆さんの中国情報がいっきにアップデート
されるはずです。

概　　　要
　テレビや新聞で中国関連のニュースを目にしない日はないと言っ
ても過言ではありません。それは日本にとって中国がとても重要な
存在だからです。実際、中国は日本にとって最大の貿易相手国であ
り、日本企業が最も多く進出している国でもあります。ところがその
中国への理解となるとどうでしょうか。ネガティブな情報に偏りが
ちで、心もとない限りです。
　中国はここ 40 年で急速な経済成長を遂げ、「世界の工場」として
世界のグローバル化を牽引してきました。中国が世界第二位の経済
大国に躍り出たのは 2010 年のことでしたが、中国の経済規模はす
でに日本の 4倍に達し、30 年代前半までにアメリカを抜くことが確
実視されています。中国理解抜きにして 21 世紀のグローバル世界
を語ることはできません。
　本講義では、現代中国理解の第一歩として、さまざまなデータや事
象を紐解きながら中国の「いま」を確認していきたいと思います。現代
中国への理解が、グローバル世界への理解を促してくれるはずです。

メッセージ

内田 尚孝 教授
うち だ なお たか

グローバル・
コミュニケーション学部10.15（土）

14:55~16:2514:55~16:25

理工学部 電気工学科

いま、あなたも発電していますか？　

暮らしといのちを支える電気は、様々な方法で作られます。
実は皆さんも体内で発電しているのをご存じでしょうか？

概　　　要
　家電、インターネット、自動車など、様々に利用される電気は
現代社会を支える不可欠のエネルギーです。私たちは電気がなけ
れば生きていくことができません。そのために、いまこの瞬間も「発
電」が行われています。そしてそれは発電所などで行われている
大規模なものだけではありません。実は、皆さんも毎日発電して
います。ご存じですか？
　例えばその一つは環境発電です。ヒトが歩いたり、扉を動かし
たりして発生する振動のエネルギーを電気エネルギーに変換する
ものです。そしてもう一つ。体内で発生する電気です。様々な臓
器で微小な電気が発生しています。例えば「骨」。力がかかると骨
中に微小な電気が発生します。この現象は「圧電」と言われてい
ますが、発生した電気は骨の代謝や骨折の回復にも関係していそ
うです。そう、文字通り、私たちは電気がなければ生きていけな
いのです。この講義では様々な視点でヒトと電気の関わりを考え
てみようと思います。

メッセージ

松川 真美 教授
まつかわ ま　　み

10.22（土）

13:10~14:40

ヒトの健康、疾患を「理学」の
目を通して考える！

理学って何だ？そこから見えてくるあの疾患の本質とは？
生命医科学部における研究教育の一端をご紹介いたします。

概　　　要

　理学（サイエンス）とは、様々な自然現象に対しその理（ことわり）
を知ろうとする学問です。その原動力は知的欲求に他なりません。
とくに、自分の体がどうなっているのか？なぜ健康は維持され、
またなぜ時として病をこうむるのか？そして薬はなぜ効き、治癒
していくのか？生命医科学は、老若男女誰もが一度は興味をもつ
領域と言えるでしょう。
　この講義では、その理学の立場からヒトの健康と疾患を考えて
みます。テーマは糖尿病とアルツハイマー病。いずれも現代人が
抱える医学的な大問題です。生命科学の理解から見えてくるその
理とは何なのか？講義を通して生命医科学部における研究教育の
意味について、ご紹介できればと思っています。

メッセージ

宮坂 知宏 准教授
みやさか ともひろ

10.22（土）

14:55~16:25

生命医科学部
医生命システム学科

戦争とキリスト教
　　　　　―ウクライナ危機を考えるために

過去と現在の戦争のリアルを結びつけることによって、戦争や平和
に対する理解を深めていきましょう。

概　　　要
　本講義は、戦争とキリスト教の歴史を振り返りながら、現代の
戦争や紛争、特にロシアによるウクライナ侵攻によって引き起こ
された問題を多面的に考えるための材料を提供します。
　ウクライナでの戦争が始まって以来、私たちはその様子を大量
の映像を通じて日々刻々と知ることができます。それはインター
ネットやスマートフォンなどが可能にした時代の恩恵と言えます
が、大量の情報をただ消費し、茶の間の戦争談義に終始せずに、
戦争のリアルをより多面的に（あるいは自分たちの事柄として）
とらえていくためには、戦争と人間の関係を深く洞察していく必
要があります。
　本講義では、キリスト教が戦争とどのように関わってきたのか
に着目すると共に、キリスト教主義を掲げてきた同志社が戦時下
において戦争とどのように向き合ってきたのかについて概説し、
近代日本における戦争の実相にも迫っていきます。

メッセージ

神学部

小原 克博 教授
こ はら かつひろ

10.29（土）

13:10~14:40

グローバル地域
文化学部

概　　　要

メッセージ

水谷 智 教授
みずたに さとし

10.29（土）

14:55~16:25
戦国時代の日本語文法
　　　　　　　　―ことばで起きた下剋上 ?!

国文学科ではどのようなことが学べるの？中世鎌倉・室町時代に、
日本語は大きく変わります。本学キャンパスゆかりの京都に伝わ
る古い本や古典芸能を資料に、中世の日本語について考えます。

概　　　要
　国文学科では、奈良時代から近現代の日本文学と共に、歌謡・芸
能など言葉を使った文化、それらに使われる日本語の仕組みや歴史
を学べます。
　皆さんは、中学校から「古典」「古文」等の授業で、古い日本語を読ん
できたと思います。単語や古典文法を暗記しながら、「こんなん外国
語やん」とか、日本語がなぜこれほど変わってしまったのか「マジや
めてほしい」と嘆いている人もいるでしょう。
　色々な理由で、中学校・高校では、古典語と今の日本語との間に
ある、鎌倉・室町時代や江戸時代の話し言葉（上のカッコの言葉に
あたる、当時の日本語）は殆ど習いません。日本語に何が起こったの
か、その歴史を知れば、古典語がもう少し身近になるかもしれませ
ん。例えば、現在も人気の古典芸能、能・狂言や歌舞伎のセリフは、
鎌倉・室町時代や江戸時代の言葉が元になっています。この講義で
は、狂言のセリフを手がかりに、日本語の歴史の一端を考えます。

植民地主義の歴史から考える
　　　　「グローバル」と「地域」
＜植民地主義＞をキーワードに歴史をみると、現代まで続く世界
の諸問題がみえてきます。一緒に考えてみませんか？

　本講義では、近年よく耳にする「グローバル」とその対として
の「地域（＝ローカル）」の関係について、歴史的な観点から考え
ていきます。とくに、＜植民地主義＞を軸にしてみたとき、世界史
がどのようにみえるのか、また、それが現代にどのような影響を
及ぼし続けているのかに焦点を合わせます。人類社会はヨーロッ
パ、アジア太平洋、南北アメリカ、アフリカなどのいくつかの地
域にわけることができます。「グローバル」という言葉は、こうし
た諸地域の人々の営みが、地理的な隔たりをこえて相互に連動し
ていることを表しています。歴史的にみた場合、こうした異なる
地域間の連動は、植民地主義の非対称な関係性のもとに進行して
いった側面があります。人類が未だ克服できていない、差別・排
外主義、宗教対立などの問題の起源もそこに求めることができま
す。本講義では、このような視点から「グローバル」と「地域」
の関係について考えていきます。

メッセージ

山本 佐和子 准教授
やまもと さ わ こ

文学部 国文学科11.19（土）

13:10~14:40

経済学部

都市とは何か
―近代京都のインフラ整備事業を通じて考える―

自由に色んな角度からものを見られていますか？

概　　　要
　この講座では、多角的な視点を学んでもらうことを目的のひと
つとし、「都市とは何か？」という問題について、近代京都のイン
フラ整備事業の事例を通じて考えたいと思います。
　京都市内には幹線道路がいくつかあります。現在使われている
これらの道路は、実は近代以降に整備されたものがほとんどです。
近代化のインパクトは、京都の街を大きく変えました。その影響
について、事例を用いながら考えていきます。
　都市インフラは、私たちの都市生活に必要不可欠なものです。
私たちは、日々、その恩恵にあずかっています。この講座では、
その都市インフラができた当時を振り返り、都市とは何かという
問題について考えてみたいと思います。

メッセージ

奥田 以在 准教授
おく　だ い あり

11.19（土）

14:55~16:25

今出川キャンパス

法学部 法律学科

児童虐待と刑事法

近年、社会問題化している児童虐待について、刑事法はどのよう
に対応しているのか、一緒に考えてみましょう。

概　　　要
　平成以降、児童虐待は深刻な社会問題となっており、近年も、野田
市女児虐待死事件、目黒区女児虐待死事件など、幼い児童が虐待に
よって亡くなってしまう悲惨な事件は後を絶ちません。児童虐待に
ついては、法律上、様々な対応が予定されていますが、特に重大な事
件に対しては、犯罪と刑罰を扱う刑事法が活用されることになりま
す。
　そこで、この講義では、①法律上、どのような現象が児童虐待とさ
れているのかを確認したうえで、②児童虐待について、現行法上は
どのような犯罪が成立するのか、③実際に児童虐待を処罰するため
にはどのような手続きを踏む必要があるのか、といった点を検討
し、法律学の中でも、特に刑事法の役割と限界について考えます。
　併せて、法学部法律学科での学びをより充実したものにするため
に、高校生の皆さんに勉強しておいてほしいことについてもお伝え
したいと思います。

メッセージ

池田 直人 助教
いけ　だ なお　と

12.3（土）

13:10~14:40

商学部

ビジネススキルとしての
　　　簿記・会計の実践と役割

簿記・会計というレンズを通して、企業の姿を解き明かしていき
ましょう。

概　　　要
　みなさんは、簿記・会計と聞くとどんなイメージをもたれるで
しょうか？お金の計算？数字が沢山出てくる？など、やや難しい
イメージがあるかもしれません。簿記は、簡単に言えば、「お金や
モノの出入りを記録して計算・整理」する技術であり、その会社
が日頃どれだけの利益を出しているのかを知ることができます。
ビジネスにおいては、究極的には「儲けること」が重要な鍵にな
るので、簿記・会計は、企業経営において重要な役割を担ってい
るといえます。
　こうした簿記・会計というレンズを通すことで、これまでとは
違った「経営者目線」で企業の姿が見えてくるはずです。皆さん
も知る企業も登場します。この講座では、①会計情報を用いた簡単
な企業分析を体験することと、②少しアカデミックな視点から「心
理学」や「実験研究」に基づいた会計の本質的役割について学ん
でいきたいと思います。

メッセージ

澤田 雄介 助教
さわ　だ ゆうすけ

12.3（土）

14:55~16:25
文化情報学部

数理モデルとは何か
　―数学を通して見る社会現象・文化現象―

COVID-19 の流行予測でも注目された「数理モデル」とは？
さまざまな数理モデルに触れて、数学の良さを再発見しましょう。

概　　　要
　ドイツの生物学者、ユクスキュルが提唱し、哲学の分野に大き
な影響を与えた「環世界（umwelt）」を知っていますか。生物はそ
れぞれ主体的な知覚世界を持っていて、その主体的な世界で行動
しているという考えです。同じ環境にいても、見ているもの、感
じているものは生物によって違う、ということですが、私たち人
間ではどうでしょうか。同じ空間にいたとしても、一人ひとり感
じていること、考えていることは違いますよね。では、見えてい
る世界は違うのでしょうか。
　算数のように日常で使わないのになぜ数学を勉強しないといけ
ないの？と疑問を持っている皆さん。それは数学を知ることで見
える世界が大きく変わるからです。今回の講義では、私たちの身
の回りに起こる社会現象・文化現象が、数学を通して見るとどの
ように見え、そしてどのように理解できるのかについて、データ
サイエンスとの関係や高校数学で学ぶ「微分」を使った数理モデ
ルとともにお話しします。

メッセージ

岩本 真裕子 准教授
いわもと ま ゆ こ

12.10（土）

14:55~16:25

心理学部

心理学でおいしく
　　　　　健康に食べるには
心理学は心と行動のサイエンスです。身近な「食べる行動」を例に、
心理学がどのように役に立つかを楽しく解説します。

概　　　要
　私たちはなぜ食べるのでしょう。「お腹がへったら（つまり栄養
が不足したら）食べだして、お腹がいっぱいになったら（栄養が
十分になったら）食べ終わる」と思っている人が多いですよね。
ところが、私たちの普段の食行動はこのように生じているのでは
ありません。
「いつ、何を、どれだけ食べるか。」
「どのように食べるとおいしく感じるか。」
「どのような食品を購入するか。」
　これらはすべて心と行動の問題です。つまり、心理学によって
解明されるのです。今回の講義では心理学がこれらの問題をどの
ように解決するかを、具体的な研究例に基づいてわかりやすく説
明します。
　この講義を受けると、食べる行動だけでなく、私たちが日常的
に行っているあらゆる行動の解明に心理学が重要であることが理
解できるはずです。

メッセージ

青山 謙二郎 教授
あおやま けん じ ろう

12.10（土）

13:10~14:40

大学の授業って
どんな感じで
受けるのかな？

楽しそうな
講義がいっぱい！

この体験で、
新しい発見が
できるかな？

面白い分野が
いっぱい

あるんだなぁ

本学の14の学部の教員が、専門分野で扱う学問の内容からテーマを選び、
実際の大学講義と同じ形式で授業します。

※講義終了後、オンデマンド配信を予定していますが、新型コロナウイルス感染症の状況により、オンデマンド 配信のみとする場合があります。
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京田辺キャンパス

●JR学研都市線「同志社前」下車徒歩10分
●近鉄京都線「興戸」駅下車徒歩15分
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