
７．各大学提供科目 

（２）岡山県立大学 -3 

・ 対面授業科目 

対面授業（教養教育科目） 02001 

おかやまボランティア論 岩満 賢次 

Introduction to Regional Voluntarism  

1 年次 １単位 第 2Q 1 コマ  

【授業の目的】 

人間が生活する社会では、各々が持つ能力を生かし、相互に助け合うことにより、生活を成り立た

せてきた。1990 年代ごろからわが国では、ボランティアや NPO という用語が使われるようになり、改め

て、相互の助け合いについて考えるようになった。 

経済的な発展が進む背後にて、様々な生活課題や地域課題、社会の課題が出てきており、それら

に積極的に関わろうとする人たちが増えてきている。本講義では、岡山県内でボランティア活動を行う

様々な人たちの特別講師をお招きし、ボランティアとは何か、なぜ活動が行われるのかなどボランティ

アに関する基礎を習得する。また、ボランティアは個人のみなず、行政（市民協働）や企業（CSR）に

おいても重要な位置づけがなされるようになっており、行政や企業の立場からの社会貢献、地域貢献

についても理解する。これらの社会貢献、地域貢献とともに、受講生が今後の人生に必要となる多様

な価値観を深め、教養を深める。なお、本講義でのボランティア活動とは、組織形態を問わず、各種

非営利法人や営利法人であってもボランティアを行うことから、多様な個人の行う活動を示している。 

【授業内容】 

1. オリエンテーション（ボランティアの意義） 

2. NPO/ボランティアという生き方（ボランティア実践者の語りを聞く）① 

3. NPO/ボランティアという生き方（ボランティア実践者の語りを聞く）② 

4. NPO/ボランティアという生き方（ボランティア実践者の語りを聞く）③ 

5. 行政におけるボランティア活動の支援（地域協働） 

6. 企業におけるボランティア活動の支援（CSR） 

7. ボランティア・NPO 支援センターにおけるボランティア活動支援 

8. 振り返りとまとめ 

【テキスト】  

 指定しない。原則、講義ごとに印刷教材を配布する（ただし、ゲストスピーカーの意向により、配布し

ない回もある） 

【参考図書】 

岡本栄一監修『ボランティアのすすめ』ミネルバ書房など 

 

【成績評価の方法】 

受講感想及び授業態度（50％）最終レポート（50％） 

 
 
 
  



７．各大学提供科目 

（２）岡山県立大学 -4 

対面授業（教養教育科目） 02002 

おかやまを学ぶ 榮 久美子 

Okayama Studies  

1 年次 １単位 第３Q 1 コマ  

【授業の目的】 

岡山県の経済、産業、文化、歴史、教育、行政等について、専門家からのさまざまな視点での学びを

通して、地域の魅力や課題を知り、地域志向への意義を高めるための学習を行うとともに、アクティブ

ラーニング（学生によるグループワークやディスカッション）の導入により、次の目的達成を目指しま

す。 

・地域「おかやま」を理解し、地域の魅力や課題を発見する。 

・アクティブラーニングを通じて、主体的に物事を捉え、発信する。特に連携４市との授業では、市職

員と学生が積極的なディスカッションを通して認識を深める。 

【授業内容】 

本講義では、各回に講師を招聘してテーマごとにお話しいただき、それをもとに考えを深めます。た

だし、講義の順や講師および内容等、やむを得ず変更をする可能性もあります。 

1. オリエンテーション 

  【文化】歴史から見る岡山県の今 

備前市備前焼ミュージアム 館長  臼井 洋輔氏 

2. 【経済】経済指標で見る岡山県 

   一般財団法人 岡山経済研究所 調査部長  宮前 善充氏 

3. 【貿易産業】岡山県企業の海外事業展開 

   日本貿易振興機構（ジェトロ） 職員 

4. 【メディア】新聞記者から見た岡山県 

   株式会社山陽新聞社 編集局 編集委員室長  岡山 一郎氏 

5. 【人権】テレビを通してみる人権問題 

   山陽放送株式会社 代表取締役会長  原 憲一氏 

6. 【歴史・教育】学びの原郷 閑谷学校 

   公益財団法人 特別史跡旧閑谷学校 顕彰保存会 理事長  國友 道一氏 

7. 【行政】魅力や特色、地域課題から提案へ 

   総社市、笠岡市、真庭市、備前市 自治体職員 

8．まとめ・統括 

【テキスト】  

適宜資料を配付します。 

【参考図書】 

 

 

【成績評価の方法】 

出席状況、受講感想及び授業態度、最終レポートにより総合的に評価を行います。ただし、授業態

度に発表などの積極性も含めます。 

 
 
  



７．各大学提供科目 

（２）岡山県立大学 -5 

対面授業（教養教育科目） 02003 

科学技術論Ａ（情報技術の進展） 但馬 康宏 

Science and Technology A  

1～4 年次 ２単位 後期 1 コマ  

【授業の目的】 

現代は情報化社会と呼ばれて久しいが、計算機やそれを利用した情報技術の仕組みの多くは一般

に理解されていない。本授業では、計算機の生い立ちや仕組みを通してその意義、情報技術の目的

について考える。あわせて、最新の研究動向の解説などを行う。 

【授業内容】 

1. 計算機と情報技術 9. チューリングマシン（１） 

2. 社会における計算機の活用例 10. チューリングマシン（２） 

3. 公共機関における計算機の活用例 11. 計算可能性と決定問題（１） 

4. 商業活動における計算機の活用例（１） 12. 計算可能性と決定問題（２） 

5. 商業活動における計算機の活用例（２） 13. 計算機における情報量と確率（１） 

6. メディアとデータの扱い 14. 計算機における情報量と確率（２） 

7. 計算機の生い立ち（１） 15. まとめ 

8. 計算機の生い立ち（２）  

【テキスト】  

必要に応じ配布する 

【参考図書】 

【成績評価の方法】 

出席状況、レポート（中間、期末）により評価する 

 
 
 
  



７．各大学提供科目 

（２）岡山県立大学 -6 

対面授業（専門教育科目） 0200４ 

国際家族政策論 近藤 理恵 

International Family Policy  

3～4 年次 2 単位 第 1Q 1 コマ  

【授業の目的】 

本講義では、各国の福祉レジームと家族政策の類型について示した後、日本を含めた各国の家族

政策の全体像について講義する。その上で、①ワークライフバランス、②ひとり親家族、③子ども虐

待、④フォスター・ケア、⑤パートナー間のドメスティック・バイオレンス、⑥国際結婚家族に関する政

策とファミリー・ソーシャルワークについて講義し、最終的には今後の日本の家族政策のあり方につい

て検討する。 

【授業内容】 

1．各国の福祉国家のレジームと家族政策

の類型 

9．各国のフォスター・ケア政策とファミリー・ソーシャル

ワーク（１） 

2．各国のワークライフバランス政策とファミ

リー・ソーシャルワーク（1） 

3．各国のワークライフバランス政策とファミ

リー・ソーシャルワーク（２） 

4．各国のひとり親家族政策とファミリー・ソ

ーシャルワーク（１） 

5．各国のひとり親家族政策とファミリー・ソ

ーシャルワーク（２） 

6．各国のひとり親家族政策とファミリー・ソ

ーシャルワーク（３） 

7．各国の子ども虐待政策とファミリー・ソー

シャルワーク（１） 

8．各国の子ども虐待政策とファミリー・ソー

シャルワーク（２） 

10．各国のフォスター・ケア政策とファミリー・ソーシャル

ワーク（２） 

11．各国のドメスティック・バイオレンス政策とファミリー・

ソーシャルワーク（１） 

12．各国のドメスティック・バイオレンス政策とファミリー・

ソーシャルワーク（２） 

13．各国の国際結婚家族政策とファミリー・ソーシャルワ

ーク（１） 

14．各国の国際結婚家族政策とファミリー・ソーシャルワ

ーク（２） 

15．日本に求められる家族政策とファミリー・ソーシャル

ワーク 

 

【テキスト】  

プリントを使用 

【参考図書】 

「日本、韓国、フランスにおけるひとり親家族の不安定さのリスクと幸せ」近藤理恵著、学文社、2013

年 

「多様な家族時代における新しい福祉モデルの国際比較研究」中嶋和夫監修、ユン・ジョンス、近藤

理恵編、学文社、2010 年 

「グローバル時代における結婚移住女性とその家族の国際比較研究」中嶋和夫監修、ユン・ジョン

ス、近藤理恵編、学術出版会、2013 年 

『多文化家族における家庭内暴力と福祉的介入の国際比較研究』中嶋和夫監修、尹靖水、岡田節

子、近藤理恵編、Bookway、2016 年 

 

【成績評価の方法】 

レポート（50％）と授業への参加度（50％）によって評価する。授業への参加度とは、授業中のディス

カッションへの参加度を意味する。 

 
  


	単位互換募集要項（30年度）2018.2.27修正
	単位互換募集要項（30年度）2018.2.23
	単位互換募集要項（30年度）2018.2.23
	単位互換募集要項（30年度）2018.2.21.pdf
	単位互換募集要項（30年度）2018.2.28.pdf
	単位互換募集要項（30年度）2018.2.28.pdf
	単位互換募集要項（30年度）2018.2.8
	単位互換募集要項（30年度）2018.2.8.pdf
	全体_単位互換募集要項（案）（30年度）
	目次
	６．大学コンソーシアム岡山コーディネート科目「ちゅうぎん『金融知力』講座」
	（１）ちゅうぎん『金融知力』講座
	①　開講期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　「ちゅうぎん『金融知力』講座」の履修に関する連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	④　シラバス


	目次
	７ ．各大学提供科目

	目次
	（１）岡山大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　開講大学からの連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス


	目次
	（２）岡山県立大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	各大学ホームページ　シラバス掲載ＵＲＬ
	・　対面授業科目


	目次
	（３）岡山学院大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・対面授業科目


	目次
	（４）岡山商科大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・　双方向ライブ型遠隔科目


	目次
	（６）川崎医科大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・　対面授業科目


	目次
	（７）川崎医療福祉大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・対面授業科目


	目次
	（８）環太平洋大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・　双方向ライブ型遠隔科目


	目次
	（９）吉備国際大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・対面授業科目


	目次
	（10）倉敷芸術科学大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　開講大学からの連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・　双方向ライブ型遠隔科目


	目次
	（11）くらしき作陽大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について（予定）
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・　対面授業科目


	目次
	（13）就実大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・対面授業科目


	目次
	（14）中国学園大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・　対面授業科目


	目次
	（16）美作大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・対面授業科目






	目次7-12_山陽学園大学　単位互換募集要項（案）（30年度）.pdf
	① 開講期間・試験期間・授業時間について
	③ 担当窓口

	路線バスは、日中10分おきに運行しています。岡電バス「山陽学園大学経由」の下記の便に乗車ください。■新岡山港行き　■岡山ふれあいセンター行き　■三蟠南行き※路線が異なる便もあります。必ず「山陽学園大学経由」の便にご乗車ください。
	履修申込期限
	施設利用
	大学コンソーシアム岡山  単位互換履修科目履修願


	【確認】目次7-5_岡山理科大学　単位互換募集要項（案）（30年度）.pdf
	（５）岡山理科大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス




	目次1-5_単位互換募集要項（案）（30年度）2018.2.23修正
	『大学コンソーシアム岡山』参加大学単位互換
	１．『大学コンソーシアム岡山』参加大学単位互換制度について
	１．制度の概要
	２．ねらい
	３．参加大学等
	５．履修できる単位数
	６．単位認定
	７．授業料について
	８．出願資格
	９．その他

	２．２つの授業形態（双方向ライブ型遠隔科目・対面授業科目）
	① 双方向ライブ型遠隔科目
	② 対面授業科目

	３．出願方法について
	１．申込受付期間及び受付窓口
	２．出願書類

	４．単位互換履修科目履修願を提出した後の手続について
	１．双方向ライブ型遠隔科目（岡山学院大・川崎医科大・川崎医療福祉大・吉備国際大・くらしき作陽大・就実大・美作大の学生は履修できません。）
	２．対面授業科目

	５．開講科目一覧
	（１）双方向ライブ型遠隔科目
	（２）対面授業科目



	目次7-15_ノートルダム清心女子大学　単位互換募集要項（30年度）2018.2.23修正
	（15）ノートルダム清心女子大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　履修手続
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・　対面授業科目



	【岡山商科大学】単位互換募集要項（2018年度）003
	（４）岡山商科大学
	①　開講期間・試験期間・授業時間について
	②　アクセス（案内図）
	③　担当窓口
	④　大学コンソーシアム岡山単位互換履修生への連絡事項
	・　履修申込期限
	・　施設利用
	⑤　各科目のシラバス
	・　双方向ライブ型遠隔科目





