2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

安全保障

テーマ

グローバリゼーションの終焉の中での我が国の安全保障

科目責任者

山口

淳二・畑中貴美

担当フェロー

石川

裕一（いしかわ

ゆういち）

外部講師

古川

靖彦（ふるかわ

やすひこ）株式会社ぷらう営業企画・総務部長

グローバリゼーション，ローカリゼーション，憲法問題，日米安全保障条約，自衛隊，地政学，

キーワード

地経学,

核問題

グローバリゼーションとローカリゼーションが織りなす世界情勢の中，崩れ去るこれまでの世界秩序

目的

をみすえ，日米同盟の将来を考察し，我が国の取るべき安全保障体制を論じる。

到達目標

１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）（大講堂）
第１回
10月13日
（土）

第1コマ (13:30～15:00 )：【各ゼミでのオリエンテーション】
世界情勢の中の日本の立ち位置を学ぶ・主権国家の定義と安全保障・江戸末期からの日米関係史
第2コマ(15:15～16:45 )：【各ゼミでの授業】
日本の安全保障における自衛隊の諸問題を議論する

(自主準備）
第２回
10月27日
（土）

第３コマ （午前）：【現地視察】
■8:00 北大発（バスで移動）

千歳，恵庭の自衛隊基地，装備の視察・説明

現地で昼食

第４コマ （午後）：【現地視察】
■陸・海・空の自衛隊の現状について

17:00 現地発

18:30 北大着予定

(自主準備）
第３回
11月17日
（土）

第５コマ(9:00～10:30)：
■自衛隊幹部とのブレインストーミング（自衛隊幹部を交えて）
第６コマ(10:45～12:15)：
■自衛隊幹部とのブレインストーミング（自衛隊幹部を交えて）

(自主準備）
第７コマ( 13:00～14:30 )：
第４回
12月1日
（土）

■21世紀の世界情勢を俯瞰し，我国の立ち位置を把握する
第８コマ( 14:45～16:15 )：
■21世紀の世界情勢の変化の中で，我国の取るべき最善の安全保障体制を論ずる

(自主準備）
第5回
12月8日
（土）

第９コマ ( 13:00 ～ 14:30 )：
■グローバリゼーションの終焉における我が国の安全保障に関してのまとめを行う
第10コマ ( 14:45 ～16:15)：
■自ら考え，全体の中で意見を調整し，相手に伝える手法を学び，これまでの議論をまとめる
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法
参考図書・文献等

出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
『カエルの楽園』（百田 尚樹）(必読）『日米関係史』（五百旗頭 真）
他添付参照のこと

備考
参考図書のうち，『カエルの楽園』は必ず読んでおくこと。
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2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

食料問題

テーマ

酪農・乳業事業へのアプローチ提案と地域活性化

科目責任者

山口

淳二・畑中

貴美

担当フェロー

伊藤

慎（いとう

しん）

支援教員

清水池

キーワード

酪農，乳業，事業展開，地域活性化，マーケティング，問題発見・解決

義治 （しみずいけ

よしはる）農学研究院講師

国の酪農・乳業政策と事業者の現状を理解し，課題を整理した上で，新たな解決のアプローチを提案する。

目的

酪農・乳業を通して北海道の地域活性化を考える。

到達目標

１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）：（大講堂）
第1コマ (13:30～15:00 )：【各ゼミでのオリエンテーション】
第１回
10月13日
（土）

■自己紹介
■演習プランの説明（目的と今後のスケジュール）
第2コマ(15:15～16:45)：【各ゼミでの授業】
■演習テーマの総論紹介（行政/民間の現在の取り組み）
■グループ分け

(自主準備）
第２回
10月27日
（土）

各自：前回総論を元に酪農の基本情報を調べる（参考資料①～⑤）
第３コマ (10:00～12:00)：【現地視察】
■町村農場の見学とレクチャー

9:00 北大発バスで移動

13:00町村農場発北大へ

第４コマ (13:30～15:00)：【現地視察】
■振り返りのディスカッション

(自主準備）

第３回
11月18日
（日）

各自：現地視察を踏まえて，自主情報収集により現状整理と課題整理
（乳製品販売店（スーパーマーケット・コンビニ，等），②ミルクランドHP，③課題図書，等）
第５コマ(10:00～11:30)：
■行政/民間の現在の取り組みにおいて残された課題の整理（外部講師予定）
第６コマ(12:30～14:00)：
■新規アプローチによる課題解決方法の提案（新規事業立案・既存事業改善）

(自主準備）

チーム毎：酪農・乳業事業改善案まとめと酪農・乳業事業を介した地域活性化について協議
第７コマ(10:00～11:30)：

第４回
1２月1日
（土）

■チーム毎に取り上げた課題と解決のためのアプローチ提言（プレゼン）打合せ
第８コマ(12:30～14:00)：
■チーム毎に取り上げた課題と解決のためのアプローチ提言（プレゼン）打合せ

(自主準備）
第５回
12月8日
（土）

チーム毎：プレゼンテーション準備
第９コマ (10:00～11:30)：
■プレゼン（発表15分+質疑5分/チーム）とフェロー・教員による講評
第10コマ (12:30～14:00)：
■最優秀チームの決定と全体発表会に向けた準備
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）：【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法

出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
①日本農業市場学会編『食料・農産物の流通と市場Ⅱ』第8章「牛乳・乳製品」（筑波書房）
②中央酪農会議HP：http://www.dairy.co.jp/index.html
③日本乳業協会HP：http://www.nyukyou.jp/index.html

参考図書・文献等

④milk-land酪農には北海道を支えるチカラがある：http://www.milkland-hokkaido.com/rakunou-chikara/
⑤Jミルク「牛乳・乳製品の知識」：https://www.j-milk.jp/tool/kiso/berohe0000004ak6.html
⑥問題解決（高田貴久・岩澤智之／著，英治出版）

備考
各回の授業は，10時～11時30分と12時30分～14時の2コマを予定していますが，詳細は第１回に説明します。
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2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

地域活性化

テーマ

文化による地域振興・観光促進

科目責任者

山口

淳二・畑中

担当フェロー

大西

裕子（おおにし

支援教員

ミシェル・ラフェイ

キーワード

芸術文化振興施策，創造都市，地域振興，観光促進，地方から世界への文化発信

貴美
ゆうこ）

文学研究科准教授

2020年東京オリンピックまでに「文化芸術立国」を目指している日本政府。その基盤となるのが、各地方での文化力の強化
です。平成20年度に文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門）を受けた札幌市ですが、ゼミ生の皆さんの若い感性で、次世

目的

代の新たな文化施策や地域振興・観光促進に役立つ文化プログラムを提案できないか、フィールドリサーチを通じて考えて
いきましょう。

到達目標

１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30)（大講堂）
第1コマ (13:30～15:00)：【各ゼミでのオリエンテーション】
第１回

■演習計画のガイダンス（演習の目的・方法・スケジュールの説明）■演習テーマの解題 （文化庁や札幌市の文化行政や，

10月13日

札幌市内の文化関連施設および団体の活動の現状と動向などを通じ，解決すべき問題・課題のレビュー）,ゼミ生の自己紹介

（土）

（ゼミテーマに関して一言）,グループ分け（リーダー選出）
第2コマ(15:15～16:45)：【各ゼミでの授業】
■札幌市役所市民文化局文化部長（北大OG）より，札幌市の文化行政についての講義を頂く

(自主準備）

第２回
10月27日
（土）

札幌市役所のHPで「札幌市文化芸術基本計画」「さっぽろの文化行政」「札幌文化芸術円卓会議」を読み，札幌市の文化行
政について自身の意見を持ち参加する。「文化芸術立国」(地方）を目指す上で解決すべき問題把握，課題整理。
第３コマ (10:30～12:00)：【札幌芸術の森職員による講義と現地視察】 ※北大に集合，バス移動。
現地視察（札幌芸術の森）

※昼食は館内「畑のはる」(地産地消レストラン）

第４コマ (14:30～16:00）【現地視察】 ※昼食後バス移動。4コマ終了後は現地解散。
現地視察（札幌市民交流プラザ）

(自主準備）

第３回
11月17日
（土）

さっぽろの文化行政における「札幌芸術の森」「札幌市民交流プラザ」の位置や活動，今後の展望等について，自身で調べ
意見を持ち参加する。自主情報収集，課題論点整理
第５コマ(10:30～12:00)：【各ゼミでの授業】
■現地視察から得た意見交換。地域発信の文化プログラムの新たな施策提言の立案
第６コマ(13:30～15:00)：【ディスカッション，プランニング】
■上記を踏まえ，発表テーマを決め，グループごとに討論

(自主準備）

フィールドリサーチ結果を踏まえた問題・課題，解決策の整理。札幌市の文化行政，各文化施設における地域発信の文化プ
ログラムの新たな施策提言の立案
第７コマ(10:30～12:00)： 【プレゼン準備】

第４回
12月1日
（土）

■テーマに関するゼミ全体での討論。発表へ向けたグループワーク
第８コマ(13:30～15:00 )： 【プレゼン準備】
■発表へ向けたグループワーク。各グループのプレゼン発表

(自主準備）
第５回
12月8日
（土）

文化プログラム施策提言のプレゼン資料作成

（各グループ）

第９コマ(10：30～12：00)： 【プレゼン準備】
■発表へ向けたグループワーク（各グループのプレゼン発表）
第10コマ (13:30～15:00)：【プレゼン準備】
■各グループのプレゼンへの意見交換，発表へ向けたグループワーク
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）：【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法

出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
「文化芸術の振興に関する基本的な方針－文化芸術資源で未来をつくる－（第4次基本方針）（平成27年5月22日閣議決
定）」「文化芸術創造都市の推進」(「地方における文化行政」より)(文化庁HP) /「札幌市文化芸術基本計画」「さっぽろ

参考図書・文献等

の文化行政」「札幌文化芸術円卓会議」(札幌市役所のHP）
「ソフト・パワー」「文化政策」「文化立国論」「国際文化交流」「アートマネージメント」「アートプロジェクト」など
に関する文献資料

備考
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2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

産業問題

テーマ

北海道の産業の将来を考えるートヨタ北海道（株）から学ぶ

科目責任者

山口

淳二・畑中

担当フェロー

小林

浩治（こばやし

支援教員

山田

澤明（やまだ

キーワード

北海道の人口減少と産業構成の推移と将来，トヨタ北海道，ニュージーランドの産業研究

貴美
こうじ）
さわあき）メディア・コミュニケーション研究院教授

今後急速に減少するであろう道内人口を考慮しながら，今後の北海道，道内産業の構成を提言する。答えの見つけにくい大きな課題に
目的

挑戦することで考える面白さ，仲間と討議してまとめ上げる楽しさを体験する。またトヨタ北海道，学外講師の北大OBの皆さんとの対
話・交流を通じ社会性を学ぶ。

到達目標

１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）：（大講堂）
狙い：ゼミのテーマ・進め方の理解，講師・メンバーの紹介
第1回
10月13日
（土）

第1コマ (13:30～15:00）：【各ゼミでのオリエンテーション】
■ゼミの概要・進め方の説明，自己紹介，チーム構成
第2コマ(15:15～16:45）：【各ゼミでの授業】
■１）北海道の現状と課題の説明，理解

(自主準備）

２）トヨタ北海道訪問準備・説明

自主研究会を2回以上実施のこと。１．北海道の課題の検討―人口・財政・産業，シナリオの検討
２．NZの調査・検討ー人口・GDP・産業・輸出など

３．トヨタ北海道から学びたいこと，質問の準備

狙い：企業訪問・質問で製造業の実態を体感し，シナリオ構成の参考とする
第２回
10月26日
（金）

第３コマ (8:00～15:00)：【現地視察】
■トヨタ自動車北海道株式会社訪問(苫小牧市）
8:00北大発，バスで移動，トヨタ北海道（株）見学ー事前学習，全員質問，バス討議，まとめ
第４コマ (15:00～17:00)：【学内でまとめ】
■会社見学のまとめ及びシナリオ構成の検討

(自主準備）

自主研究会の継続ーグループ単位でシナリオ構成の煮詰め，北海道とNZの産業構成の調査・研究
狙い：北海道の課題の理解―人口・産業とNZの実態把握

第３回
11月17日
（土）

第５コマ(10:00～12:00)：【北海道の人口・産業の課題と対応－学外講師】
■１）北海道人口減少の講義と討議

２）北海道の産業の現状と将来についての講義と討議

第６コマ(13:00～15:00)：【トヨタ北海道訪問のまとめとNZの調査結果の発表】
■各チーム発表イメージ構成の発表及び討議：トヨタ北海道訪問まとめ，NZの調査・研究ー北海道との対比含め

(自主準備）

自主研究会の継続ープレゼンのたたき台準備
狙い：各チームのプレゼンのまとめ，仕上げ

第４回
12月1日
（土）

第７コマ(10:00～12:00)：【グループ討議】
■グループ討議：各チームのプレゼン資料の煮詰め，午後の発表への準備
第８コマ( 13:00～15:00 )：【第1回発表会】
■各チームプレゼン発表，アドバイスを受ける

(自主準備）
第５回
12月8日
（土）

最終発表会に向けて更なる煮詰めのため，自主研究会活動の継続実施
第９コマ (10:00～12:00)：【ゼミ内最終発表会】
■各チーム発表ー代表チーム選出
第10コマ ( 13:00～15:00)：【全体発表会への準備】
■代表チームの仕上げと発表準備
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）：【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法

出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。

参考図書・文献等

別添資料『ゼミ開始前の事前学習について』参照

備考：①ゼミ開始前の事前学習について
短期間で効果的なゼミを進めるため，第1回ゼミの前に事前学習を実施。別添資料「ゼミ開始前の事前学習について」の文献・資料など学習・研究し
自分の研究したいことを整理まとめておくこと。意思を持ってゼミに参加すること，手ぶらではゼミに参加しないこと。
②現地視察先は土・日が不可能なため，10月26日（金）に実施する。 このゼミの履修を希望する学生は，この日に全員が参加できるように調整すること。
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2018 年度新渡戸学「フェローゼミ」「小林ゼミ」資料
ゼミ開始前の事前学習について
壮大なテーマへ挑戦するゼミのため、短期間で効果的な成果を創出すために，第 1 回ゼミの前に
事前学習を徹底的に実施する。昨年はこの活動により多大な成果が得られた。
下記文献・資料など学習・研究し自分の研究したいことを整理まとめておくこと。
意志を持ってゼミに参加すること，手ぶらではゼミに参加しないこと。
１．北海道の現状と課題の研究ー人口減少，財政赤字，産業構造の推移などマクロ分析
参考文献：
１）
『地方消滅：東京一極集中が招く人口急減』 増田寛也著 中公新書
第 5 章「未来日本の縮図・北海道の地域戦略」
２）
「190 万都市，札幌市の人口構造に見る課題」日本政策投資銀行 大橋裕二
http://www.dbj.jp/pdf/investigate/area/hokkaido/pdf_all/hokkaido0909_01.pdf
３）
「人口急減社会，国・地方はどのように対応するべきかー北海道から考える」
北海道大学 山崎幹根 http://www.nippon.com/ja/in-depth/a03802/
２．トヨタ北海道（株）の学習
いつ，何故北海道に進出し，その想定と現実，強み・弱み，今後の成長戦略など
資料：会社概要，ホームページ
３．ニュージーランドの研究
北海道とほぼ同等の人口で酪農・農林業・水産業・観光が主体の島国が近年、活力を
増している。北海道の将来を俯瞰するに際し、大いに参考になると思われるので
この国の経済、人口、産業政策等を北海道と対比しながら調査・研究する。
４．小林フェロー紹介・理解
１）このゼミの進め方プレゼン”北海道の産業の将来を考える”
２）昨年のゼミプレゼン資料： A・Ｂ・Ｃチーム
３）北海道大学の挑戦Ⅱ（2018）フェローの体験記:小林浩治（p96-109）
４）”日本とグローバル化について考える”－新渡戸カレッジ講演（2015）
５）”読書考動” 安川彰吉 中部経済新聞（2012）
＜重要＞
① 資料はゼミ所属決定後に新渡戸カレッジ⑥番窓口で配布します。ゼミ開始前に受け取り、
必ず事前学習を行ってからゼミに臨むこと。
②参考文献１）については北大図書館にあるので、ゼミ開始前までに読んでおくこと。
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2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

食料問題

テーマ

北海道の水産業の明日を考える

科目責任者

山口

淳二・畑中

担当フェロー

重田

親司（しげた

外部講師

幡宮

輝雄（はたみや

キーワード

北海道の水産業を取り巻く環境、北海道の水産資源の現況、観光資源としての魚。

貴美
ちかし）
てるお）

北海道水産林務部長

毎年続く秋サケの不漁、さらにはサンマ、スルメイカの不漁など北海道の美味しい魚をこれからも食べ続けることが

目的

出来るのか？

到達目標

危機感を共有し、斬新なアイデアで明日への提言をする。

１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）（大講堂）
第１回
10月13日
（金）

第1コマ (13:30～15:00 )：【各ゼミでのオリエンテーション】
■自己紹介（新渡戸カレッジ入校目的含む）とオリエンテーション（ゼミの進め方）
第2コマ(15:15～16:45)：【各ゼミでの授業】
■現地視察に向けて：

(自主準備）
第３コマ (05:30～11:00)：【現地視察】
第２回

■札幌中央卸売市場

水産物売り場

10月27日

■国立研究開発法人

北海道区水産研究所

（土）

（札幌中央水産株式会社様のご案内）

第４コマ（13:00~14:30)
■グループミーティング「現地視察を振り返って」

(自主準備）
第３回
11月17日
（土）

参考図書、文献を読んでおくこと。
第５コマ(10:00～12:00)：【アクティブラーニング】
■北海道漁業協同組合連合会

安田常務様の講義

第6コマ（13:00~15:00)
■北海道水産林務部

(自主準備）

代表理事

遠藤水産局長様の講義

現地視察レポートを提出すること。
第７コマ(10:00～12:00)： 【アクティブラーニング】

第４回
12月1日
（土）

■北海道の水産業の明日を考える
第８コマ(13:00～15:00)： 【アクティブラーニング】
北海道の水産業の明日を考える 、斬新なアイデアを提言する。

(自主準備）
第５回
12月8日
（土）

第９コマ (10:00～12:00)： 【グループミーティングとグループ発表】
■各グループの発表と代表グループの決定。
第10コマ ( 13:00～16:00)：【 総合ディスカッション】
■代表グループの全体発表会に向けて全員サポート。
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）：【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法
参考図書・文献等

出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
図解

知識ゼロからの現代漁業入門／家の光協会発行

北海道水産業・漁村のすがた2018

魚と日本人―食と職の経済学（岩波新書）

www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sum/kcs/suisan-group/sugata2018.htm

備考。上記に関わらず水産業、魚に関連し皆さんが興味を持った書籍、文献等。
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2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

地域振興

テーマ

持続可能な「生産空間」の形成

科目責任者

山口

淳二・畑中

担当フェロー

柴田

哲史（しばた

外部講師

澤

キーワード

地域産業振興，過疎，医療，生活圏，サービス

充隆（さわ

貴美
てつし）

みつたか）(株)ドーコン

都心交通企画室長

食や観光を担う北海道の「生産空間」を対象に，産業や生活に関する課題を体感するとともに，自ら

目的

拾い上げる能力を養い，課題に対する対策を提案する

到達目標

１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）:（大講堂）
第1コマ (13:30～15:00)：【各ゼミでのオリエンテーション】
第１回
10月13日
（土）

■演習プランレクチャー（目的・方法・スケジュールの説明）
■演習テーマ解説（北海道における「生産空間」の現状・課題，課題に対する対策の紹介）
第2コマ(15:15～16:45)：【各ゼミでの授業】
■アイス・ブレイキング，自己紹介

■チーム編成，リーダー決め
(自主準備） 情報収集，課題論点整理（各学生，各チーム）
第２回
10月27日
（土）

第３コマ・第４コマ (9:00～15:30)：【現地視察】
■夕張市などを対象とした「生産空間」視察＋現地の方々との意見交換による課題の体感

(自主準備） 現地視察を踏まえた課題と解決策の整理検討（各学生，各チーム）
第３回
11月17日
（土）

第５コマ(08:30～10:00)：【ディスカッション，プランニング】
■道内「生産空間」の課題抽出と整理
第６コマ(10:15～11:45)：【ディスカッション，プランニング】
■道内生産空間の課題抽出と整理

(自主準備） 現地視察を踏まえた課題と解決策の整理検討（各学生，各チーム）
第７コマ(08:30～10:00)：【ディスカッション，プランニング】
第４回
12月1日
（土）

■「生産空間」における課題への対策提案
第８コマ(10:15～11:45)：【ディスカッション，プランニング】
■「生産空間」における課題への対策提案

(自主準備） プレゼン資料作成（各チーム）
第９コマ(08:30～10:00)：【各チーム発表・質疑応答，プレゼン選挙】
第５回

■チーム毎に選定した課題と対策をプレゼン，質疑応答

12月8日

■各プレゼンに対する評価コンテスト（プレゼン選挙）＋講評

（土）

第10コマ (10:15～11:45)：【プレゼン優秀チームの改善検討】
■プレゼン優秀チームのプレゼン内容の改善検討
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）：【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と 出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
方法
参考図書・文献等
備考
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2018年度
カテゴリー

新渡戸学「フェローゼミ」計画

教育・地域振興
高大接続とJETﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者を活用する地域振興策の立案。（注：JET/The Japan Exchange and

テーマ

Teaching Programme 語学指導等を行う外国青年招致事業）

科目責任者

山口

淳二・畑中

貴美

担当フェロー

多田

幸雄（ただ

ゆきお）

支援教員

シュルーター 智子（しゅるーたー

キーワード

高大接続，JETプログラム，コミュニティハウス，知日派・親日派拡大，G20観光大臣会合

ともこ）

北海道大学高等教育推進機構特任助教

JETﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ参加者の課題を踏まえ，高大接続・産官学連携などでコミュニティハウス等を立ち上げ

目的

て，新たな地域振興・国際化を図る「北海道モデル」の施策を提言する。
１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮できる。

到達目標

２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミを通じ，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現できるようにする。
内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）：（大講堂）
第１回
10月13日
（土）

第1コマ (13:30～15:00 ) ：【各ゼミでのオリエンテーション】
■演習計画のレクチャー （演習目的・方法・スケジュール説明，前年度チームの発表）
第2コマ(15:15～16:45) ：【各ゼミでの授業】
■演習テーマの解題 （北海道内外における現状と動向，可能性レビュー）

(自主準備）
第２回
10月27日
（土）

●日本語・英語両方で，自主情報収集，課題の論点整理
第３コマ

(09:00～12:00)：【現地視察】

（各学生）

ニセコ・倶知安方面

■外国人居住者の急増地域の廃校等を見学（支援学生・JET参加者・他有識者から説明）
第４コマ (14:00～16:00)：【現地視察】ニセコ・倶知安方面
■ 廃校のコミュニティハウス転用の可能性を町役場・地元JET・高校生他と意見交換

(自主準備）
第３回
11月17日
（土）

●現地視察・有識者との意見交換の問題提起・課題の情報収集（各学生）
第５コマ(10:00～12:00)： 【ディスカッション，プランニング】
■「北海道モデル」の問題把握，より現実化していくための課題設定・分析
第６コマ(13:00～15:00)： 【ディスカッション，プランニング】
■「北海道モデル」の具体的・能動的な施策提言の立案・グループ討論

(自主準備）

●施策提言のプレゼン資料作成

（各グループ）

第７コマ(10:00～12:00)： 【プレゼンテーション】
第４回
12月1日
（土）

■チームごとの提言プレゼンテーション（４チーム×20分）
第８コマ(13:00～15:00)： 【プレゼンテーション】
■チームごとの提言プレゼンテーション（４チーム×20分）

(自主準備）
第５回
12月8日
（土）

●プレゼン内容についての改善点を考える（各学生）
第９コマ (10:00～12:00)：【総選挙＋講評】
■最終チームプレゼンのコンテスト（総選挙）＋講評＋全体質疑応答
第10コマ (14:00～17:00)：【 ディスカッション・質疑応答 】
■多田ゼミ 代表チームの人選・プレゼン内容のブラシュアップ（全員参加）
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）：【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法 出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2014/pdf/150130a.pdf
参考図書・文献等

https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2016/160722a.html
2018年新渡戸入校式での2017年度多田ゼミ代表チームのプレゼン資料

備考：
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2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

人権問題

テーマ

日本の刑務所の歴史と現状，課題は何か。

科目責任者

山口

淳二・畑中

担当フェロー

玉城

英彦（たましろ

外部講師

紺野

圭太（こんの

貴美
ひでひこ）
けいた）帯広刑務所

医務課長（医務技官）

更生行政，厚生医療，刑事施設，刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律，PFI手法，刑務官，受刑者，

キーワード

矯正統計，人権，就労，再犯防止
日本の刑務所の歴史と現状，課題などを調査するともに，諸外国の刑務所と比較して，日本の刑務所の特異的な問

目的

題点を考察し，改善に向けた取り組みなどを提案する。
１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。

到達目標

３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）（大講堂）
第１回
10月13日
（土）

第1コマ (13:30～15:00 )：【各ゼミでのオリエンテーション】
■『刑務所には時計がないー大学生が見た日本の刑務所」の本の紹介
第2コマ(15:15～16:45)：【各ゼミでの授業】
■日本の刑務所，厚生医療などの現状と課題（講義，紺野圭太外部講師）

(自主準備）
第２回
10月27日
（土）

第３コマ (14:00～15:30 )：※現地視察（視察先：札幌刑務所）については備考参照
■刑務所視察の振り返り（全体），グループ分け
第４コマ(15:45～17:15)：
■刑務所視察のグループ討論

(自主準備）
第３回
11月17日
（土）

第５コマ (13:30～15:00 )：【グループワーク】
■グループワーク（１）
第６コマ(15:15～16:45)： 【グループワーク】
■グループワーク（２）

(自主準備）
第７コマ (13:30～15:00)：【グループワーク】
第４回
12月1日
（土）

■グループワーク（３）
第８コマ(15:15～16:45)：【グループワーク】
■グループワーク（４）

(自主準備）
第５回
12月8日
（土）

第９コマ (13:30～15:00)：【発表の準備など】
■各グループで最終討議，まとめ，発表スライド作成
第10コマ(15:15～16:45)：【発表の準備など】
■発表の予行演習，質疑，スライドなどの修正
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）：【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法

出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
玉城英彦・藤谷和廣・山下渚・紺野圭太『刑務所には時計がないー大学生が見た日本の刑務所」人間と歴史社，

参考図書・文献等

2018
沢登文治『刑務所改革-社会的コストの視点から』集英社，2015
菊田幸一『日本の刑務所』岩波新書，2002

備考：札幌刑務所の視察は土日・祝日が不可能なため，１０月１５日（月），１０月２２日（月）の平日２日間（13:30～17:00予定）に実
施します（現地集合・現地解散）。このゼミの履修を希望する学生は，できるだけ２日間のうちのどちらかの日程に参加できるようにして
ください。
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2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

観光問題

テーマ

札幌市の観光・MICE事業におけるボランティア活動の役割

科目責任者

山口

淳二・畑中

担当フェロー

長岡

宗男（ながおか

支援教員

張壔赫(Juhyeok Jang) 北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 助教

キーワード

観光，MICE，ボランティア，札幌市

貴美
むねお）

札幌市の観光・MICE事業とボランティア活動の実態を把握し，訪問者のためのより充実した方策を考え

目的

る。

到達目標

１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）（大講堂）
第１回
10月13日
（土）

第1コマ (13:30～15:00 )：【各ゼミでのオリエンテーション】
■演習計画のレクチャー （演習の目的・方法・スケジュールの説明，グループ分け）
第2コマ(15:15～16:45)：【各ゼミでの授業】
■演習テーマの理解 （15:15～16:00

(自主準備）

札幌市の観光・ＭＩＣＥ事業の現状について，札幌市担当者から説

明・質疑応答，16:00～16:45

講義）

●情報収集，質問事項の整理

（各グループ）

第３コマ

(9:30～12:00)：【現地説明】（札幌国際プラザ会議室）

■活動紹介:
第２回

9:30～11:00

10月27日

11:00～12:00

（土）

札幌国際プラザ，外国語ボランティアネットワーク（説明・質疑応答）
札幌市観光・MICE部，札幌市観光ボランティア連絡会

（説明・質疑応答）

第４コマ (13:00～16:00)：【現地視察】
■国際プラザカウンター

■大通観光案内所

■札幌コンベンションセンター（地下鉄で東札幌へ移

動）
(自主準備）
第３回
11月17日
（土）

●これまでの講義と現地訪問で得た情報の整理・課題の抽出（各学生）
第５コマ (10:00～12:00) ：【ディスカッション】（各グループ）
■札幌市の観光・MICE事業とボランティア活動の実態整理
第６コマ (13:00～15:00)：【ディスカッション，プラニング】（各グループ）
■課題の発掘・絞り込み，方策の検討

(自主準備）

●課題・方策の検討（必要ならば追加調査）

（各グループ）

第７コマ (10:00～12:00)：【ディスカッション，プラニング】（各グループ）
第４回
12月1日
（土）

■各グループによるプレゼンテーション作成（１）（テーマ選択とあるべき姿）
第８コマ (13:00～14:30)：【プレゼンの作成】（各グループ）
■各グループによるプレゼンテーション作成（２）（細部補足，起承転結）

(自主準備）
第５回
12月8日
（土）

●プレゼン内容チェック，発表練習（各グループ）
第９コマ (10:00～12:00)：【プレゼン発表】（全員参加）
■各グループによるプレゼンテーション発表（12分）・質疑応答（5分），代表プレゼン選出
第10コマ (13:00 ～14:30)：【 代表プレゼンの完成 】（全員参加）
■代表プレゼン発表，内容の確認（修正，もしあれば），プレゼン練習（発表者）
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法

参考図書・文献等

出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
札幌市の観光行政 http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/
（公財）札幌国際プラザ http://www.plaza-sapporo.or.jp/
札幌国際プラザ外国語ボランティアネットワーク
札幌市観光ボランティア

備考

http://sapporo-flv.com/

http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/volunteer/volunteer_info01.html

12月中旬に札幌国際プラザにおいて札幌市や国際プラザ関係者への発表会を別途開催します。
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2018年度

新渡戸学「フェローゼミ」計画

カテゴリー

起業・経済問題

テーマ

スタートアップ（起業）を通して「未来の生き方」を考える

科目責任者

山口

淳二・畑中

担当フェロー

廣重

勝彦（ひろしげ

貴美
かつひこ）

支援教員
キーワード

システム，ネット，ビッグデータ，AI，ドローン，スタートアップ，ベンチャー，起業
スタートアップのスキル（基礎）を学ぶことを通して，世界でいま何が起きているのかを知り，未来への歩み方

目的

を考える。同時に、自分が社会で充実して生き、社会に少しでも貢献できる方策を探る。

到達目標

１．新渡戸カレッジが示すリーダーシップをゼミ活動の中で積極的に発揮することができる。
２．自分で考え，意見を出し，ともに議論し，明確な結論を導くことができる。
３．ゼミでの実地での学びを関連分野の知見と結びつけて説明することができる。
４．ゼミのテーマのもと，持続可能な社会の実現に向けて自らの考えを表現することができる。

内容

自分の内面や身近にある起業機会に気づき、それを実現する手段を知ることで、自己実現の基礎を造る。
【全体オリエンテーション】(13:00～13:30）（大講堂）
第１回
10月13日
（土）

第1コマ (13:30～15:00 )：【各ゼミでのオリエンテーション】
■世界の今を分析する・将来をイメージする（テクノロジーの発展が加速する時代？）。
第2コマ(15:15～16:45)：【各ゼミでの授業】
■将来の自分がどうありたいかを考える。

(自主準備）
第２回
10月27日
（土）

歴史や芸術、経済、AI、ビッグデータなどジャンルにとらわれず、興味がある分野を一つでも調べてみる。
第３コマ (13:30～15:00 )：【各ゼミでの授業】 ※現地視察については備考参照
■視察で得られたインスピレーションをまとめる。社会の中で自分が目指す方向を考えてみる。
第４コマ (15:15～16:45 ):【各ゼミでの授業】
■企業、取引所や金融機関などがどのように有機的結びついているのかを知る。

(自主準備）
第３回
11月17日
（土）

街角ウォッチング・・・何処で何が（バーチャルを含めて）にぎわっているのかを調べてみる。
第５コマ (13:00～15:00 )：【各ゼミでの授業】
■観察する・アイデアを出す。
第６コマ(15:15～16:45)： 【各ゼミでの授業】
■ビジネスプランを立てる。

(自主準備）

自分にとって何がいま必要か。何があれば助かるか。何があれば幸せ度が向上するかを考える。
第７コマ (13:00～15:00 )： 【各ゼミでの授業】

第４回
1２月1日
（土）

■ファイナンスと投資について学ぶ。
第８コマ(15:15～16:45)： 【各ゼミでの授業】
■プレゼンテーションと「人とのつながり」について考える。

(自主準備）
第５回
12月8日
（土）

貸借対照表と損益計算書の初歩的な解説（書籍でもネットでも良し）を読んでみる（読み通す必要なし）。
第９コマ 第５コマ (13:00～15:00 )： 【各ゼミでの授業】
■自分が「持続可能な社会」という要請にどのようにかかわるかを議論する。
第10コマ(15:15～16:45)： 【各ゼミでの授業】
■ゼミのまとめと全体発表会に向けた準備。
（午前）：【フェローゼミ全体発表会】（大講堂）
■各ゼミからの発表

全体発表会
12月9日
（日）

（午後）：【フェローゼミ全体発表会講評】（大講堂）
■全体発表会の評価・表彰
（午後）：【フェローゼミ総括】
■ゼミごとに振り返り

成績評価の基準と方法

出席，授業，レポートを通して到達目標の達成を合・否で評価する。
"ZERO to ONE (Peter Thiel)"

「ゼロ・トゥ・ワン（ＮＨＫ出版）」

"LIFE SHIFT (Lynda Gratton ; Andrew Scott) " 「100年時代の人生戦略（東洋経済新報社）」
参考図書・文献等

"Thinking, Fast and Slow (Daniel Kahneman)"「ファースト＆スロー上・下（早川書房）」
「道を開く（松下幸之助)PHP」
"The Black Swan(Nassim Nicholas Taleb)" 「ブラック・スワン（ダイヤモンド社）」
「初めての海外個人投資（廣重勝彦）日本経済新聞出版社」

備考：現地視察先は土日・祝日が不可能なため，10月26日（金）に（12:30～16:45）に実施します（現地集合・現地解散）。このゼミの
履修を希望する学生は，できるだけこの日に参加できるようにしてください。
参考図書は必須資料としてではなく、自身が最近、影響を受けた本（拙著を除く）として列挙した（授業では内容に触れる）。
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