2022年度 近江環人地域再生学座 年間スケジュール(案)

2021年10月8日作成

★大学提示の「学年暦」とは異なるので注意

★すべての科目について受講方法は、対面、オンライン、対面とオンラインのハイブリッド、オンデマンドに対応しています。
★表中の時限は対面およびオンラインでの開講時間です。レポート提出期限は開講後1週間です。オンデマンドの場合は配信後1週間がレポート提出期限です。
★実践現場体感特別講義Ⅰ、Ⅱは現場講義となりますので原則参加してください。やむを得ず欠席の場合は録画と資料による補講も可とします。
★スクーリングはワークショップ形式で実施しますので原則参加してください。やむを得ず欠席の場合は個別課題で対応します。
★コミュニティ・プロジェクトのゼミナールおよび報告会は原則対面かオンラインとします。やむを得ず欠席の場合は事前収録資料や別日での対応も可とします。
★やむを得ない理由で日程が変更となる場合があります。

＜前期＞

★印は原則出席のこと。 ＊やむを得ぬ理由で変更される場合があります。

5限
（16時30分～18時00分）

6限
（18時10分～19時40分）

7限
（19時50分～21時20分）

成熟社会デザイン特論(1)

地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論(1)

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ
ゼミナール(1)

成熟社会デザイン特論(2)

地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論(2)

金

成熟社会デザイン特論(3)

地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論(3)

13日 金
20日 金

成熟社会デザイン特論(4)
成熟社会デザイン特論(5)

地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論(4)
地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論(5)
宿泊、食費は各自持ち
謝金は大学負担
移動はバス借上

4月 8日

金

15日 金

入学座式/ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
15時00分～16時20分

22日 金
5月 6日

オンデマンド受講
（講義収録動画を逐次配信。
ﾚﾎﾟｰﾄ〆切配信後1週間厳
守）

21日 土 ★実践現場体感特別講義Ⅰ
22日 日 ★実践現場体感特別講義Ⅰ
27日 金

徳島県上勝町ほか
4現場程の視察
成熟社会デザイン特論(6)

地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ特論(6)

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ
ゼミナール(2)

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ
ゼミナール(3)

28日 土 ★地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ特ｽｸｰﾘﾝｸﾞ 13時00分～17時00分
6月 3日 金
10日 金

成熟社会デザイン特論(7)
成熟社会デザイン特論(8)

地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論(1)
地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論(2)

17日 金

成熟社会デザイン特論(9)

地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論(3)

24日 金
7月 1日 金

成熟社会デザイン特論(10)
成熟社会デザイン特論(11)

地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論(4)
地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論(5)
宿泊、食費は各自持ち
謝金は大学負担
移動費は受講生で按分

2日

土 ★実践現場体感特別講義Ⅰ

3日

日 ★実践現場体感特別講義Ⅰ

8日

金

成熟社会デザイン特論(12)

地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論(6)

15日 金

成熟社会デザイン特論(13)

予備枠

県内外 4現場程の視察

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ
ゼミナール(4)

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ
ゼミナール(5)

16日 土 ★地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ特論ｽｸｰﾘﾝｸﾞ 13時00分～17時00分
22日 金

web期末試験*（当日配信）
（地域デザイン特論および地
域マネジメント特論）

成熟社会デザイン特論(14）

＊web期末試験は全問正答する
まで繰り返し受験する

成熟社会デザイン特論(15）

23日 土 ★ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅠ 成果報告会 13時～17時
すべてのレポート・提出物の〆切

31日 金
8月 19日 金
20日 土

・懇親会

フィールド紹介、戦略会議
地域再生システム特論
（選択科目）

9時～18時

フィールドワーク

21日 日
＜後期＞

受講生は事前にフィールド担
当者と授業内容について調
整を行い、学部受講生をファ
シリテートする。

提案作成とプレゼンテーション
★印は原則出席のこと。 ＊やむを得ぬ理由で変更される場合があります。

5限
（16時30分～18時00分）

6限
（18時10分～19時40分）

7限
（19時50分～21時20分）

9月 30日 金

サスティナブルデザイン特論(1)

地域再生学特論(1)

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ
ゼミナール(1)

10月 7日 金
14日 金

サスティナブルデザイン特論(2)
サスティナブルデザイン特論(3)

地域再生学特論(2)
地域再生学特論(3)
宿泊、食費は各自持ち
謝金は大学負担
移動はバス借上

15日 土 ★実践現場体感特別講義Ⅱ
16日 日 ★実践現場体感特別講義Ⅱ

西粟倉村ほか
4現場程の視察

21日 金

サスティナブルデザイン特論(4)

地域再生学特論(4)

28日 金
11月 4日 金
11日 金

サスティナブルデザイン特論(5)
サスティナブルデザイン特論(6)
サスティナブルデザイン特論(7)

地域再生学特論(5)
地域再生学特論(6)
地域再生学特論(7)

18日 金

サスティナブルデザイン特論(8)

地域再生学特論(8)

25日 金
12月 2日 金

サスティナブルデザイン特論(9)
サスティナブルデザイン特論(10)

地域イノベーション特論(1)
地域イノベーション特論(2)
宿泊、食費は各自持ち
謝金は大学負担
移動費は受講生で按分

3日

土 ★実践現場体感特別講義Ⅱ

4日

日 ★実践現場体感特別講義Ⅱ

9日

金

サスティナブルデザイン特論(11) 地域イノベーション特論(3)

16日 金

サスティナブルデザイン特論(12) 地域イノベーション特論(4)

1月 6日 金
13日 金

サスティナブルデザイン特論(13) 地域イノベーション特論(5)
サスティナブルデザイン特論(14) 地域イノベーション特論(6)

県内外 4現場程の視察

期末試験*
20日 金 （地域再生学特論および地域 サスティナブルデザイン特論(15)
イノベーション特論）

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ
ゼミナール(5)

オンデマンド受講
（講義収録動画を逐次配信。
ﾚﾎﾟｰﾄ〆切配信後1週間厳
守）

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ
ゼミナール(2)

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ
ゼミナール(3)

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ
ゼミナール(4)

＊期末試験出題内容は担当教
員による

21日 土 ★地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ特論ｽｸｰﾘﾝｸﾞ13時00分～17時00分
28日 土 ★ｺﾐｭﾆﾃｨ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄⅡ 成果報告会 13時～17時
31日
2月 3日
10日
25日
3月 21日

月
金
金
土
火祝

・懇親会
すべてのレポート・提出物の〆切

検定試験 14時50分～筆記試験、17時～面接試験（予定）
合格発表
謝恩会、同窓会（先輩方を招いての交流会）
称号授与式（大学の学位記授与式と併せて実施）

