2017年度 RU夏期集中科目（お知らせ・時間割・成績評価方法）
開講
NO
学部
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科目名

産社 身体表現論

法

社会保障法

担当者名

阪田 真己子

井上 英夫

実施週

お知らせ
*最新情報はシラバスで確認してください。

時間割

8月28日（月） 2～4限
8月29日（火）～8月31日（木） 1～4限

夏Ⅰ

夏Ⅰ

8月28日（月）～9月1日（金） 2～4限

キャンパス

衣笠

衣笠

教室

以学館 4教室

明MG101

成績評価方法＆備考
*最新情報はシラバスで確認してください。

定期試験レポート※定期試験レポートがある場合にのみ記入
*論題発表は、9月13日（水）13時よりCampus Webを確認ください。
レポート試験

論題発表日 レポート提出締切日

レポート受付場所

平常点100 %
毎回の授業に対するコメントシートの内容と，計３回の小レポートおよび，最終回授業における期末
レポート試験によって総合的に評価する
レポート試験70 %
社会保障法に関してテ-マを設定して記述する。
3000字以上。
詳しくは、授業中に指示する

有

9月13日（水）（*）9月29日（金）16：30 APUアカデミック・オフィス

有

9月13日（水）（*）9月29日（金）16：30 APUアカデミック・オフィス

有

9月13日（水）（*）9月29日（金）16：30 APUアカデミック・オフィス

平常点30 %
ミニテスト、感想文等を実施する。
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法

法交渉学

産社 精神分析論

田村 陽子

村本 詔司

夏Ⅰ

夏Ⅰ

シラバスに記載の教科書は「すべて」必要なので、「すべて」夏休み
8月28日（月）、29日（火）、31日（木） 1～4
前に買って授業開始までに一通り読んでおくこと。授業は、読んでい
限
衣笠
ることを前提とする。生涯にわたり使える座右の書となりうるので、こ
8月30日（水） 2～4限
の機会に手に入れておいてほしい。古本でも構わない。

できれば、授業に先立って、manaba+Rに教材や資料などをアップし
ておくつもりである。これらやWikipediaなどでの授業に関連する項目
を読んでおくと、より有利な条件で授業に臨むことができて、授業が
よりわかりやすくなる。
あらかじめシラバスおよび初日のオリエンテーションで、レポートの 8月29日（火）～8月31日（木） 2～5限
予想されるテーマを提示しているので、そのつもりで授業に臨むと、 9月1日（金） 2～4限
より積極的に授業に参加できるであろう。
集中講義で夏の暑い毎日、朝から夕方まで連続授業を行うので、
注意の集中力をいかに持続させるかが課題となろう。休憩時間に
しっかりと気分をリフレッシュして、新たな気持ちで授業に臨むこと。

洋洋館3階 958教室

平常点100 %
出席状況および演習での取り組み点 ３０点
ロールプレイ演習における結果報告レポート ３０点
（１０点✖３回）
最終講義レポート試験 ４０点
授業では、双方向式質疑応答およびロール･プレイなど、実践的な演習形式を取るので、前半の方に
なるべく座ってもらい、マイクを後ろから順に回す。また、時間内に課題が終わらない場合は、課外で
グループで集まる必要がありうる。基本的には、すべての時間に出席し授業に関与していないと、３
回の報告レポートおよびレポート試験に対応できないので注意されたい。
レポート試験20 %
基準：授業内容の理解、授業への積極的姿勢、授業内容の創造的活用、独創性
予想されるテーマ：
①授業で取り扱った事柄について
②授業で鑑賞した映画、動画などについて考えるところ
③授業の感想

衣笠

以学館 5教室

平常点80 %
検証テストを最後の時間（第15回）に実施して、授業全体の内容の理解を問う。
出席。コミュニケーションカードの提出。授業内容の理解、授業への積極的な取り組みなどを主な基
準とする。積極的な姿勢と取り組み。各回の終わりに授業内容理解のチェックを行うことがある。
まず非常に重要なことを述べておく。すなわち、レポート試験と平常点評価の両方を受けていること
が単位認定の前提である。たとえ検証テストの得点が非常に高いものであっても、レポートを提出し
ていなければ、反対に、すぐれた内容のレポートを提出していても検証テストを受験してなければ、単
位は認定されない。
受講生の数などが明らかになった時点で、授業の内容や予定、方法を若干変更する必要が生じた
場合は、授業開始前までに前もって連絡する。
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産社 応用精神保健学

石橋 典子

夏Ⅰ

8月28日（月） 2～4限
8月29日（火）～9月1日（金） 1～3限

衣笠

以学館 28教室

平常点100 %
出席状況と授業内レポート等により総合的に評価する。
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産社 スポーツ法学

川井 圭司

夏Ⅰ

8月30日（水）～9月1日（金） 1～4限
9月2日（土） 1～3限

衣笠

以学館 3教室

平常点100 %
スポーツを巡る法的問題についてプレゼン用の資料（ＰＰＴ）を作成
講義中の意見、発表、小レポート、新聞報告を評価の対象とする
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産社 人口論

玉置 えみ

夏Ⅱ

9月4日（月） 3～5限
9月5日（火）～9月7日（木） 1～4限

衣笠

以学館 3教室

平常点100 %
レスポンス・ペーパー、クラスへの貢献、中間テスト、期末テストから総合的に判断

敬学館 210教室

平常点100 %
① 集中講義の1日の最後にその日の授業内容について小テストを行う(計５回)。持込可で行う(教科
書2冊、ハンドアウト、ノート）。:60%
② 集中講義の最終日の最後に、全体試験を持込可で行う(教科書2冊）。:40%
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IR-EDR205 特殊講義（固有専門関連科
国関
庄司 克宏
目）

授業中に資料を適宜配布します。
集中講義のため、正当な理由なく欠席または遅刻した場合は減点す
る。

夏Ⅰ

8月28日（月）～9月1日（金） 2～4限

衣笠

第1日目の最初の授業から、教科書2冊を必ず持参すること。教科書
に基づいて授業を進め、小テストを行う。

教科書的なものは使わず、授業内容に沿った資料集を配布する。
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国関 IR-ECR205 国際交流論

文

茶道文化演習

久保 和朗

千 玄室

夏Ⅰ

夏Ⅲ

非常に幅広い分野にまたがるので、講義の中で言及する書籍、情
報源に関心があれば、その都度個別に対応する。

＊授業は裏千家学園(京都市上京区）で行います。（一部講義が立
命館大学（衣笠）で行われる場合があります）
集合場所等の詳細については、7月上旬に各学部掲示板で改めて
案内しますので、必ず確認してください。

8月28日（月）～9月1日（金） 2～4限

衣笠

物事を相対的に見る視点を養うため、日頃からなるべく偏らない読書や体験を積んでほしい。

9月11日（月）～9月15日（金） 2～4限
※9月13日（水）は特別公開講義（10：00～ 衣笠
11：30）と、3～4限

レポート試験50 %
9月13日の特別公開講義は、創思館カンファ
レポート 最終講義日に課題提示します。提出されたレポート内容を評価します。
レンスルームで実施。それ以外の会場につい
ては確定次第、別途CAMPUSWEBよりアナウ
平常点50 %
ンスいたします。
講義と実技への参加態度をもとに評価します。

9月4日（月）～9月8日（金） 2～4限

洋洋館 956教室

平常点100 %
①授業への参加度、学習意欲を評価する（出席、質問、コメント）：５０％
②グループでの企画立案への取り組みと発表内容（プレゼンテーション）を評価する：５０％

コラーニングハウスⅠ C105

平常点100 %
論題1問（70点）と短答式問題10問（30点）の合計100点で評価する。短答問題は、講義初日に配布
し、講義の進行に合わせて自ら作成し、最終日に提出する。テキスト「現代の損害保険」も含めてす
べて持ち込み可。講義に出席さえすれば、優秀な成績が得られる。

学外での授業となりますので、社会人としての一般的なマナーや儀
礼を身につけること。
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映像 空間エンタテインメント概論

経済 保険経済論

経済

経済学特殊講義Ⅱ（金融・証券分析基
礎）

菅野 聡之

杉浦 武彦

三好 秀和

16

政策 ビジネスプラン

17

PLC特殊講義（危機管理シミュレーショ
政策
ン）

教室：衣笠キャンパス 洋洋館956号

夏Ⅱ

テキストの販売先は、ＫＫ日企 東京都中央区日本橋兜町２０－６
第一ﾋﾞﾙ ＴＥＬ０３－３６６９－３７４１、ＦＡＸ０３－３６６６４－７１７９
9月4日（月）～9月8日（金） 2～4限
定価は3千円ですが立命館大学生は、２０％引きの2千4百円で購入
可。大学生協でも販売中。アマゾンは値引きなし。

衣笠

BKC

夏Ⅰ

定期試験（筆記）50 %
定期試験はマークシートによりおこなう。追試はこの限りではない。
8月28日（月）～9月1日（金） 2～4限

BKC

コラーニングハウスⅠ C105

２．アナリスト基礎講座第1.2分冊は生協で販売する。購入時期は限
定されるので注意すること。案内は第一回目のガイダンスでおこな
う。

コース特殊講義（戦略とマーケティング）
薮本 直樹
β

経営

夏Ⅱ

１．アナリスト基礎講座第1.2分冊はアナリスト協会の資格講座のテ
キストである。本来は非売品であるが今回の受講生のための特別に
販売してもらえることになった。初学者向けに平易に書かれている。

コース特殊講義（戦略とマーケティング）
経営
椎木 衛
β
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恒心館 721教室

服部 利幸

近藤 敦

夏Ⅰ

平常点100 %
授業中の質問・発表、コミュニケーションペーパーなどの積極的関与度（50％）、レポート（50％）を総
合評価。

・授業期間中の個人の作業プロセスをまとめた「ポートフォリオ」を制
作し、授業最終回に提出することを課す。
8月28日（月）～8月30日（水） 1～4限
8月31日（木） 1～3限
・教科書・参考書は講義中に適宜、紹介します。

平常点50 %
授業に積極的に参加したり卓越した発言などは加点することがある。

OIC

C棟 C371

平常点100 %
・出席・意見提示・議論・発表（0～50点）
・個人の学習成果をまとめた「ポートフォリオ」の制作・提出を課し、その内容の質を評価する（0～25
点）。
・授業期間中に学修到達度を最終的に確認する検証テスト（論述レポート）を実施する。授業内容を
踏まえて自分の考えを論理的に記述しているかをみる（0～25点）。

夏Ⅱ

・授業期間中の個人の作業プロセスをまとめた「ポートフォリオ」を制
9月4日（月）～9月8日（金） 3～5限
作しレポート提出することを課す。

OIC

C棟 C371

平常点100 %
・出席・報告・意見提示（0～50点）
・毎講義、講義内課題についての個人アプローチについてレポート課題が発生する。内容について
自らの判断理由が明確化できているかを見る。（0～20点）。
・授業期間中に学修到達度を最終的に確認する検証テスト（ポートフォリオ）を実施する。またそのプ
レゼン内容を最終レポートとしてまとめる。授業内容を踏まえて自分の考えを論理的に記述している
かをみる。
（0〜30点）

夏Ⅰ

講義で指示するが基本的には講義レジメとなるPPTを講義終了ごと
8月28日（月）～8月30日（水） 1～5限
にコースツールに掲載する。

OIC

C棟2階ラーニングスタジオ C272

平常点100 %
レポート、プレゼンテーション、グループワークでの貢献など

夏Ⅱ

危機管理をめぐるゲーミング・シミュレーションには「生き物」の側面
があるため、ゲーミング・シミュレーションを実施する講義においてで 9月4日（月） 3～5限
は、実施時間等に関しては多少の変動を伴う。なおゲーミング・シ
9月5日（火）～9月7日（木） 2～5限
ミュレーションの実施にあたっては、ノートPCを使用する場合もある。

OIC

C棟2階ラーニングスタジオ C272

平常点100 %
全回数の出席・参加が必須。小テスト、課題等の提出を含む。

