
概 要

この副専攻は、地域社会を主体的に生きる力を身につけるプログラムである。
具体的には新潟地域を対象とし、地域社会を歴史的な深みからとらえることを軸としながら、地域を考えるう
えでの多様な視点・方法論を学ぶ。このことを通じて、地域の課題を発見し、その解決の筋道を立案できる人材
として成長することをめざす。

ね ら い 地域をめぐる諸問題について調査し、親しみ、考えた経験をもとに、各自の専攻の立場から地域の課題解決に
資する人材として成長すること。

到達目標

１．地域における様々な問題に関心を持ち、課題をともに担う態度を身につける。
２．地域を歩き、地域を観察し、地域の人や歴史と出会って、自らの手で地域
の姿を把握することができる。

３．自ら設定した地域をめぐる問題を調査し、深めて、課題を明らかにした報
告書を作成することができる。

４．新潟地域のフィールドワークによって、具体的な地域社会の歴史と文化な
どを深く理解することができる。
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認定条件
及び評価
の 方 法

【各プログラム共通の認定条件】
・本副専攻プログラムの「入門科目」を、「第３年次末」までに履修し、その単位を修得していること。
・卒業時の総修得単位数が、所属する学部の卒業要件単位数に「12単位」以上を加えたものであること。
・本副専攻プログラムが定めた授業科目から「24単位」以上を修得していること。
・卒業時の全科目のＧＰＡが、「2.5」以上であること。

【各プログラム独自の認定条件等】
・�コア科目から、属性区分「R」科目（必修科目）を含む「12単位」以上を修得していること。

プログラ
ムの紹介

いずれの地域社会も、長い歴史の中で形成されたものであり、複雑に重層した内実を持っている。また今や地
域社会は自治体再編などで大きく変動し、そこで暮らす住民は地域の自立など様々な課題と直面している。
副専攻「地域学」は、このような地域社会で生きる自覚をたかめ、主体的に地域社会と関わっていく力を身に
つけ、さらには地域社会の未来を切り開く人材として成長していくことを目指したプログラムである。
地域を考えるための視点には様々なものがあるが、本プログラムが主として重視するのは歴史的な視点であ
る。とりわけ必修のR科目では、新潟地域を対象とした地域の過去と現在を、フィールドワークを交えて実地に
学び、地域の課題を探るための基礎力を身につける。もちろんそれだけではなく、新潟大学個性化科目の地域研
究や地域入門を中心とした、文系・理系にまたがる多様な科目の履修を通して、地域を考える際の多様な視点・
方法を学ぶことになる。
各学生はもちろんそれぞれの専攻を修める一方でこのプログラムを学ぶわけであるが、本プログラムで学んだ
地域の視点をそれぞれの専攻の立場にフィードバックし、相互に関連づけてゆくことで、より深く地域に根ざし
た思考ができるようになることを期待している。

■プログラムの名称
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令和3（2021）年度以前の入学者のみ
修了認定可能なプログラム

重要
本プログラムは、2022年度以降入学者（3年次編入生は
2023年度以降入学者）は認定の対象となりませんので、
ご注意ください。

「地 域 学」



「地 域 学」

地
域
学

属性区分　　R：必修科目／A：選択必修科目
分類 属性 開講番号 授業科目名 単位 学期 ターム 曜限 形式 授業担当者 所属 分野 水準

1 コア R 220Q9016 地域学序説入門【入門科目】 1 第1学期 第1・2ターム 木H・T 講義 原　直史・他 人文社会科学系（人文学部） 99 03

2 コア R 220Q9017 地域学実習 2 第1学期 不定期開講 実習 原　直史・他 人文社会科学系（人文学部） 99 04

3 コア R 220Q9018 地域学演習 2 第2学期 第3・4ターム 金H・T 演習 原　直史・他 人文社会科学系（人文学部） 99 04

4 コア 223G3701 新潟の農林業 2 第2学期 第3ターム 火・金1 講義 韓　東生・他 自然科学系（農学部） 75 03

5 コア 224G3703 土と水 2 第2学期 第4ターム 火・金2 講義 吉川　夏樹・他 自然科学系（農学部） 75 03

6 コア 休講 比較地域社会学 2 講義 75 03

7 コア 220G3211 地域から文化を考える 2 第1学期 第1・2ターム 月5 講義・実習 中村　元 人文社会科学系（人文学部） 75 03

8 コア 休講 地域を探る 2 講義 75 03

9 コア 223G3712 トキをシンボルとした自然再生 2 第2学期 第3ターム 月・木4 講義 永田　尚志・他 佐渡自然共生科学センター 75 03

10 コア 220G3933 朱鷺・自然再生フィールドワーク 1 第1学期 集中 実習 永田　尚志・他 佐渡自然共生科学センター 75 03

11 コア 220H9101 社会・地域文化学入門 2 第2学期 第3・4ターム 木5 講義 松井　克浩 人文社会科学系（人文学部） 31 03

12 コア 休講 歴史文化学入門Ａ 2 講義 31 03

13 コア 休講 歴史文化学入門Ｂ 2 講義 31 03

14 コア 220H9102 歴史文化学入門 2 第2学期 第3・4ターム 火5 講義 村上　正和 人文社会科学系（人文学部） 31 03

15 コア 220H1003 社会文化学入門Ａ 2 第2学期 第3・4ターム 木5 講義 松井　克浩・他 人文社会科学系（人文学部） 31 03

16 コア 220H1004 社会文化学入門Ｂ 2 第2学期 第3・4ターム 火5 講義 村上　正和・他 人文社会科学系（人文学部） 31 03

17 コア 休講 地誌学概説Ａ 2 講義 33 03

18 コア 223H9212 地誌学概説Ｂ 2 第2学期 第3ターム 金3・4 講義 堀　健彦 人文社会科学系（人文学部） 33 03

19 コア 223H2030 地誌学概説 2 第2学期 第3ターム 金3・4 講義 堀　健彦 人文社会科学系（人文学部） 33 03

20 コア 220G3704 近世越後諸地域の歴史と社会 2 第2学期 第3・4ターム 木5 講義 原　直史・他 人文社会科学系（人文学部） 75 03

21 コア 220G3709 新潟での企業理念と経営戦略 2 第2学期 第3・4ターム 金2 講義 栗原　隆 非常勤講師 16 03

22 コア 休講 新潟産業フィールドワーク 4 講義・演習 石本　貴之・他 非常勤講師 75 74

23 コア 220G3901 新潟産業フィールドワーク・オンライン 4 第1学期 集中 講義・演習 石本　貴之・他 非常勤講師 75 74

24 コア 休講 新潟地域研究 2 講義 75 03

25 コア 休講 日本酒学Ａ− 1 1 講義 75 03

26 コア 休講 日本酒学Ａ− 2 1 講義 75 03

27 コア 220G3902 日本酒学Ｂ 1 第1学期 集中 講義 柿原　嘉人 医歯学系（歯学部） 75 03

28 コア 220G3209 ボランティア開発論Ⅰ 2 第1学期 第1・2ターム 金5 講義 雲尾　周・他 人文社会科学系（院教実） 75 03

29 コア 220G3707 ボランティア開発論Ⅱ 2 第2学期 第3・4ターム 金5 講義 雲尾　周・他 人文社会科学系（院教実） 75 03

30 コア 220G3210 コミュニティ開発論Ⅰ 2 第1学期 第1・2ターム 金6
（※昼間主科目） 講義 雲尾　周・他 人文社会科学系（院教実） 75 03

31 コア 220G3708 コミュニティ開発論Ⅱ 2 第2学期 第3・4ターム 金6
（※昼間主科目） 講義 雲尾　周・他 人文社会科学系（院教実） 75 03

32 コア 223G3729 新潟地域の魅力を探る 2 第2学期 第3ターム 木3・4 講義・演習 高澤　陽二郎 教育・学生支援機構教育プログラム支援センター 75 03

33 コア 220G3925 新潟の企業の魅力を探る 1 第1学期 集中 講義 高澤　陽二郎 教育・学生支援機構教育プログラム支援センター 75 03

34 コア 休講 地元学入門 2 演習・実習 77 03

35 コア 223G3706 新潟中小企業魅力発信演習 1 第2学期 第3ターム 木2 実習 有元　知史 人文社会科学系（経済科学部） 37 03

36 関連 222T0434 都市計画学Ⅰ 2 第1学期 第2ターム 火・金4 講義 岡崎　篤行 自然科学系（工学部） 53 03

37 関連 221T0441 日本建築史 2 第1学期 第1ターム 火・金2 講義 黒野　弘靖 自然科学系（工学部） 53 04

38 関連 223T0414 建築計画学Ⅰ 2 第2学期 第3ターム 火・金2 講義 黒野　弘靖・他 自然科学系（工学部） 53 03

39 関連 休講 日本史概説Ａ 2 講義 31 03

40 関連 221H9215 日本史概説Ｂ 2 第1学期 第1ターム 火・金2 講義 原　直史・他 人文社会科学系（人文学部） 31 03

41 関連 休講 日本史概説Ｃ 2 講義 31 03

42 関連 休講 日本史概説Ｄ 2 講義 31 03

43 関連 221H2037 日本史概説 2 第1学期 第1ターム 火2 講義 原　直史・他 人文社会科学系（人文学部） 31 03
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■授業科目リスト（掲載されている学期・曜・限は変更される場合があります。）




