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❶現代世界を読み解く
ためのリテラシー

❷国際紛争と調停の
　理論と実践

「次の環境」協創コース

同志社-ダイキン包括連携

Advanced Liberal Arts
多様化する現代社会の課題解決に求められる、サイエンスを運用する倫理＝良心。それは、
リベラルアーツ教育に影響を受けた新島襄が到達点として目指してきた「知識を運用する
品性と精神」に他なりません。分野横断的に物事を見る視点、そして柔軟な創造力・提案力
を涵養し、これからの世界を担う大学院生の学びを加速します。

自然科学と人文・社会科学を融合した観点から、環境問題の抜本的な解決を図ることで実現する新しい世界像。そういった未来の社会
づくりを目指すのが「次の環境」協創コースの学びです。空調機メーカーとして、グローバルに事業展開するダイキン工業株式会社と協
定を締結。大学及び企業の壁を越えた「協創」を軸とする「組織」対「組織」の連携体制により、社会人のビジネス感覚と学生の斬新な発
想が融合し、イノベーションと個人の成長を創出する新たな場が誕生します。
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◆ 「アドバンスト・リベラルアーツ科目群」の関連科目を学生とダイキン社員が共に受講。
　様々な学問的背景を持つ、学生、教員、社会人等多様性にあふれた環境で学ぶユニークなプログラム。
◆ 人文・社会科学から自然科学までを網羅したカリキュラムで新たな視点、感覚を涵養。
◆ 社会人と自由に対話し、未来社会にふさわしい人類のあり方と新技術を協創するフューチャーデザイン演習。
◆ フューチャーデザイン演習で生まれたアイデアを基に、具現化・社会実装を目指すミッション研究。

フューチャーデザイン演習

地域環境科目 環境技術科目

良心教育

❶「次の環境」特別講義
❷SDGsのための知的
研究開発手法

❶科学と良心
❷心理環境科学特論
❸環境リテラシーのための文学特論

未来予測→社会変化仮説

● 経済格差／南北問題
● イスラム社会との交流
● 移民問題／人種問題
● ESG（環境・社会・企業統治）

● 自然資源開発（水問題等）
● エコロジカルフットプリント
● 地球温暖化問題
● CO2排出規制／炭素税

● 再生可能エネルギー利用
● 企業のSDGsマネジメント
● 原子力開発
● 宇宙旅行／月・火星居住

● 環境教育／エコロジー思想
● 環境保護活動
● 環境の心理的影響
● 人の発達・成長・老化

ミッション研究
アイデア→プロトタイピング

基礎科目

▶ 基礎科目（選択必修：1科目2単位）
環境に関する倫理の問題や、ヒトの発達・生理・心理に及ぼす環
境の影響など、従来は十分顧みられなかった環境問題を取り上
げ、視座を拡大します。

▶ 地域環境科目（選択必修：1科目2単位）
多文化共生を考えるうえで重要な宗教・文化・社会制度について、
イスラム圏を事例として学びます。意識変革の重要性や、グローバ
ルなビジネス展開に伴う課題と解決指針について考察します。

▶ 環境技術科目（選択必修:1科目2単位）
再生可能エネルギーから火星居住まで幅広い事例に即し、コモン
ズ(社会共通資本)の思想を学び、持続可能な経済開発に資する
技術革新やその開発手法を追求します。

▶ フューチャーデザイン演習（必修科目）・ミッション研究
自然・人文・社会科学的な手法で環境に関する主要課題を抽
出し、将来世代の視点に立った技術アイデアを構想。新技術
のプロトタイピングを行います。生み出したアイデアを基に、
学内外の研究機関・企業等との共同研究に取り組んで社会実
装を目指します。

•科学と良心―「次の環境」を考えるために
•心理環境科学特論　•環境リテラシーのための文学特論開設科目

•「次の環境」特別講義
•SDGs のための知的研究開発手法 開設科目

•現代世界を読み解くためのリテラシー
•国際紛争と調停の理論と実践 開設科目

対象 全大学院生



世界に必要とされる「社会イノベーター」を養成する同志社リベラルアーツの新たなカタチ

Global Resource Management（GRM） Comm 5.0
国際社会が抱える問題の背景には、資源やインフラ（＝リソース）の不均衡がありま
す。このリソースを安定的に分配し、持続可能な発展の可能性を探ることが、多文化
共生社会の実現に繋がります。GRMでは、資源・エネルギーに関わる自然科学・理
工学的知識と、多文化共生に関わる人文・社会科学的知識を統合した
「文理融合」の視点と、他者との協働能力を養成。次世代のグローバル・
リーダーに必要な力を身につけます。

● Resource Management for Coexistence and Cultural Diversity ● Capacity Development for Coexistence 
  and Cooperative Works
● Group Work Practice Ⅰ
● Group Work Practice II

「資源」の適切な開発や管理によって諸問題を解決し共生社会の実現を目指すという、
GRMの理念を共有する科目です。講義では「資源」についての考え方を示し、そこから起
こりうる問題について説明を行います。

アドバンスト・リベラルアーツとは

アドバンスト・リベラルアーツとは、“良心”を精神的支柱と
した、本学独自の新しい大学院教育プログラムです。専門
分野だけにとらわれない広い視野と、知識を運用する高
い品性と精神を涵養するリベラルアーツ教育。その流れを
汲みながら、時代に対応した先端的な教育へとアップグ
レードしました。社会構造が複雑化し、解決すべき問題が
高度化する現代において、真に活躍・貢献できる人物を育
成します。

大学院というキャリアの新たな形

これまでの大学院教育では、学部で学んだ内容を専門的
に深める形が一般的でした。しかし、技術の高度化やグ
ローバル化が進み、ますます複雑で予測不可能となる社
会に対応するためには高度な専門性だけでなく、分野を
横断する複眼的な視点が必要です。アドバンスト・リベラ
ルアーツ科目では1つの領域にとどまらない知識やスキル
を涵養。社会で実用的な能力が身につき、大学院修了後
の進路や活躍の場が広がります。

大量生産・消費型のグローバル社会は、ヒトとモノ、ヒトとヒトの間に分断を生じさせました。
これからのAI・データサイエンスの時代においては、それらの新たな関係性を模索・再構築
する必要があります。Comm 5.0とは、Society 5.0における、ヒトとモノ、ヒトとヒトの「繋がり」、
すなわちこれからのCommunicationのあり方やCommunityの形成を意味し
ます。本プログラムでは、先端的な情報工学知識・技術の獲得や思考力・判断
力の習得を通じて、多様な価値・イノベーションを創造する人物を養成します。

開講科目 Pick Up

● 科学と良心 ● 心理環境科学特論

● セルフアウエアネス
  （コーチング入門）

同志社教育の原点である「良心」の視点から、自然科学及び人文・社会科学の壁を越えて「倫理と環境」に係る問
題を抽出し、その本質を明らかにします。特に、「分野を越えた議論ができる楽しさ」を感じてもらうために、知識の
インプットを行うだけではなく、ディスカッションの機会を設けることで学びの成果を確認し、理解を深めます。

開講科目 Pick Up

良心教育

持続可能な発展と
多文化共生

グローバル時代における

を考える

Global Resource Management

新しいコミュニケーションと
コミュニティのあり方

Society 5.0における

を考える

Comm 5.0
‒AI ・データサイエンス副専攻プログラム‒

イノベーション創造力
普遍的・多角的視野に裏打ちされた

を涵養

「次の環境」協創コース

アドバンスト・リベラルアーツ科目群

所属研究科の
専門分野の学び

「社会イノベーター」へ

普遍的な見方から
全体像を捉える能力

文系理系・分野を越えた
複数の深い専門知を
組み合わせながら

事象にアプローチできる能力

総合力

俯瞰力

未来を読み解く視座

創造力

良心を支柱に人間社会の
将来のあり方を模索

提案力

GRM提供科目
● Resource Management for Coexistence and Cultural Diversity
● Capacity Development for Coexistence and Cooperative Works
● Group Work Practice I (Multi-perspective approach on complex problem)
● Group Work Practice II (Basic procedures of research projects)

「次の環境」研究センター提供科目
● 科学と良心
● 心理環境科学特論
● 環境リテラシーのための文学特論
● 現代世界を読み解くためのリテラシー
● 国際紛争と調停の理論と実践

● 「次の環境」特別講義
● SDGsのための知的研究開発手法
● フューチャーデザイン演習
● ミッション研究I・II

Comm 5.0提供科目
● 科学と良心　 ● 心理環境科学特論　 ● セルフアウエアネス（コーチング入門）

アドバンスト・リベラルアーツ科目群

Comm 5.0
AI・データサイエンス副専攻プログラム

大学院教育プログラム


