
「立命館西園寺塾」2021年度 カリキュラム

7月3日 ■ 開講式・特別講義［西園寺 裕夫］ ※2021年度は、感染状況を踏まえ、開講式を7月に変更、

奈良フィールドワークは別日に実施しました。

7月10日 中島 隆博 Takahiro Nakajima 東京大学東洋文化研究所 教授

指定文献 『目的なき人生を生きる』 山内 志朗【著】KADOKAWA

稲盛生き方コース

7月17日

9月4日

9月4日

安田 洋祐 Yosuke Yasuda 大阪大学大学院経済学研究科 准教授

指定文献 『岩井克人「欲望の貨幣論」を語る』丸山 俊一【著】東洋経済新報社

『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる

経済・哲学・歴史・科学200冊』堀内 勉【著】日経BP

9月11日

9月18日

9月25日

10月16日

10月16日 垣内 俊哉 Toshiya Kakiuchi 株式会社ミライロ 代表取締役社長

事前課題 多様な人が存在する社会において必要なこと、ご自身(会社)で取り組まれている

こと、ご自身の意見などについてレポートを作成

10月23日

10月30日

（ご参考）

薮中 三十二 Mitoji Yabunaka 立命館大学国際関係学部 客員教授・元外務事務次官

事前課題 『日中国交正常化 - 田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦』

服部 龍二【著】中央公論新社

山下 範久 Norihisa Yamashita 立命館大学グローバル教養学部 教授

指定文献 『資本主義の再構築 -公正で持続可能な世界をどう実現するか』

レベッカ・ヘンダーソン【著】高遠 裕子【翻訳】日本経済新聞出版

『怒りの時代 - 世界を覆い続ける憤怒の近現代史』ﾊﾟﾝｶｼﾞ･ﾐｼｭﾗ【著】秋山 勝【翻訳】草思社

山口 周 Shu Yamaguchi 独立研究者／著作家／パブリックスピーカー

指定文献 『ビジネスの未来 エコノミーにヒューマニティを取り戻す』山口周【著】ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社

鵜尾 雅隆 Masataka Uo 日本ファンドレイジング協会 代表理事

指定文献 『On Imapact - A Guide to the Impact Revolution インパクトについて

ーインパクト革命へのガイドー）』和訳版 ロナルド・コーエン卿【著】

小川 さやか Sayaka Ogawa 立命館大学大学院先端総合学術研究科 教授

指定文献 『プロトタイプシティ 深センと世界的イノベーション』

高口 康太 他【編著】KADOKAWA

金丸 泰輔 Taisuke Kanamaru 日本経済新聞社 執行役員 文化事業担当

事前課題 自身の「交遊抄」を書く

指定文献 『仕事をつくる—私の履歴書』安藤 忠雄【著】日本経済新聞出版社

『ストックホルムへの廻り道—私の履歴書』大村 智【著】日本経済新聞出版社

大田 嘉仁 Yoshihito Ota 元 京セラ株式会社 取締役執行役員常務

指定文献 『JALの奇跡（稲盛和夫の善き思いがもたらしたもの）』大田 嘉仁【著】致知出版社

『心を高める、経営を伸ばす』稲盛 和夫【著】 PHP研究所; 新装版

ユニバーサルマナー検定3級・実技体験

堂目 卓生 Takuo Dome 大阪大学大学院経済学研究科 教授

指定文献 『ｱﾀﾞﾑ･ｽﾐｽ—「道徳感情論」と「国富論」の世界』 堂目 卓生【著】中公新書

11月27日～28日 ■奈良フィールドワーク（1泊2日） 本郷 真紹 Masatsugu Hongo 立命館大学文学部 教授

指定文献 『天皇の歴史2 聖武天皇と仏都平城京』吉川 真司【著】講談社学術文庫

※お役職は、ご講演いただいた当時です。



3月5日 ■ 修了式（＠東京）

11月6日

梅原文明コース

11月20日

川勝 平太 Heita Kawakatsu 静岡県知事

指定文献 『日本の中の地球史』川勝 平太【編著】ウェッジ社

『海から見た歴史〈増補新版〉-ブローデル『地中海』を読む』川勝平太【編】藤原書店

12月4日

松井 孝典 Takafumi Matsui 千葉工業大学惑星探査研究センター 所長・東京大学 名誉教授

指定文献 『文明は＜見えない世界＞がつくる』松井 孝典【著】岩波新書

12月11日

中川 毅 Takeshi Nakagawa 立命館大学総合科学技術研究機構 教授・古気候学研究センター長

指定文献 『禁断の市場フラクタルでみるリスクとリターン』

ベノワ･B･マンデルブロ、リチャード･L･ハドソン【共著】東洋経済新報社

『チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る』大河内 直彦【著】岩波現代文庫

12月18日 成田 悠輔 Yusuke Narita イェール⼤学助教授・半熟仮想株式会社代表取締役

指定文献 『資本主義だけ残った』ブランコ・ミラノヴィッチ【著】西川美樹【訳】みすず書房

1月8日 細谷 雄一 Yuichi Hosoya 慶應義塾大学 教授

指定文献 『戦後史の解放Ⅰ 歴史認識とは何か』細谷 雄一【著】新潮社

1月22日

1月29日

2月10日～12日

2月5日 中山 俊宏 Toshihiro Nakayama 慶應義塾大学 総合政策学部 教授

指定文献 確認中

2月26日

※お役職は、ご講演いただいた当時です。

川島 真 Shin Kawashima 東京大学 教授

指定文献 『ｱﾌﾀｰｺﾛﾅ時代の米中関係と世界秩序』川島 真・森 聡【編】東京大学出版会

『中国の外交戦略と世界秩序』川島 真・遠藤 貢・高原 明生・松田 康博【編】昭和堂

『現代中国を読み解く三要素』川島 真・21世紀政策研究所【著】勁草書房

末近 浩太 Kota Suechika 立命館大学国際関係学部 教授

指定文献 『イスラーム主義：もう一つの近代を構想する』末近 浩太【著】岩波新書

『中東政治入門』末近 浩太【著】ちくま新書

副 読 本 『大学生・社会人のためのイスラーム講座』小杉 泰【著】ナカニシヤ出版

1月15日

中島 隆博 Takahiro Nakajima 東京大学東洋文化研究所 教授

指定文献 確認中

2月19日～20日 福島フィールドワーク（1泊2日）開沼 博 Hiroshi Kainuma 東京大学 准教授

指定文献 『はじめての福島学』開沼 博【著】イースト・プレス

『福島第一原発廃炉図鑑』開沼 博 他【著】太田出版

京都フィールドワーク（2泊3日） 松栄堂 畑元章様による講義・体験、法話/座禅（建仁寺・霊源院）

植治 次期十二代 小川勝章先生による講義・お庭見学（平安神宮）

裏千家 倉斗宗覚先生による講義、上賀茂神社 特別拝観、高台寺 拝観

池坊専好先生による講義・華道体験 など

指定文献

『花戦さ』鬼塚 忠【著】角川文庫

木村 幹 Kan Kimura 神戸大学大学院 国際協力研究科 教授

指定文献 『日韓歴史認識問題とは何か』木村 幹【著】ミネルヴァ書房

『平成時代の日韓関係：楽観から悲観への三〇年』木村幹 他【編】ミネルヴァ書房

特別講義 金出 武雄 Takeo Kanade カーネギーメロン大学 ワイタカー記念全学教授

指定文献 『人工知能は人間を超えるか』松尾豊【著】KADOKAWA

安田 洋祐 Yosuke Yasuda 大阪大学大学院経済学研究科 准教授 ＊補足講義として実施


