
名古屋学院大学　高大連携出張講義一覧

№ テーマ 講義内容 担当教員 所属学部 出張可能日

1
経済発展の源泉について
考えましょう

経済発展をもたらすものは何か、日本には何がかけているか、などについて幅広い
視点から一緒に考えていきます。

秋山　太郎 経済 応相談

2 戦後日本経済の歩み
第二次大戦後から現在までの日本経済の大まかな流れを学びます。過去を知ること
によって、現在や将来を考えるヒントが得られればと思います。

阿部　太郎 経済 主に水曜日

3 平和問題
戦争はどのような状態なのか、そして戦争というものをどう考えるかについて、ア
フガニスタン戦争やイラク戦争を中心に考えてみましょう。

飯島　滋明 経済 会議のない水曜日

4 外国人問題
少子高齢化が進む中、外国人の存在は日本社会にとって必要不可欠です。でも、外
国人にとって日本社会は住みやすい社会なのでしょうか？医療、労働、住居、教育
などを中心に考えてみましょう。

飯島　滋明 経済 会議のない水曜日

5 医療問題
私たちが健康な生活を送るためには医療の問題をおろそかにはできません。健康な
生活を送るために、医療にかかわる政治はどうあるべきかを考えてみましょう。

飯島　滋明 経済 会議のない水曜日

6
欧州連合EUはこれからど
うなる?

5億強の人たちが住む欧州は、今、移民・難民問題や英国のEU離脱問題、さらには
ポピュリズム(人気取りの大衆迎合政策)などによって大きく揺れています。二度の
世界大戦の現場となり、多くの人命か失われた過去をもつ欧州のこれからの動きに
ついて考えてみたいと思います。

家本　博一 経済
火曜日午後、会議のない
水曜日午後、木曜日午
前・午後

7
世界有数の親日国ポーラ
ンド

ポーランドは、18世紀末から約120年間にわたり大国に挟まれて国家消滅を経験し
ました。そうした中でも、日本人の交流が生まれ、今や世界有数の親日国となって
います。日本語、日本文化、そして日本企業などに深く敬意を表しています。そこ
で、歴史を振り返りながら考えてみたいと思います。

家本　博一 経済
火曜日午後、会議のない
水曜日午後、木曜日午
前・午後

8
貿易自由化，日本企業の
対外投資，国際博覧会の
経済効果

国際経済学はヒト，モノ，お金の国境を越えた移動について考える分野です。従来
国境を越えにくかった形のないサービスや文化も，技術や制度の変化によって取
引・交流が盛んになっています。これらの移動はどんな要因に基づいているのかを
探ります。

伊沢　俊泰 経済 月曜日

9
同じモノ・サービスで
も、値段が異なるのはな
ぜ？

例えば、航空券のチケットには色々な種類があります。そのため、同じ飛行機で隣
り同士になった人でも、航空券の価格は２倍以上違っていることがあります。それ
はなぜか。価格差別という企業行動から解説します。

大石　邦弘 経済 金曜日

10 日本の伝統と近代
日本の伝統とは何か、それは他の諸国とはどう違うのか、日本の伝統を近現代の西
欧化やグローバリゼーションの中で生かすことはできるのかなどについて考察した
い。

荻原　隆 経済 金曜日

11 国際経済から眺める日本
様々なデータを用いて日本が国際経済の中でどのような位置づけなのかを説明しま
す。

黒田　知宏 経済 火曜日　水曜日

12
日常の常識・非常識と経
済学

「わかってはいるけれどもやめられない、大事なことだけど自分はしない．な
ぜ？」世の中にたくさんあるこのような疑問に対して、経済学はどのように対処す
るのか。わかりやすく説明します。

黒田　知宏 経済 火曜日　水曜日

13
情報技術革新が経済社会
に与えるインパクトを考
える

最近は、身近な電化製品がネットに接続可能になり、いつでもどこでも最新の情報
が入手できる時代になっています。情報における技術革新が、ライフスタイルや世
界経済にどのような影響を与えているかを解説します。

児島　完二 経済 月曜日

14 はじめて学ぶ金融論
経済社会には資金循環が欠かせません。みなさんにとって不可欠で身近な存在であ
る「お金」（「金融」）は健康や家族や生命と同じくらい重要であることを、やさ
しく解説します。

小林　礼実 経済 会議の無い水曜日

15
地球温暖化問題への対応
策・経済学的アプローチ

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による報告書等で紹介されている地球温暖
化問題の現状について解説を行うとともに，欧州を中心に実施されている炭素税や
排出量取引といった市場メカニズムを活用した地球温暖化対策を紹介する。

佐々木　健吾 経済 月曜日

16
現代の福祉課題と福祉の
仕事

少子高齢化、人口減少が進む現代。みなさんの住む日本社会は、これからどうなっ
ていくのでしょうか。身近な福祉の視点から、学んでいきます。また、長年、ソー
シャルワーカーとして働いた経験から、福祉の仕事について紹介します。

澤田　景子 経済 金曜日

17
新たな社会的リスク―ダ
ブルケアについて学ぼう
―

一人の人が同時期に育児と介護を行うダブルケアは、晩婚化・晩産化が進む日本に
おいて、新たな社会的リスクとして注目されています。今後、増加が予測されてい
るダブルケアについて、事例などをとおしてわかりやすく学んでいきます。

澤田　景子 経済 金曜日

18
正しいデータの見方を習
得しよう：警察官が多い
街ほど犯罪が多い？

集められた様々なデータから世の中の側面を読み取ることが、経済学の重要な仕事
の一つです。しかし、データを単に眺めているだけでは誤った解釈をする可能性が
あります。「相関」と「因果」の識別に注目し、正しいデータの読み方を学んでみ
ましょう。

菅原　晃樹 経済 応相談

19
世界の観光事情と観光資
源

観光の歴史や観光をとりまく産業など、世界の観光事情を紹介します。また、最近
注目の新しいツーリズムの事例を紹介しながら、身近な地域の観光資源を考えま
す。

田中　智麻 経済 金曜日

20
モノの数え方で学ぶ言葉
の意味の世界

猫を数える時は「一匹」。車は「一台」。波平の頭頂の毛は「一本」。なぜそのよ
うに数えるのでしょうか。本講義では、モノを数える表現を使い言葉の意味分析に
挑戦します。

濵野 寛子 経済 月曜日

21
教師になりたいひとのた
めの教育学入門

特に教師をめざす高校生のみなさんに「教育学」に触れる機会を提供します。ま
た、大学の教職課程や教師の仕事についても説明します。

松本　浩司 経済
月曜日（授業期間。その
他期間は応相談）

22
大学・短大選びへのアド
バイス

偏差値よりも大事なことがあります。充実した大学・短大生活を送るためにいまや
るべきことをアドバイス。http://www3.ngu.ac.jp/~koji-m/sinro.pdf

松本　浩司 経済
月曜日（授業期間。その
他期間は応相談）

23
授業ノートの上手なとり
方・活用法

学んだことをよりよく理解するために授業ノートを上手に使えるようになりましょ
う。

松本　浩司 経済
月曜日（授業期間。その
他期間は応相談）

24
日本の国の財政の姿と今
後の課題について

国の財政の仕組みを説明した上で、これから解決すべき課題について一緒に考えよ
うと思います。

水田　健一 経済 金曜日

25
地方の財政の諸問題につ
いて

地方の分権や国の財政との関係など、地方の財政の問題について一緒に考えましょ
う。

水田　健一 経済 金曜日

26 環境と文化
人間は文化を持つことで、さまざまな環境、過酷な環境においても生活してきた。
そのような環境と文化の多様性について紹介する。

今村　薫 現代社会 応相談

27 日本企業の歴史
日本の経済発展を担った企業及び企業家の歴史を取り上げます。富士通、トヨタ自
動車などの具体的な企業について説明する予定です。

笠井　雅直 現代社会 月曜日
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28
身体障害者補助犬の世界
を知ろう！」

身体障害者補助犬を知ってますか？視覚、聴覚、身体に障害を持つ人を助けてくれ
る訓練を受けた盲導犬、聴導犬、介助犬を指します。それぞれがお互いに理解し合
える、優しい社会を目指して、補助犬の世界を見てみましょう。

川村　隆子 現代社会 応相談

29
文化資源と観光資源ーそ
の関係性を問うー

地域の文化資源をどのように観光資源に変えるのか、あるいは観光資源化に伴う問
題点はあるのかなど

古池　嘉和 現代社会 会議のない水曜日

30 高校生のための社会学
私たちの社会はたくさんの「あたりまえ」によって成り立っています。「あたりま
え」＝自明性を疑い、常識をときほぐすための方法を学びます。

野尻　洋平 現代社会 会議のない水曜日

31
少子高齢社会の展望と課
題

少子高齢化が急速に進む日本は、どのような課題に直面するのか。いまの高校生の
世代は、それにどのように立ち向かわなければならないのか。明るい未来を実現す
るための方向性を考えます。

村上　寿来 現代社会 応相談

32
ICTが社会経済に与えるイ
ンパクト

情報社会の深化は、私たちの生活にどのような影響をもたらしているでしょうか。
日本全体から個人の視点まで、具体例をあげながら、そのインパクトを考察し、今
後を考えていきます。

伊藤　昭浩 商 木曜日

33 情報社会の歩き方
情報時代に突入し、私たちの周りには、情報をやり取りする機会があふれていま
す。情報社会をどう歩けば安全で、快適に過ごせるか身の回りの事例を中心に議論
しましょう。

岩出　和也 商 月曜日、火曜日

34 決算書から得られる情報
企業の決算報告書とその作成プロセスである簿記についての、初歩的な仕組みを解
説します。

上田　幸則 商 火曜日

35
現代社会における企業と
消費者

現代社会は、急速な情報機器の進展により消費者行動も大きく様変わりしていま
す。このような時代のマーケティング活動（商品開発からコミュニケーションに至
るまで）について消費者の変化と共に考えてみましょう。

岡本　純 商
金曜日、それ以外の日程
は応相談

36
伝えたいことを伝える論
理的な文章力

伝えたいことをうまく文章にできないと悩む人が多くいます。なぜうまく伝えられ
ないのでしょうか。論理的でわかりやすい文章とはどのようなものなのかを考えて
いきます。

川﨑めぐみ 商 火曜日

37 常に儲かる証券投資

証券投資において、常に儲かるポジションを作ることができます。例えば、下げ相
場でも株式投資で儲かることができ、自己資金がゼロでも儲かるポジションを作る
ことができ、またデリバティブ取引で常に儲かるポジションを作ることもできま
す。どうしてそれが可能であるかをわかりやすく説明します。

姜　喜永 商 金曜日

38
ヒット商品からみる流
通・マーケティング

毎年のように消費者に受け入れられた商品がヒット商品としてだされている。企業
の重要な活動として、どのような商品を開発し、どう消費者に受け止められていく
のか、最終的な販売までふくめて商品政策の重要性を論じたい。

小谷　光正 商 金曜日

39
マーケティングでは「顧
客志向」を中心に

お客様の求めるモノを、求める時に、求める場所に、求める量だけ品揃えする。で
もすべてのお客様の望みには応えられない・・・簡単なようで、難しいマーケティ
ングの不思議を、「ユニクロ」や「マクドナルド」などの実例を紹介しながら、わ
かりやすくお話しします。

清水　良郎 商 月曜日

40
私たちにモノが届くまで
の「物流」の仕事とは

有店舗・無店舗販売によって、今、私たちは様々なモノを手にして消費していま
す。モノが作られる地点から消費する地点まで流れるなかで、どのような仕事があ
り、どのような工夫がされているのかをお話しします。

杉浦　礼子 商
会議のない水曜日と月曜
日

41
激動の時代を生きた近江
商人

社会的に正統な商売を展開してきた近江商人。その近江商人が行ってきた商法は、
現代社会でも通用するのかを受講生の皆さんと一緒に考えたいと思います。

髙木　直人 商 金曜日

42
ケース・メソッド教育
（職場や集団の人間関
係）

職場で起こる人間関係の問題について考えます。特に、若者が職場で体験する人間
関係の問題のケース（事例）を利用します。そのケースから、人間関係問題に対す
る予防（自分ができる対策）とは何かを私と一緒に考えませんか。

髙木　直人 商 金曜日

43
就職する君　働いて方で
は遅い

就職活動に頑張って内定をもらい、せっかく働いてもやめる理由はなんなんでしょ
う？この講義では、社会に出る前に高校生の皆さんに知っておいて欲しいことにつ
いて考えます。

髙木　直人 商 金曜日

44
世界の可能な形状を考え
る

トポロジー（位相幾何学）の初歩的な解説をします。（2次元的な）図形の形を、
その中に住んでいたら、という視点から考えると、どのような形がありうるか、を
考えます。

宝島　格 商 木曜日（午後）、金曜日

45
大学で学ぶビジネスや
マーケティングの発想

「ビジネス」や「マーケティング」は、単にお金儲けだけを考えることなのか。講
義では、それらにどのような発想が必要なのかを考えていきます。

濵　満久 商
会議のない水曜日、金曜
日

46
思考力を養おう：『常
識』をあらためて考える

「思考力」を養うとはどういうことか。「常識」を考えるとはどういうことか。講
義では普段、私たちが「当たり前」だと思っていることを、あらためて別の角度か
ら考えることで意外な事実を見出していきます。

濵　満久 商
会議のない水曜日、金曜
日

47 経営学・商学のススメ
モスバーガーのＭＯＳとは？三洋の3つの洋とは？DHCは何の略称？なぜマトモトキ
ヨシはフルネーム？なぜローソンの牛乳マーク？会社の意外なヒミツを紹介しよ
う。

林　淳一 商 土曜日

48
経営に活用するシミュ
レーション技術

企業経営をしていく中においてシミュレーション技術がどのように活用されている
のか、実際の企業での活用事例やその技法について講義します。

三輪　冠奈 商 火曜日

49 ICTと社会の関わり
情報通信技術によって世の中は便利になりましたが、一方で新しい問題もたくさん
出てきています。その両面を見つめ、よりよい、テクノロジーと社会の関わりあい
を考えます。

山口　翔 商 木曜

50
映画で英語を学んでみよ
う！

洋画を英語音声で楽しめたらと思いませんか？映画はリアリティに満ちた英語を学
ぶ良い教材です。講義では1つ映画を取り上げ、更に好きな映画で英語を学ぶコツ
も伝授します。

山﨑　僚子 商 水曜日

51
客観的に物事を捉える
～外国人受け入れを題材
に

外国人材受け入れは、イデオロギー的対立を生みやすく、諸外国でも大きな社会問
題となっています。講義では、物事を客観的に捉えることの重要性を伝えます。

山田　航 商 火曜日
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52
ビジネス数字に強くなろ
う

情報化の進展により、経営の現場ではビジネス数字に強い人材が求められていま
す。講義では、数字を活用した実践例とともに、「数字に強くなる」意義を伝えま
す。

山田　航 商 火曜日

53
施政方針から見える地方
自治の課題

愛知県・三重県・岐阜県の東海3県を中心に、東海3県の主要な市が公開している
「施政方針」や特色のある条例を参照しながら、地方自治の課題とそれに対応した
自治体の施策を概観する。

國井　義郎 法 木曜日

54 会社は誰のものか？
会社法では取締役は株主利益最大化のみを考えればよいという学説が多数説です
が、収益至上主義は時として会社を暴走させます。では、取締役は何のために業務
を執行すればよいのでしょうか。

坂東　洋行 法 応相談

55
いっしょに考えよう：大
学って何？

大学について考えましょう。「勉強から開放されてバイトができて、遊べる自由な
ところ」なんて考えているようでは、時代遅れです。大学が高校までとどう違うの
か、大学とは何するところなのか、など、進学の前にぜひ考えておかなければなら
ないいくつかのポイントをいっしょに考えてみましょう。

赤楚　治之 外国語 金曜日

56 意味論（日英語対照）
「ことば」について考えることは、「話者が世界をどう捉えているか」を考えるこ
とです。日英語の表現を例に、それぞれの言語話者による世界の捉え方を探りま
す。

有薗　智美 外国語 月曜日

57

言葉の不思議（人はなぜ
話せるのか（言語学）、
面白さ満載の日本語（日
本語学））

言語学では、人はなぜ話せるのかを中心に言語研究の最前線をご紹介します。日本
語学では、古代・中世日本語および現代日本語に関するさまざまな面白いことばの
現象を取り上げます。

今仁　生美 外国語 木曜日

58
なぜ外国語を勉強するの
か？

これから社会で生きていく際に、なぜ外国語を身につけておかなくてはならないか
をお話しします。また、外国語の能力の中でどんな能力が必要になるのかも併せて
説明します。

柳　善和 外国語 木曜日

59
観光におけるビッグデー
タ活用

近年，多くの産業・学問分野において大規模データの利活用が進められています。
携帯電話の位置情報データから旅行者の行動等について，どんなことがわかるのか
解説します。

山本　真嗣 外国語 月曜日

60
英詩（70年代ポップスの
歌詞）

「誰もが知ってるあの名曲の歌詞は、実はこんな内容だった。」当時わからなかっ
たあの歌詞の本当の意味が、懐かしい時代を背景に浮かび上がってきます。

米山　雅浩 外国語 金曜日 午後

61 ことばの意味（日本語）
「えらい」と「立派」は何が違う？じゃあ、「すごい」は？…似ていることば同士
を比べることで、色々と見えてくることがあります。ことばの意味（日本語）につ
いて、考えます。

梶原彩子 国際文化 金曜日午後

62 人類のたどった道

生物の一つの種として誕生した人類は、いまや地球の主人公として君臨するばかり
か、その特異な文化的発展の結果、自らの生存基盤すら掘り崩しつつある。人間が
これからも生物多様性の世界である地球環境の中で生き、そして他の生物との共生
系を維持するために、現代を生きる我々にはどのような生存のための選択が必要な
のだろうか。

木村　光伸 国際文化 応相談

63
熱帯林はなぜ保全する必
要があるのか

地球上のすべての生物は、初期の地球において化学的過程の産物として生起した生
命を起源に持ち、長大な歴史の中で分化し、現在の多様性を獲得してきた。その事
実は一つの生物にとって他のすべての生物が環境として重要であることを物語って
いる。地球環境の持続性の大切さをアマゾン熱帯林における最新の研究成果をもと
に考えてみよう。

木村　光伸 国際文化 応相談

64
外国語を学ぶ意味につい
て考えよう

AIの時代を迎え、たいていのことは機械が日本語・外国語間の翻訳をしてくれるよ
うになっています。そんな時代に外国語を学ぶ意味について一緒に考えましょう。

工藤 泰三 国際文化
月（全日）・水（午
後）・その他応相談

65
高校と大学の「学び」の
違いについて考えよう

2018年度、大学進学率は57.9％に達しました。でも、みんな本当にそんなに勉強が
好きですか？ 高校と大学の両方で教授経験を持つ講師と、大学進学の意味につい
て一緒に考えましょう。

工藤 泰三 国際文化
月（全日）・水（午
後）・その他応相談

66
身近なものから世界との
つながりについて考えよ
う

何気なく過ごしている日常の中には、日本の外とつながっているものがたくさんあ
ります。身近にあるものを題材にして、みなさんと世界とのつながりについて一緒
に考えましょう。

工藤 泰三 国際文化
月（全日）・水（午
後）・その他応相談

67 中国の社会と文化
中国とはどのような国なのか、中国語とはどのような言葉なのか、悠久の歴史の中
で育まれてきた中国文化の特質を解説しながら、今日の中国を紹介します。

黄　名時 国際文化 土曜日、日曜日

68
中国における日本の大衆
文化

日本と中国の関係をより広く把握する材料として、日本のアニメや漫画を初めとす
る様々なポップカルチャーや文学などの中国における現在の受容状況について紹介
したい。

近藤　泉 国際文化 火曜日

69
中国における日本のアニ
メ・漫画

日本のアニメや漫画は、今や世界各地に浸透し、それは中国でも同じである。中国
での現在の受容状況について、対日意識への影響や産業面、今後の見通し、などを
含めてテーマとする。

近藤　泉 国際文化 火曜日

70
援助（国際協力）ってな
んだろう？

よく耳にするけどODAやNGOってなに？　援助は役に立っているの？　なぜ世界に貧
困が存在するの？　日本も経済的にたいへんなのに援助する必要があるの？　いっ
しょに考えましょう。

佐伯　奈津子 国際文化 木曜日

71
企業と消費者の責任っ
て？

アパレル、コピー用紙、パームオイル、チョコレートなど、身近な商品がどのよう
に生産されているかを知り、企業や消費者が環境や人権などにどのような責任をも
つ必要があるか考えます。

佐伯　奈津子 国際文化 木曜日

72 フィリピンの文化 フィリピンの文化を紹介します。 佐竹　眞明 国際文化 木曜

73 色彩と人間行動
私たちは普段、色に囲まれた生活を送っています。それらの色が、私たちの心理や
行動にどのような影響を及ぼしているのかについてお話します。

柴崎　全弘 国際文化 水曜日以外

74
平安貴族社会の政治と文
化

平安貴族というと誰でも『源氏物語』の光源氏か、藤原道長か、十二単の女性くら
いしか思い浮かばないと思います。この時代に生きたいろいろな人々のエピソード
を紹介し華やかなだけの平安時代像を崩したいと思います。

曽我　良成 国際文化 水曜日(応相談)

75 健康と病気の日本史
医学の発達した現代でさえ、新型インフルエンザ騒動に見られるように人は病気へ
の恐怖から逃れることはできません。古い時代の人々はどのように健康を気遣い、
どのように病気と闘っていたのかをお話しします。

曽我　良成 国際文化 水曜日(応相談)

76
高校の日本史・受験の日
本史・大学の日本史

同じ日本史でも、高校と予備校と大学では全く違います。出題側の考え方を知れば
受験の対策も立てやすいでしょうし、歴史学科へ進学しようとする人には前もって
内容を知ることができます。以前お話しした内容が下記に紹介されています。

曽我　良成 国際文化 水曜日(応相談)



名古屋学院大学　高大連携出張講義一覧

№ テーマ 講義内容 担当教員 所属学部 出張可能日

77
オーストリアの歴史と文
化

ハプスブルク帝国の歴史と文化、そして戦後オーストリアの歴史から、多文化共生
への知恵を学びます。

土屋　勝彦 国際文化 火曜日

78 日中関係を考える
中国は日本にとってとても重要な国です。しかし歴史認識問題をめぐって、両国関
係は決して良好とは言えません。我々日本人はどのような歴史認識を持つべきかを
検討し、日中関係を改善する方策を皆さんと共に考えてみたいと思います。

中田　昭一 国際文化 応相談

79
グローバル社会て何？
国際強力とは？

グローバル化する国際社会について簡単に説明し、日本がどのように国際協力に貢
献することが出来るかを説明する。また、日本国内の異文化共存やグローバル化に
備えて、国際人になるためのベーシックを説明する。

長田こずえ 国際文化 木曜日、その他相談可能

80
楽しい中国語を始めよ
う！

中国語で「ムー・ツン・トゥオ・ザイ」って誰？－木村拓哉。「麦当労」って何？
－マクドナルド。中国語をかじって、その楽しさを実感してみませんか？自分の名
前の中国語読みや、簡単な挨拶言葉を指導します。

樋口　勇夫 国際文化 金曜日

81 ドイツの言語と文化 言語と文化は切り離すことができない。ドイツの言葉と文化の特色を紹介する。 山本　淑雄 国際文化 金曜日

82
高校生段階の進路決定に
ついて

音楽好きな高校生が，大学進学の失敗や大学留年，大学院への進学を経て，音楽を
続けたい一心から音楽科担当の小学校教員となる。紆余曲折を描きながら３６年間
の小学校教員生活を終え，現在の大学教員になるまでの経緯。

江田　司
スポーツ健
康

火曜日・会議のない水曜
日
応相談

83
スポーツ科学ってどんな
学問？

スポーツ系の大学で学ぶスポーツ科学は、とても幅広い学問です。講義では、この
スポーツ科学に含まれる多様な領域を紹介し、その面白さをお伝えします。

沖村　多賀典
スポーツ健
康

前期：月曜日
後期：金曜日

84 小学校の先生って楽しい
小学校の先生について、多忙化や保護者対応の困難さ等々マイナス面が多く取りざ
たされています。やりがいのある楽しい面を、33年間の小学校教師経験からお話し
します。

菊池　八穂子
スポーツ健
康

月曜日

85 生徒指導・学校教育相談
自分自身をよく理解することが、他者への理解につながります。自己理解から他者
理解への理論と技術を一緒に学びましょう。

小林　由美子
スポーツ健
康

火曜日

86 岩石から見た地球
地球の多くの部分を構成している岩石は、地球の長い歴史の中で様々な活動や変動
を経験しています。この岩石を知ることで、地球の本当の姿や活動を知ることがで
きます。身のまわりにある“岩石”についてわかりやすく説明します。

小林　記之
スポーツ健
康

応相談

87 オリンピックの光と影
オリンピックは世界中の関心事ですが、このビックイベントには光と影がありま
す。世界平和、メダル主義、テロリズム、ドーピングなどを題材に学びます。

近藤　良享
スポーツ健
康

応相談

88 スポーツ科学に触れよう
スポーツ科学は物理学や工学、医学などの基礎を元に成り立っています。身近な動
作やスポーツ動作を題材にバイオメカニクスやスポーツ生理学などを例に挙げて紹
介します。

齋藤　健治
スポーツ健
康

応相談

89
スポーツと薬物－やっぱ
り気になるうっかりドー
ピング

「ドーピング」は言葉としては知っていますが、詳細について分からないことが多
いのではないでしょうか。最近のドーピング陽性事例を紹介し、知っておきたいス
ポーツと薬の関係をお話しします。

酒井　淳一
スポーツ健
康

応相談

90
生涯にわたるスポーツ実
践

ライフステージごとに安全で楽しみながら実践できるスポーツ種目やその方法を紹
介し、人生のいかなる時期においてもスポーツ活動が必要であることを理解する。

坂井　智明
スポーツ健
康

応相談

91
小学校教師になりたい人
のための教師教育学　入
門編

小学校教師を目指そうとしている高校生のみなさんに、教師教育学での研究成果を
もとに、自分自身の小学校教師の経験を絡めながら、小学校教師のやり甲斐や抱え
ている問題など、小学校教師の姿をお話します。

滝浪　常雄
スポーツ健
康

応相談

92
試してわかる心理学　～
心理学入門～

心理学というと、心の病気のことばかりしていると思っている人がたくさん居ま
す。ここでは、ごく普通の私たちの心を考え、実際に心理学の簡単な実験をやりな
がら心理学の入門をします。

谷口　篤
スポーツ健
康

会議のない水曜日、又は
春学期の金曜日

93
勉強に役立つ教育心理学
～記憶のしくみ～

より効率よく学習するためには何が必要だろうか。記憶の特徴を簡単な実験をしな
がら学び、学習効果を上げる勉強方法について考える

谷口　篤
スポーツ健
康

会議のない水曜日、又は
春学期の金曜日

94
かかわりを大切にしたい
保育

保育園や幼稚園の先生の姿を見ていると、「楽しそうだな」って感じませんか。で
も、最近のニュースや新聞では、過酷な仕事だともいわれています。「保育ってな
んだろう？」一緒に考えてみましょう。

古川　洋子
スポーツ健
康

応相談

95 スポーツと食事
体力づくりやスポーツのパフォーマンスに食事は大きく影響します。体力や運動能
力を向上するための正しい知識を学びます。

山本　親
スポーツ健
康

火曜日

96
「痩せる」「太る」の意
味と健康

中・高・大の年齢は、一生の健康を支えるための大切な体作りの期間です。この時
期に、食べることの大切さを理解し、正しい食べ方を学びます。

山本　親
スポーツ健
康

火曜日

97
リズム遊びから幼児教育
を知る

幼児教育における遊びの必要性とリズム遊びを通して子供が何を学ぶのか。また保
育者の意図（ねらい）について講義します。

横井　志保
スポーツ健
康

応相談

98
体育、スポーツの意義を
考える

運動やスポーツには、競技力を高めることばかりでなく、脳や心、社会性の発達、
生活の質の向上等の意義があります。運動やスポーツに関わる仕事についても紹介
します。

四方田　健二
スポーツ健
康

会議のない水曜日　金曜
日

99
リハビリテーションと理
学療法士

怪我を負った方や障害を持った方、高齢者などのリハビリテーションおよび介護や
予防などを医療・保健・福祉の観点からお話します。

平野　孝行
リハビリ
テーション

応相談

100
体の中の物質の在り処を
見つけ出す

蛋白質などの体を構成する見えない物質（分子）が組織や細胞のどこにあるのか、
その場所を抗原抗体反応を利用して探し、光学顕微鏡や電子顕微鏡で見えるように
する方法を免疫組織細胞化学といいます。病気の診断などにも利用されています。

藤森　修
リハビリ
テーション

秋学期の火曜日午後

101
英語耳を鍛えると、英語
が好きになる

Polivanov (1932)が主張している音韻論的フィルターの理論を分かりやすく解説し
ます。なぜ英語が聞き難いのか、なぜ英語は発音し難いのかを、目、手、身体の機
能を活用して体験的に楽しく英語耳を鍛えます。

増田　喜治
リハビリ
テーション

水曜日　木曜日

102
リハビリテーションセラ
ピスト

『リハビリテーションって何？』を解説し、それに係る職種にはどんなものがある
のか、またその違いについて具体例をあげながらご説明します。

渡邊　晶規
リハビリ
テーション

春：金曜日　秋：木曜日


