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心理学 やる気があれば頑張れるのか？

やる気はあればあるほど頑張ることができるのだろうか。こ
の講義では、うまくやろうと思って頑張る接近的なやる気
と、失敗をさけようと思って頑張る回避的なやる気に着目し
ていきます。

発達科学部 講師／德岡大

文学 小説の読み方
高校現代文の教科書に掲載されている小説や社会人が読む小
説について、何をどう読むか、どうすれば面白く読めるかな
どの要点を分かりやすく講義します。

発達科学部 教授／澤田文男

近・現代文
近・現代文(評論、小説、詩)の読解
力養成、日本語表現(作文・レポー
ト)法の指導、入試問題の解法等

様々なご要望にお応えします。お気軽にご相談ください。 発達科学部 准教授／平岡三千雄 中学校可

国際
知っているようで知らないアメリカ
のくらし

アメリカでのくらしってどういうもの？日常生活の中で、日
本との違いについて、説明します。

経営学部 教授／ｳｨﾘｱﾑｽﾞ R.T.

国際 似て非なる世界－日中文化比較－

“一衣帯水”の隣国でありながら、“近くて遠い国”に感じ
てしまう中国を、衣食住、言語、習慣等の文化比較を通し
て、日本との密接な関係を知ることで、“近くて近い国”に
感じてほしいと思います。

経営学部 准教授／稲井富赴代

日本史
史跡天然記念物屋島
石清尾山古墳群

日本書紀に天智天皇6年（667）「倭國高安城(やまとのくにた
かやすのき）、讃吉國山田郡屋嶋城（さぬきのくにやまだの
こおりやしまのき）、對馬國金田城（つしまのくにかなたの
き）を築（つ）く)」とある屋島城跡など、屋島の文化財を紹
介します。
石を積んで造った古墳である積石塚古墳が集中する石清尾山
古墳群は、独特の双方中円墳が３基も存在するなど、個性的
な古墳群です。古墳時代の初頭に造られた古墳も多く、発掘
調査の報告をもとにわかりやすく学びたいと思います。

秘書科 講師／藤井雄三

法律 人権って何だろう？

日本国憲法の目的、それは一人ひとりの人権を守ることで
す。とてもシンプルだけど、とても大切なこと。日常の暮ら
しの中の人権について、身近なもの・自分のこととして感じ
られるような解説をします。

秘書科 講師／山口明子

英語
英語が必ずできるようになる「訂正
ノート」の作り方＆「試験に必ず出
る究極の例文集」

英語のテストで間違えた箇所を復習し覚えることを習慣化す
るため、「訂正ノート」を紹介するとともに、大学入試に対
応した厳選されたオリジナルの例文を提示し、説明を聞き暗
唱することで覚える力を身に付けます。

発達科学部 准教授／竹田忠弘

英語 英語で童謡を歌う

童謡は私たちの心に安らぎを与えてくれます。英語ではどう
も・・・と感じていませんか。本講義では、よく知られた英
語の童謡を、内容理解ののち歌唱します。英語の童謡がより
身近なものになることでしょう。

秘書科 教授／上村秀樹

音楽
声楽公開レッスン
「心に響く歌声」

快い発音と発声、美しい旋律の表現と語りかけの手法を学ん
でいただき、聞き手はもちろんのこと歌い手自らの心にも力
強く響く、説得力豊かな演奏を追求します。

発達科学部 准教授／水嶋育

音楽 子どもの歌と弾き歌い

昨今、保育所・幼稚園等の大半が子どもの歌の弾き歌いを課
しています。表現領域においても弾き歌いは重要な位置を占
めています。10名程度のグループで弾き歌いをし、音楽表現
について考えます。

保育学科 教授／出木浦孝

美術 描画材料の組成と歴史

普段何気なく使っている描画材料も、人類は顔料や固着剤等
を開発してきました。古代マドレーヌ期に描かれたラスコー
やアルタミラの壁画から中世のフレスコ、油絵具の発明を経
て、現代美術のミクストメディアまでの描画材料の組成と歴
史を辿ります。

保育学科 講師／岡谷崇史

スポーツ
筋力トレーニングのプログラムデザ
イン

競技スポーツにおいて、体力強化や障害予防を目的とした筋
力トレーニングはできるだけ科学的論拠に基づいて実施され
るのが効率的です。どのような種目を何回？何セット？など
のプログラムデザインを紹介し、実施します。

発達科学部 教授／田中美季

スポーツ
スポーツの見方を変える：フット
ボールの歴史を題材として

この講義では、サッカーの「オフサイド」という「奇妙な
ルール」の成り立ちをたどることで、スポーツの新たな見方
を提示、体育・スポーツ科学や体育・スポーツ経営学の意
義・役割を概説します。

経営学部 助教／宇野博武

教育 なぜ　算数を勉強するのか
子どもたちから、「なぜ　算数を勉強するのか」と尋ねられ
た時に、子どもたちに、算数・数学の特色等から算数・数学
のすばらしさ、良さを伝える内容を紹介します。

発達科学部 准教授／福田安伸

教育 「体験！小学校の先生になろう」

プレゼンテーションでは、①先生という仕事の魅力、②先生
の仕事、③教員免許と採用試験、④教員免許と大学の授業等
を説明します。体験学習では、漢字や足し算を扱う模擬授業
を通して教えることの意味を体感します。

発達科学部 准教授／秋山達也
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教育
「教育」を考える――「教えるこ
と」についてのディスカッション

事例（ケース）を読み、それについてディスカッションを行
うことを通して、「教えること」について先生の視点から考
えていきます。なお、当講座は、受講生を保育士や学校教員
をめざしている生徒に限定しません。

保育学科 助教／相馬宗胤 中学校可

特別支援教育
「自分らしく」を発揮するための怒
りの気持ちとの付き合い方

この講座では、「自分らしさ」を発揮しするために、「怒
り」の感情との付き合い方や「自分らしさ」を取り戻すリハ
ビリテーションの哲学をヒントに「自分」との付き合い方に
ついて考えます。

発達科学部 准教授／山口明日香

特別支援教育 特別支援学校ってどんなところ？
特別支援学校は、障がいがある子どもにとって多様な学びの
場の一つです。特別支援学校における具体的な教育内容や支
援の方法などについて紹介します。

発達科学部 講師／堺るり子

保育 子どもの世界へのアプローチ

子どもにとって、遊びとはどのような意味を持つのか？子ど
もが遊びの中で見せる姿をどのように理解するのか？子ども
の遊びを育むための環境整備の基本はどのようなものなのか
を考えます。

発達科学部 教授／松原勝敏

保育 保育者になりたいあなたへ
押さえておきたい保育の用語や就学前の保育施設、保育者に
ついてなど保育の基本をわかりやすく説明します。また、子
どもと楽しむ保育実技を実際に体験してみましょう。

発達科学部 准教授／山田純子

保育
子どもの遊びから保育の楽しさを知
ろう

子どもは様々な遊びを通して育ちます。幼児期の子どもが好
きな手遊びや身近なものを使った遊びを実際に体験しなが
ら、保育者の援助や保育の楽しさを学びましょう。

発達科学部 講師／川口めぐみ 中学校可

保育 子どもとかかわる仕事を知ろう

保育所の一日の生活と保育者の役割について紹介します。子
どもたちの生活と遊びの様子、保育者の仕事内容等について
説明しながら、子どもとかかわる仕事の魅力についてお伝え
します。

発達科学部 講師／川原亜津美 中学校可

保育 子どものココロ　オトナのこころ
発達心理学という分野から、心の育ちについて紹介します。
また、そこから「心を大切にすること」も一緒に考えたいと
思います。

保育学科 教授／中村多見 中学校可

保育 絵本は保育学の宝庫

絵本は子どもにも大人にも、読む人それぞれの楽しみを与え
てくれます。保育者であった私には、絵本は子ども理解、人
間理解どころか、保育の原理や方法論、保育者論、環境論、
子育て支援や家族支援、保育の目的や内容に関する様々なヒ
ントを与えてくれます。まさに、絵本は保育学の宝庫です。

保育学科 准教授／山本幾代

保育 子育て家庭と保護者支援
乳幼児を育てている家庭の様子を紹介します。困っているこ
とや保護者が求めている支援を説明し、保育者としてどのよ
うに支援できるかを考えていきます。

保育学科 准教授／田中弓子

保育 子どもとともに在る保育者

保育は、子どもの姿をよく見ることから始まります。遊びを
通して、子どもたちの思いを探りながら、一人一人がその子
らしく育つよう関わる中に、保育者としての楽しさや喜びが
あることを、事例を通して伝えます。

保育学科 講師／佐々木利子 中学校可

保育
子どもの言動の奥にある心の動きを
探ってみよう

子どもたちの言動から、その思いを探ることは容易ではあり
ません。だからこそ様々な視点や角度から、多面的に心の動
きを探っていけるよう、子どもを見る目を養っていきましょ
う。

保育学科 講師／有馬則子

経営
大学卒業後の自分について考えてみ
よう

皆さんは大学進学以降のことを考えたことがありますか。お
そらく大学進学を目標としている高校生の多くは大学卒業後
のことはほとんど考えていないと思います。本講義ではそれ
について話をします。

経営学部 教授／井藤正信

経営 身近な商品に見るビジネスチャンス

高校生が身近で親しんでいるさまざまな商品を列挙した上
で、とくに「食玩」を取り上げます。そして、食玩を巡る
「販売戦略」や「ニッチ」などの経営学上の用語をわかりや
すく解説します。

経営学部 教授／正岡利朗

経営 ブラック企業から身を守るには？

現代日本には労働者を使い潰すブラック企業が数多く存在
し、彼らは法律の網の目を掻い潜ります。本講義ではそのよ
うな企業を見分ける方法を経営学の観点から講義し、そのよ
うな企業から身を守る方法を伝授します。

経営学部 准教授／岡本丈彦

経営
経済社会に果たす中小企業の役割と
重要性について

中小企業は日本経済・社会を支える重要な役割を果たしてい
ます。とくに、地方圏ではなおさらです。本講義では中小企
業の重要性や大企業との違いを統計、事例を用いながら解説
したいと思います。

経営学部 講師／木下和紗

経営
スポーツチームがより高い成果をあ
げるために～スポーツ・マネジメン
トの視点から～

リーダーシップ、モラール、フォロワーシップという3つの概
念とその関係性からスポーツチームにおける強化のためのマ
ネジメントを学んでいきます。

経営学部 講師／花城清紀
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経営 経済活動の記録について
特定の組織による経済活動の記録はどのように行われるの
か。また、そこにはどのようなルールがあるのか。これらの
点について考えます。

経営学部 講師／松田有加里

経営 ビジネスモデルと企業の戦略
企業はどのようにして利益をあげているのでしょうか。企業
が利益をあげるための仕組みについて考えます。

経営学部 助教／日笠倫周

経営情報 コンビニから学ぶ経営学入門
企業がどのようにデータを集めて企業活動に活かしているの
か、コンビニに注目して経営情報学の最初の一歩を学びま
す。

経営学部 教授／浮穴学慈

会計 人の動きとお金の動き

会計は人や会社の動きをお金（数字）で表すことが仕事で
す。しかし，お金（数字）が人の動きを変えることもありま
す。本講義では，その両面から会計の役立ちについて考えて
いきます。

経営学部 講師／岡田龍哉

経済
"キャンパス・ライフの経済学
　～費用 対 効果を考えてみよう～"

進路選択は、人生の重大決断のひとつです。本講義では、大
学・短大・専門学校への進学を選択すること（すなわち、就
職しないことを選択すること）について、経済学の視点から
考えてみます。

秘書科 教授／髙塚順子

情報 情報社会の歩き方（スマホ編）

情報端末の主流となったスマートフォンの普及によるLINEな
どのSNSの普及や公衆Wifiの普及により、生活スタイルの多様
化が進んでいます。この様な情報社会の歩き方について、皆
さんとともに考えます。

経営学部 教授／佃昌道

情報 プログラミング入門

プログラミングは難しい、よくわからないという声を良く聞
きますが、プログラミングの必要性は年々高くなっていま
す。この講義では、HTML、CSS、Javascriptを用いてプログラ
ミングの入門的な講義を行います。

経営学部 教授／山口直木

情報
一般事務職に必要とされる情報関連
の検定資格について

情報関連の検定資格は無数に存在します。また、情報関連の
検定資格はよく変化します。そこで、今回は一般事務職とし
て、今注目されている検定資格を取り上げて紹介していきま
す。

秘書科 教授／森靖之

情報 Scratchで学ぶプログラミング入門

Scratchとは、MITメディアラボが開発した「ビジュアルプロ
グラミング」の一つです。このビジュアルプログラミングで
あれば、あまり知識を必要とせず、直感的にプログラミング
を覚えることができます。

秘書科 講師／水口文吾

キャリア形成
君が社長だとしたら、どんな社員を
雇うか？

就職をするまでに身に着けておきたいことについて、「雇用
される能力」エンプロイアビリティとは何か？を、グループ
ワークを通して、ディスカッションしながら、みんなで一緒
に考えます。

経営学部 准教授／森享子

秘書 ビジネスマナー

受付応対のマナーを通して、ビジネスマナーに触れてみませ
んか。接遇用語や丁寧な言葉遣いを実際に声に出して練習し
ます。また、お客様がいらっしゃったときの基本的な応対
も、分かりやすく解説します。

秘書科 教授／関由佳利

秘書 美しい立ち居振る舞いを体得しよう

ショーウィンドウに映る自身の姿を見たことがありますか。
きれいな姿勢、きれいな歩き方、きれいなお辞儀と素敵な笑
顔を身につけて、入学試験や就職試験の面接に役立ててみま
せんか。

秘書科 助教／佐藤麻衣

医療事務
医療事務におけるコンピュータ操作
を体験してみよう！

医療事務の仕事は受付だけではありません。診察内容をコン
ピュータに入力する仕事もあります。この講義では、医療事
務におけるコンピュータ（医事コン）の入力方法について実
際に体験します。
（※受講者数15名以内、USBポート付きのWINDOWSパソコンが
準備できることが受講条件です。）

秘書科 教授／森靖之
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