
講義番号 Ｂ－１

学科・専攻　職位 人間関係学科社会学専攻　教授

講師名 狩谷　あゆみ

講義テーマ 「犯罪」を社会学的に考える

内容紹介

特殊詐欺やサイバー犯罪、ネット炎上、デートDVなど、近年、犯罪の形態が変化していると言われ
ています。
事件の背景に隠されている問題は何か、犯罪に対する考え方にどのような社会の変化が影響して
いるのか、社会学の視点から考えてみましょう。

必要な機材など パワーポイントを投影できるプロジェクターとスクリーン

出張講義可能日 木曜日午後、金曜日

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－２

学科・専攻　職位 人間関係学科社会学専攻　教授

講師名 高田　峰夫

講義テーマ 身近なグローバル化

内容紹介

グローバル化、よく聞きますよね。でも、それはどこで起きているんでしょう？
分からないけど、どこか、自分とは関係のない、遠い所。
そんなイメージを持っている人も多いかも知れませんね。
でも、グローバル化は私たちの身近なところにも迫ってきています。
どんなことなのか、一緒に考えてみませんか。

必要な機材など
DVDプレーヤー＋プロジェクター、または、PCをつないで使えるプロジェクター、等。
ない場合は、配布資料で代えるため、不要です。

出張講義可能日 月曜日午後、他（いずれも要相談）

オンライン対応可否 不可

講義番号 Ｂ－３

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 木村　和美

講義テーマ 人権について考えよう

内容紹介
「人権が大切だ」ということは誰もがわかっていることです。しかし、自分のこととしては実感できず、
他人事のように感じている人も多いのではないでしょうか。授業を通して「私の人権」について考えて
みましょう。

必要な機材など 模造紙、マジック、ふせん

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 不可

人文学部
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人文学部

講義番号 Ｂ－４

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 木村　惠子

講義テーマ 算数の「考える力」を育てよう。

内容紹介

小学校で「学び」のスタートを切る子どもたちにどんなことを身に付けさせればよいのでしょう。入学
前から，数を数え，たし算や引き算を習うと何度も繰り返し計算練習をし，誰もが正しい「答え」を出
せるようになります。けれど，なぜそんな風な計算の仕方をしてよいのかを問われると，はじめて，な
ぜそのやり方でよいのか自分がわからないことに気づくのです。考える力は何を考えたらよいのか
を見つける力でもあります。ちいさな疑問の種の見つけ方を探してみませんか。子どもが本当にわ
かったと思える「学び」の時間をつくりましょう。

必要な機材など 黒板とチョークがあればよいです。

出張講義可能日 月曜日午後，その他応相談

オンライン対応可否 不可，応相談

講義番号 Ｂ－５

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 光本　弥生

講義テーマ 保育・幼児教育の「今」　

内容紹介
世界の幼児教育の流れから、現在の日本の幼児教育・保育の動向について、保育内容の変化を中
心に講義を行います。今、子どもたちと保育者が共に創る豊かな保育が広がっています。

必要な機材など パソコン・プロジェクター・スクリーン

出張講義可能日 月曜日

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－６

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 永田　成文

講義テーマ 異文化理解について考えよう

内容紹介

世の中では多様な文化が存在します。今日のようなグローバル社会では多様な文化を持つ人々と
国や身近な地域の中で仲良く暮らしていくための異文化理解が必要となります。世界の様々な異文
化を紹介したいと思います。社会科や総合的な学習の時間の中で，異文化を捉え，その背景を考
え，どのように対応していけばよいかについて考えていきましょう。

必要な機材など パソコン・プロジェクター・スクリーン

出張講義可能日 ４月～７月　金曜日　　９～１２月　金曜日　

オンライン対応可否 可

- 2 -



人文学部

講義番号 Ｂ－７

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 西森 　章子

講義テーマ 発想する力を高めよう

内容紹介

あなたの考えはどのように形づくられているのでしょう。あれこれと自由に楽しく発想するワークを通
して、自分の考え方の特徴（傾向）を確認してみたいと思います。また、あなたの考える力（発想する
力）が、さまざまな場面での「話すこと」や「書くこと」にどのように活かすことができるのか、自分なり
にその手がかり（ヒント）を考えてみましょう。

必要な機材など プロジェクター・スクリーン・（電子黒板）

出張講義可能日 金曜日午前

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－８

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 沼本　秀昭

講義テーマ 子どもの造形教育を考える

内容紹介

保育園や幼稚園では造形活動の時間が多くあります。小学校や中学校でも教科として図画工作や
美術の時間が毎週あります。どうしてなのでしょう。子どもにとって造形活動のもつ意味は何なので
しょうか。また、教師としてその指導にあたる時大切にしなければならないこととは…。一緒に考えて
みませんか。

必要な機材など パソコン・プロジェクター・スクリーン・書画カメラ

出張講義可能日 木曜日午後

オンライン対応可否 不可

講義番号 Ｂ－９

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 樋口　和彦

講義テーマ 赤ちゃんのすごい力！！―他者を助けたがる・協力したがる―

内容紹介

ヒトの赤ちゃんは、ヒトとかかわろうとする性質をもって生まれてきます。そして、一歳前から困ってい
るヒトがいたら助けようとしたり、協力しようとしたりします。これは霊長類でもヒトだけが持つ力です。
動画を交えて赤ちゃんが生まれたときからもっているこの力を紹介します。そして、大人でも子どもで
もこの力を発揮すれば、それぞれの良さを活かして協力して生きていけることを考えてみましょう。

必要な機材など プロジェクター、スピーカー（ビデオの音声が全体に聞こえる様にするため）

出張講義可能日 月曜日・金曜日

オンライン対応可否 可
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人文学部

講義番号 Ｂ－１０

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 樋口　和彦

講義テーマ 発達障害のことを知ろう

内容紹介
文部科学省の調査では発達障害の可能性がある子どもが、小中学校の通常の学級に8.8％、11人
に1人程度在籍しているとされています。また、誰もが発達障害の気質を有しています。発達障害に
ついて学び、お互いが助け合う優しい仲間関係をつくるための基礎を身につけましょう。

必要な機材など プロジェクター、スピーカー（ビデオの音声が全体に聞こえる様にするため）

出張講義可能日 月曜日・金曜日

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－１１

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 平田　香奈子

講義テーマ 子どもたちの「学びにくさ」の支え方

内容紹介
保育現場や教育現場には、「育ちにくさ」や「学びにくさ」を抱えた子どもたちがたくさんいます。そん
な子どもたちの「できた」や「わかった！」を支えるには、どのような工夫が求められるのでしょうか。
教えられる側から教える側へと視点を変えて、学びを支える方法を考えてみましょう。

必要な機材など パソコン・プロジェクター・スクリーン

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－１２

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 松崎　雅広

講義テーマ 生活の中の科学－科学の知識は必要ですか？－

内容紹介

幼児は自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心を持ち、発見を楽しんだり、考えたりし、それを
生活に取り入れようとします。実は日常生活を送る上でも様々な科学と関わっています。義務教育
における理科の分野は最低限必要な生きる力の獲得に必要です。使える知識・技能になっていま
すか？

必要な機材など パソコン・プロジェクター・スクリーン

出張講義可能日 水曜日午後

オンライン対応可否 不可
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人文学部

講義番号 Ｂ－１３

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 三木　由美子

講義テーマ アダプテッド・スポーツから考える特別支援教育

内容紹介
パラスポーツに代表されるアダプテッド・スポーツのルールや用具の工夫を知り、ボッチャ等の競技
を体験することを通して”アダプテッド”の視点から特別支援教育を考えてみましょう。

必要な機材など プロジェクター・スクリーン・体験が可能となるスペース

出張講義可能日 金曜日午前

オンライン対応可否 不可

講義番号 Ｂ－１４

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 宮崎 　康子

講義テーマ 大学で「教育」を考えるということ

内容紹介
小中高で受けてきた教育を、今度は学問としての「教育学」として考えてみましょう。哲学的・思想的
な切り口から教育を再考するとはどういうことかについて、紹介をします。

必要な機材など パソコン・プロジェクター・大きなスクリーン、できればwifi

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－１５

学科・専攻　職位 教育学科　教授

講師名 山川　肖美

講義テーマ 学びで創る持続可能なまち・幸せな暮らし

内容紹介

予測困難な社会課題が生まれ続ける中で、私たちは学び続ける必要があります。でも実は、学び続
けることは、社会課題の解決に貢献するだけでなく、一人ひとりの暮らしの質の向上や助け合える
つながりづくり・幸せな気持ちの創出にも結びついていきます。そんな学びの効用について、事例を
交えながらお話ができればと思います。

必要な機材など パソコン、ディスプレイなど（パワーポイントで話ができる環境）

出張講義可能日 第２金曜日以外の金曜午後（他の曜日については要相談）

オンライン対応可否 可
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人文学部

講義番号 Ｂ－１６

学科・専攻　職位 教育学科　准教授

講師名 小長野　隆太

講義テーマ 「親子で楽しもう！りんりん♪コンサート」からひもとく子どもと音楽のステキな関係

内容紹介

講師がラーフワークとして取り組んでいる「親子で楽しもう！りんりん♪コンサート」。子どもに対する
音楽に関するアウトリーチ（文化・芸術・科学などに触れることの少ない住民に対してそれらを体験
できる機会を提供すること）と学生の教育実践力の育成を両立させるために，学生たちで子どもと保
護者に向けた一連の演奏会を継続的に開催してきました。子どもたちが時には保護者の方々が驚
くほどに音楽を身体いっぱいに楽しんでいる姿が見られ，参加した学生もそれらを見て音楽の喜び
や感動を味わうことができる良い機会となっています。この講義ではそのコンサートを映像で振り返
りながら，子どもと音楽のステキな関係をひもといていきます。

必要な機材など プロジェクター・スクリーンまたは電子黒板・モニター

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－１７

学科・専攻　職位 教育学科　准教授

講師名 谷口　直隆

講義テーマ 「国語を学ぶ」ってどんなこと？

内容紹介

「日本語話せるのに、なんで国語ってあるの？」って思っていませんか？「国語の授業で何が身に付
くの？」って思っていませんか？「国語」は必要だし、意味があるとは思われているのですが、何を学
ぶのか、どんな力をつける教科として考えられているのかをきちんと理解している人は多くないよう
です。学校の国語科では何を学ぶことになっているのか。実はあまり知られていない内容も含めて
紹介します。

必要な機材など プロジェクター・スクリーン（or電子黒板/モニター）

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－１８

学科・専攻　職位 教育学科　助教

講師名 中西　紘士

講義テーマ 体育の授業におけるゲームのルールを再考する

内容紹介

私たちは、いろいろな場面でスポーツと関わっています。体育の授業においても様々なスポーツを
経験してきたことでしょう。では、そのスポーツ（ゲーム）におけるルールとは、どのような効果やねら
いがあったのでしょうか。実際に簡単なゲームを体験しながら、ルールの重要性ついて学んでみま
しょう。

必要な機材など プロジェクター・スクリーン・体験が可能となるスペース・カラーコーン

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 不可
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人文学部

講義番号 Ｂ－１９

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 石塚　浩之

講義テーマ 通訳・翻訳の実際としくみ

内容紹介

世界で一番多くの通訳を雇用している組織はどこでしょう？ 通訳や翻訳を知らない人はいません
が、実際に通訳・翻訳が世の中のどのような場面で役に立っているかを考えたことはありますか？
AIの進歩や新型コロナウィルス感染症の流行などで、通訳・翻訳の世界も急速に変化しています。
この講義では、通訳・翻訳の最新事情をご紹介し、さらに人間の通訳・翻訳がAIとどのように異なる
かを考えてみましょう。

必要な機材など パワーポイントの投影設備

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－２０

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 石塚　浩之

講義テーマ 通訳訓練を生かした英語学習

内容紹介

プロの通訳者はどのような訓練で、高い英語力を身に付けたのでしょうか。通訳は外国語のエキス
パートの仕事ですが、通訳訓練には通訳に興味のない人にも役立つ学習のコツがたくさん含まれて
います。この講義では、通訳者養成の現場で使われている訓練法を生かし、高校生が自分で実践
できる英語学習法をご紹介します。

必要な機材など
パワーポイントの投影設備（必須）、ＰＣから音声教材を流せる設備（必須）
学習者はヘッドホンで音声を聞けるほうがよい、CALL教室があるとベスト

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－２１

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 大澤　真也

講義テーマ 正しい英語・正しくない英語

内容紹介
文法的に正しければ「正しい」英語と言えるのでしょうか？本講義では「正しい」英語とは何かについ
て様々な角度から考えていきます。

必要な機材など 特になし

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可
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人文学部

講義番号 Ｂ－２２

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 佐川　昭子

講義テーマ 世界文学の最高峰　シェイクスピアを学ぶ

内容紹介

英語英文学科で開講しているシェイクスピア・ゼミの第一回目の授業を体験していただこうと思って
います。世界文学最大の人物と呼ばれるシェイクスピアについて作品の面白さや人物に残された謎
についてお話ししたいと思います。ゆったりと講義に耳を傾けノートをとり、時にコメントを求められる
という大学のゼミナール・スタイルを体験してみてください。

必要な機材など 一切なし　（紙の資料と黒板を使います）

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－２３

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 塩田　弘

講義テーマ アメリカ西部の歴史と文化

内容紹介
日本の20倍以上の面積があるアメリカ合衆国は、地域によって気候が異なるだけでなく、それぞれ
の地域に独自の歴史や文化があります。この授業では、アメリカの西部に焦点を当て、その特色に
ついて講義します。

必要な機材など パワーポイントを投影できるプロジェクターとスクリーン

出張講義可能日 金曜日

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－２４

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 戸出　朋子

講義テーマ 母語以外の言語を学ぶこと

内容紹介

私たちは，当たり前のように英語を学んでいます。でもそれは，何のためなのでしょうか。「受験に必
要だから」。「英語は世界共通言語なので役に立つから」。。。いろいろな答えがあるでしょう。でも，
そもそも「(英語に限らず)母語以外の言語を学ぶこと」にどのような意味があるのでしょうか。私の専
門分野である「応用言語学」で研究されていることなどを紐解きながら，世界的な視野でこのことを
考えていきたいと思います。

必要な機材など パワーポイントを投影できるプロジェクターとスクリーン

出張講義可能日 金曜日

オンライン対応可否 可
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人文学部

講義番号 Ｂ－２５

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 BARRS, Keith

講義テーマ 英語プレゼンテーションのヒント

内容紹介
Giving a presentation in English, if it is not your first language, can be stressful. This class will
focus on practicing several basic steps which can help to give a more effective and successful
presentation; including structure, body language, pronunciation and stress.

必要な機材など パワーポイントを投影できるプロジェクターとスクリーン

出張講義可能日 木曜日午後

オンライン対応可否 不可

講義番号 Ｂ－２６

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 水野　和穂

講義テーマ 英語の現在・過去・未来

内容紹介
世界の共通語となった英語の起源から現在、そして未来について解説し、英語という言語の面白さ
をお伝えしたいと思います。

必要な機材など スクリーン、モニター、プロジェクターなど、PowerPointを表示できる設備

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－２７

学科・専攻　職位 英語英文学科　教授

講師名 RONALD, James M.

講義テーマ From studying language to using language

内容紹介

A large amount of our foreign language studying does not take account of the relationship between
language users, or the various other factors that determine what is suitable language for a
particular occasion. We will consider these various factors - and see what happens to our
language when we adjust it to take account of the person, the place, the occasion, and the nature
of the talk.

必要な機材など パワーポイントを投影できるプロジェクターとスクリーン

出張講義可能日 前期・後期：火曜日午後／後期：木曜日午後

オンライン対応可否 可
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人文学部

講義番号 Ｂ－２８

学科・専攻　職位 英語英文学科　准教授

講師名 石田　崇

講義テーマ "Yeah, I sweat."は「はい、私は汗をかきます」？！ ：英語と日本語を比較して見えてくるもの

内容紹介
"You are sweating."という発話に対して、"Yeah, I sweat."という返答は一体何を伝えているのでしょ
うか。英語が持つあらゆる側面について、日本語との比較を交えながら一緒に考えてみましょう！

必要な機材など PC画面を投影できるプロジェクターとスクリーン

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可

講義番号 Ｂ－２９

学科・専攻　職位 英語英文学科　准教授

講師名 西光　希翔

講義テーマ 文学を読んでみよう！

内容紹介

「文学を研究する」と聞くと難しそうなイメージがあると思います。作品が書かれた時代背景や難しい
用語を理解しないといけないと思うかもしれません。そういった知識は確かに大切です。しかし文学
研究の出発点は作品を「読む」ことから始まります。文学研究において一番重要なことは、実は作品
を「読む」ことなのです。この講義では文学を研究するための準備段階として、作品を「読む」とはど
のような行為なのかを一緒に考えていきます。

必要な機材など パワーポイントを投影できるプロジェクターとスクリーン

出張講義可能日 応相談

オンライン対応可否 可
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