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3-A
8/7
(水)

6 選択 文理 教授 梶川　信行 国語の教科書と古典教育

少子化の影響もあって、国語の教科書の販売部数も
減り続けている。そのため、編集に経費がかけられな
いことが原因であろうが、学習指導要領の改訂の際
にも、十分な検討が行われていないように見える。と
りわけ、古典分野は等閑に付されている。この講座で
は、教科書の現状とその問題点を知ることを通して、
それをいかに利用するのかを考える機会としてほし
いと思う。中学と高校では、やや事情が異なるが、こ
こでは高校の国語の教科書を通して、そうした問題を
考えてみたい。

国語

3-B
8/7
(水)

6 選択 文理 教授 隅田　朗彦
パフォーマンス力を養う外国
語の活動

本講習では、中・高等学校の外国語における、スピ―
キング及びライティングのパフォーマンス力を育成す
ることを目的とした言語活動について考え、ワーク
ショップ形式で意見を出し合いながら実践をします。
新学習指導要領では、「話すこと」が2領域に分けら
れるなど、益々教室における外国語使用の場面設定
が重要視されています。そこで、本講習は教室にお
ける生徒の言語産出活動とその評価について考える
機会を提供します。

英語

3-C
8/7
(水)

6 選択 文理 教授 小林　貴之 ICTを活用する学び

最近ICTを活用した学修支援導入の試みが多くなさ
れている。
本講習ではこれまでのICT学修支援を振り返り、今後
あるべきICT学修支援について考察する。
そのため、インターネットの歴史や情報機器の変遷、
学校におけるICT基盤整備に必要な知識や今後の技
術発展について講義を行う。
また実際にタブレット等のICT機器を利用した学修支
援について実習を行うとともに、現在の学校における
問題点や改善方法について議論を行う。

教科共通

3-D
8/7
(水)

6 選択 文理 教授 中森　広道
災害における情報と避難を考
える

日本は、言うまでもなく災害の多い国であり、「東日本
大震災」「熊本地震」「西日本豪雨」など、近年も大き
な災害が相次いでいる。災害が発生するたびに様々
な問題点が指摘されてはいるものの、これらが教訓と
して活かされないケースも多い。この講習では、災害
に関する社会調査の結果をもとに、社会学・社会心
理学の観点から「情報と避難」を中心に災害について
考え、災害の教訓を活かすための防災教育の課題を
検討していきたい。

教科共通

8/7
(水)
午前

3 准教授 岡田　悟志

8/7
(水)
午後

3 教授 　　大久保　尚紀

8/7
(水)
午前

3 助教 齋藤　洋樹

8/7
(水)
午後

3 助教 久保田　直樹

3-G
8/7
(水)

6 選択 文理 教授 岡田　和久
メンタルヘルスと問題への対
処について

現代はストレス社会と呼ばれているが，学校教育に従
事する教員においても多くのストレスを抱えていることが
指摘されている。本講習では，①うつ病に関する基礎的
知識，②問題に対処するためのコツ，について講義と実
習を通して学び，教員自身のメンタルヘルスの向上はも
ちろんのこと，生徒に対する教育相談やメンタルヘルス
の向上にも活用できるようにする。

教科共通
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（選択領域）

選択3-E

数学

理科

理数探求（高校新科目）の授業における導入を想定
して、我々の研究室で開発した実験装置にて2つの実
験を行う。岡田が開発した熱電変換実験（エネルギー
変換の次世代の要となる熱電変換を，材料探索の観
点から試料の合成と温度差による起電力の測定まで
の一連の実験）を体験する。熱処理の待ち時間を利
用して，大久保が開発した音速温度依存性実験（通
常のオシロスコープを用いて「V=331.5+0.6t」を導き出
す実験）を体験する。これらの実験はセラミック材料
や音という中学学習事項の発展的内容である事から
中学理科教員も対象とする。

音速測定実験と熱電変換実
験

理工

3-F 選択 理工 確率・統計とその応用

近年，数学を活用したデータの分析に関心が集まっ
ている。そこで本講習では，統計学の基礎となってい
る中心極限定理とそれを取り巻く数学の話題に触
れ，教科書では取り扱われない理論部分の補足を行
う。また，「理数探求」での導入を想定し，確率・統計
に関連する自然現象とそれに対する数学的アプロー
チも紹介する。
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4-A
8/8
(木)

6 選択 文理 教授 武内　佳代 教材としての村上春樹文学

近年、高等学校の国語教科書は、村上春樹の小説を
採用する傾向が見られます。しかし学校現場におい
て、意味内容や主題の特定が難しい春樹の小説をど
のように扱っていいのか、手を焼いている教員も少な
くないはずです。本講義では、春樹文学の表現の傾
向性をとらえた上で、その作品世界を〈読み解く〉こと
の技術と面白さを発見していきます。もちろん小説読
解の鍛錬という観点において、中学校教諭も対象とし
ています。講習では、主に長編小説『ノルウェイの森』
を扱いますので、事前に読んできていただければ幸
いです。

国語

4-B
8/8
(木)

6 選択 文理 教授 茂手木　公彦
教科書の背景にある数学的
概念

実際の教育現場ではは深く立ち入ることはなくても、あ
らためて考えると”どうしてだろうろ は”と 疑問を抱くような
テーマを選びは、必要に応しては高度な数学も用いて理
解を深める。発展的なテーマとして現在活発に研究さ
れている結びは目理論を紹介する。

数学

4-C
8/8
(木)

6 選択 生産 教授 大坂　直樹 身近な理科とエネルギー

科学（理科）は身近なものにつながっている場合が多
い。特に化学は，身近な物質の元となる原子や分子
の性質をうまく利用して，生活環境に深く関わってい
る。しかし，実際にどこにどう関わっているか身近で
あるほどわからない場合もある。身近にある実際の
製品や社会的なトピックスと科学・化学の関連に目を
向けることで，知ることと考えることの興味を大学生
に感してもらう努力をした一例を結果とともにに紹介
する。今回は「飲み物」と「ノーベル賞」を題材にする
予定である。また，理科以外の専門分野の受講者に
もわかるように講義をし，科学・化学への見方を新た
にしてもらえるよう努力します。逆に理科の専門の方
には物足りない部分など感しられてしまうかも知れま
せん。

理科

4-D 
8/8
(木)

6 選択 文理 准教授 菊島　勝也
カウンセリング・芸術療法演
習

学校における相談ケースを想定しながら，問題の読
み取り方，話の聞き方，返し方などについて練習を行
う。芸術療法としてコラージュ療法を取り上げ，臨床
場面での用いられ方を紹介し，実際にコラージュ療法
を体験する。

教科共通

4-E
8/8
(木)

6 選択 文理 教授 粕谷　元
中学社会科・高校世界史の中
のイスラーム史

中学社会科および高校世界史のなかでイスラーム史
をどのように位置づけ、教えることができるのか。本
講習では、実際に各社の中学社会科教科書と高校
世界史Ｂ教科書を参照、比較対照しつつ、イスラーム
教やイスラーム世界の歴史を世界史のなかに相対的
に位置づける。また，教科書記述からさらに踏み込む
べき論点の提示、日本語に訳されているイスラーム
史関連史料やイスラーム史をめぐる最新の研究動
向・研究事情の紹介などを行う。

社会
地理歴史

4-F
8/8
(木)

6 選択 文理 准教授 小山　貴之
スポーツ外傷の基礎知識とリ

ハビリテーション

保健体育・スポーツ活動等で遭遇する外傷のうち、足
関節外側靭帯損傷と膝前十字靭帯損傷を取り上げ、
その基礎知識を講義し、再発予防のためのテーピン
グと外傷後のリハビリテーションについて実技形式で
の講習を行う。外傷のなかでも生命予後にも大きく影
響する頭部外傷についての基礎知識を講義し、脳震
盪の評価方法について紹介する。いわゆる「上体起
こし」の危険性と体幹トレーニングについて講義す
る。

保健体育

4-G
8/8
(木)

6 選択 文理 教授 太田　由加里
チーム学校とは－子どもの生
活問題の把握と解決方策に
ついて考える

近年、チーム学校の必要性が叫ばれる中、中学校・
高等学校を中心とした学校における子どもの生活上
の困難を福祉の視点で改めて振り返り、その問題や
解決方策を考える。
教育と福祉の連携、「チーム学校」の専門職や専門
機関など、スクールソーシャルワークの実際について
も学び、理解する。さらに子どもや家族、教員を支援
するための社会資源についても学び、把握する。

教科共通
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5-A
8/9
(金)

6 選択 文理 教授 吉良　文孝
意味とかたちの一対一の対
応関係

D. Bolingerのいう「意味とかたちの一対一の対応関
係」（'One form for one meaning, one meaning for one 
form.' （「かたち（表現形式）が違えば意味が違う、意
味が違えばかたちが異なる」）は、ことばの世界の大
原則です。本講習では、「時制」（Tense）と「相」
（Aspect）を中心にして、上記の「ことばの世界の大原
則」の意味合いを検証確認します。と同時に、英文法
の知識が英語を味わううえでいかに重要であるのか
を実感します。

英語

5-B
8/9
(金)

6 選択 生産 准教授 栃窪　孝也
情報通信分野で使われてい
る数学

様々なデジタルデータがやり取りされるインターネット
社会では、情報を正しく、安全に、効率よく送る技術
(誤り訂正符号、デジタル署名、暗号、データ圧縮等)
が不可欠であり、これらの技術は数学が工学の分野
で使われている顕著な例であるといえる。この講習で
は、上記の技術の数学的な原理を解説する。

数学

5-C
8/9
(金)

6 選択 文理 教授 十代　健
原子の世界　-省エネや放射
線などを理解するために-

原発関連の報道におけるベクレルやシーベルトな
ど、さまざまな数値が単位とともに表現される。また、
2019年5月に国際単位系（SI)はキログラムの定義を
元に抜本的に改訂され、物理量における単位の重要
性は揺るぎないものになった。本講習では、新しい物
理量の定義に関して説明を行い、さらに、白熱電球と
蛍光灯、LEDにおける省エネ比較を光源の原理ととも
に紹介する。原子について知識を深めることから日
常の科学現象を理解することを目指し、簡単な実験
も行うことで、より身近に原子を感し、科学への興味
を促す。

理科

5-D
8/9
(金)

6 選択 文理 教授 藤平　敦
新学習指導要領における生
徒指導・キャリア教育の実践
の在り方

生徒指導については、いしめや不登校等の課題を切
り口にしながらも、全ての生徒が「学校が楽しい」と実
感でき、かつ、彼らの社会性を育むために必要な働
きかけについて考えるとともに、新学習指導要領にお
ける生徒指導の役割や意義を理解することを主目的
とする。
キャリア教育についても新学習指導要領の動向を踏
まえ、教育活動全体、特に教科指導や特別活動にお
いて、キャリア教育の視点を生かすことで学習の過
程をどのように改善するかについて考えていく。

教科共通

5-E
8/9
(金)

6 選択 文理 教授 中村　英代
現代社会の生きづらさとそこ
からの解放－生徒も教員も楽
になる社会学

現代社会には特有の「生きづらさ」がある。そこで本
講習では、個々人の「生きづらさ」の背後にある現代
社会の仕組みを理解することで、この社会がどのよう
な問題を生みがちであり、どう対処できるかを社会学
の観点から学ぶ。また、問題への対処のひとつの方
法として、ナラティヴ・セラピーの「問題の外在化」と
「無知の姿勢」を理解する。受講者が、この手法を自
らの教育実践の際に実践できる水準まで理解を深め
る。

教科共通

5-F
8/9
(金)

6 選択 文理 教授 松本　恵 成長期の栄養学

中学・高等学校の生徒は心身ともに大きく成長する
大切な時期です。適切な栄養を摂取することは身体
の成長にとって重要であり、正しい食習慣を育むこと
は成長期以降の健康にとって大きな影響がありま
す。また、毎日の食事の時間を楽しむことは心の健
康と成長にとっても大切なことになります。この講義
ではとくに成長期に留意すべき栄養摂取と、健康な
食生活を身に着けるための食育について解説すると
ともに、食事調査や献立作成など演習を交えて進め
ていきます。

教科共通

5-G
8/9
(金)

6 選択 文理 教授 井村　博宣 環境と人間のかかわり

本講習では，農漁業を中心に産業の立地と展開につい
て，具体的な事例に基づいて解説します。担当者は，文
化生態「環境と人間のかかわり」（環境論）の視点から
学術研究や教材研究を進めています。そこで題材として
は，ただ資源と産業の単元についてだけでなく，地形，
気候から環境問題，身近な地域の調査，現代日本と世
界や，地理的な見方・考え方等にかかわる内容を含み，
これらの授業でも広く活用できるものを精選し講習しま
す。

社会
地理歴史
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