
講習
番号

日程
実施
時間

領域
所属
学部

資格 講師氏名 講習の名称（テーマ） 講習内容

受講対象と想定され
る主な所持免許の教

科

（他の教科のみを所
持していても受講可）

3-A
8/3
(水)

6 選択 芸術 教授 上　田　　薫 考える力と書く力の育成法

作文指導と国語力の育成について、参加者の指導
方法を聞きディスカッションすることからはじめる。そ
の後具体的な作文の課題や、作文のユニークな方
法の紹介、実際の作文の例などを参照しながらそれ
ぞれの方法の特徴を知る。更に、考える力を身につ
けるために、作文のテーマを見つける視座「知の座
標」について解説する。国語力は諸学の基礎であり、
人生のあらゆる分野に亘る思索の根本である。教科
書の枠を超えた国語の可能性を探る。

国語

3-B
8/3
(水)

6 選択 文理 教授 吉　良　文　孝 意味と形と読解の世界

D. Bolinger（1977: x）のいう、‘One form for one
meaning, and one meaning for one form.’（「形（表現
形式）が違えば意味に違いがある。意味が違えば必
ず形が異なる。」）は、ことばの世界の大原則です。
本講習では、英文法の知識がいかに英語を読む（味
わう）ための助けになるのか、江川泰一郎著『英文法
解説（改訂三版）』（金子書房）を用い、その極意を実
践的に読み解こうと思います。

英語

3-C
8/3
(水)

6 選択 法 教授 壽　福　隆　人
歴史教材の編成について考
える

近世末から近代教育成立期に成立した「聖徳太子」
教材の成立過程に注目して、歴史教材がつくられて
いく過程を検証し、歴史教材を取り扱う上で留意しな
ければならない問題とは何かを明らかにする

社会

3-D
8/3
(水)

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
関節内反捻挫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。

保健体育

3-E
8/3
(水)

6 選択 理工 准教授 大 久 保　 尚　紀 音を目で見る波動実験

グラスハープの演奏音を波として観ることで、波動の
基礎についての学習教材化を学び、気柱共鳴実験と
比較し振動原理を理解する。波の一般形を表すsin
関数を円運動からの投射影を観察する実験装置の
デモンストレーションを行う予定。

理科

3-F
8/3
(水)

6 選択 医 教授 宇 田 川　　誠 一
最短航路問題とシャボン玉の
数学：測地線と極小曲面

曲線の長さの定義から始めて，両端を固定した変分
で最短になる曲線を決定する。特に，、球面上の最
短曲線は大円上にあることを示す。両端を固定した
曲線を曲線が交わらない回転軸のまわりに1回展さ
せてできる回転面で面積最小となるものを決定す
る。特に，シャボン玉での作り方を考える。

数学

3-G
8/3
(水)

6 選択 文理 教授 中　瀬　剛　丸
キャリア教育のあり方と方法
を考える

学校を卒業して3年以内に離職する割合が高い事（中
卒7割、高卒5割、大卒3割のいわゆる7・5・3現象）など
若年層の雇用問題が大きな社会問題となっています。
若者の自立は日本の将来に関わる課題であるとして、
文部科学省は小学校から大学まで、それぞれの段階で
のキャリア教育の推進を求めています。しかし抽象的な
いわばお題目を掲げるだけでは、効果のある活動が実
行できるはずはありません。この講習では、講師と受講
生が意見交換することを通じて、キャリア教育のあり方
や方法について考えます。講師の講義は意見交換のた
めの話題提供として行います。それを受けて積極的な
意見交換を行うことで、それぞれの教育活動に何かしら
役に立つものが得られると考えています。普段、特に何
かやっているわけではないという場合でも、この講習を
きっかけにキャリア教育について考えてみること自体が
意味があるはずです。

教科共通

（選択領域）
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4-A
8/4
(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”と疑問を抱くような
テーマを選び、必要に応じて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
されている結び目理論を紹介する。

数学

4-B
8/4
(木)

6 選択 生産 教授 大　坂　直　樹
光と身近な化学　-ミクロから
トピックスまで-

人間の目に見える物質の形と、光の関係を考えるこ
とにより、目に見えないミクロな世界も知る。また人間
の目に見える色について実際に発光と吸光を通して
体験する。光をエネルギーとしてとらえた時、世の中
のエネルギーについて化学との繋がりを知る。
（理科以外の広い専門分野の受講者にもわかるよう
な講義を予定しています。理科の教員の方には物足
りないかも知れませんが、できる限り興味が沸く内容
になるよう努力します。実験についても、極々簡単な
もので誰にでもできる内容です。）

理科

4-C
8/4
(木)

6 選択 医
准教
授

大　竹　伸　一 生命科学と倫理

近年の生命科学の進歩は著しく，再生医療，遺伝子
治療，出生前遺伝子解析など人類の健康と福祉に
限りない可能性を与えてくれるように見える。反面，
生命現象に人為的な介入を加えることがどこまで許
されるのかという倫理的な問題が深刻な問題となっ
ている。また，STAP細胞の問題にとどまらず，生命
科学の分野の論文改竄などの研究倫理の問題も注
目されている。これらの問題を，生命倫理
（Bioethics）の視点から考察し，どのような解決策を
考えれば良いのかを検討する。理科教育の新しい取
り組みかたとしても役立てていただくことを期待して
いる。

教科共通

4-D 
8/4
(木)

6 選択 文理 助教 市 川　優 一 郎
ストレスと心身の健康につい
て考える

現代はストレス社会とよばれ，学校教育現場におい
てもストレスに起因する問題は数多く存在している。
本講習では，子どもや大人のストレスに関連する心
理学的研究を概観し，ストレスと心身の健康との間
の密接な関係性について，講義を行なう。また，スト
レスに対するリラクセーション技法についての実習を
行ない，体験的な理解を目指す。

教科共通

4-E
8/4
(木)

6 選択 医 助教 椙　田　賢　司 思春期の保健

思春期特有の心身状態の問題から生じる摂食障害・
神経性食欲不振症・体重減少性無月経に加え、性感
染症や最近話題の女性アスリートの問題など先生方
の指導に役立つ保健問題を講義する。

保健体育

4-F
8/4
(木)

6 選択 文理
准教
授

小　林　貴　之
ICT環境整備・ICTを利用した
情報活用教育

ICTを利用した教育の変遷について確認すると共に、
ICTを活用するために知っておきたい知識を紹介す
る。さらにセキュリティなどICT利用時に注意すべき点
についても解説する。また実践事例を参考に教材や
資料の作成等について実習を行う。

情報

4-G
8/4
(木)

6 選択 文理
准教
授

菊　島　勝　也 カウンセリング演習
カウンセリングや芸術療法について，実習形式で講
習を行う。

教科共通
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5-A
8/5
(金)

6 選択 文理 教授 藤　平　　　泉 古典文学の拡がり

新しい学習指導要領では、日本の言語文化について
の理解を深めることを求めている。最近の学界にお
ける古典文学研究の動向について報告すると共に、
大学の総合教育科目で学生に好評だった日本文化
における古典を用いた意匠化や文学における桜の
象徴化の話を参考として紹介したい。

国語

准教授 浜　野　明　大 多言語を学ぶ方法論 多言語に関する授業をグループワークで考える。

教授 森　田　　　悟 異文化理解の方法への接近

中高の語学学習は圧倒的に英語学習が占めてい
る。しかし，ヨーロッパの文化・社会の理解には英語
以外の外国語，ここではドイツ語の基礎を身につけ
る必要性がある。もう１つの外国語の意味を考えて
いきたい。

5-C
8/5
(金)

6 選択 生産 教授 三　井　和　男
数学モデルの作成とその解
析をとおして知る数学の楽し
み

人口問題，被食者と捕食者，小さな穴から漏れる
水，熱伝導，携帯電話の普及，感染病の流行，懸垂
線と橋のデザイン，くるくる回る竹細工などのテーマ
からいくつかを選んで，その数学モデルの作成と
Excelを使った簡単な解析について解説し，実際に演
習を行う。

数学

5-D
8/5
(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-

省エネといえばＬＥＤとか、原発関連の報道における
ベクレルやシーベルトなどの単位とか、日常生活で
高度な科学リテラシーが要求されている。本講習で
は、原子について知識を深めることで、日常の科学
現象を理解することを目指す。簡単な実験も行い、よ
り身近に原子を感じ、科学への興味を促す。

理科

5-E
8/5
(金)

6 選択
生物
資源

教授 高　久　信　一
メンタルヘルス　ストレスとそ
の対処方法について

講義と実習を通じてメンタルヘルスを考える 教科共通

5-F
8/5
(金)

6 選択 文理
准教
授

松　本　　　恵 成長期のスポーツ栄養学

成長期のスポーツ選手における栄養・食事摂取の重
要性を正しく理解し、コンディショニングと競技力向上
を目指した食事の実践方法や指導方法を探ってい
く。 

保健体育

5-G
8/5
(金)

6 選択 文理
准教
授

中　村　英　代
若者の病理（摂食障害、薬物
依存）を理解する

摂食障害や薬物依存は若者にとって身近な病理であ
り、各教育機関で予防や支援が求められています。そ
こで本講習では、これらの病理現象の現状や若者たち
の行動の社会的な背景について学びます。彼らの生活
世界の実態を真摯に理解した上で、教員としてそれら
の問題をどう考えるか、勤務校で何ができるかなど、グ
ループでディスカッションをします。さらに、近年のカウン
セリングの動向から、病理への、これまでとは異なる新
たなアプローチを学びます。

教科共通

5-B
8/5
(金)

6 選択 文理 英語


