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3-A
8/8
(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
8/8
(水)

6 選択 文理 教授 吉　良　文　孝 意味とかたちと読解の世界

D. Bolinger（1977: x）のいう、‘One form for one 
meaning, and one meaning for one form.’（「かたち
（表現形式）が違えば意味に違いがある。意味が違え
ば必ずかたちが異なる。」）は、ことばの世界の大原
則です。本講習では、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
8/8
(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
8/8
(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

3-E
8/8
(水)

6 選択 理工 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
8/8
(水)

6 選択 医 教授 宇 田 川　　誠 一
Moodleを用いた e-Learning
用演習問題の作成

Moodleの概要を説明したのち, 授業での活用方法, 
演習問題の作成方法をＰＣを用いて演習形式で行
う。

数学

3-G
8/8
(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。
若者の自立は日本社会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られても、どう取り組め
ばよいのか困惑する場合もあるでしょう。この講習で
は、講師と受講生、また受講生どうしが意見交換するこ
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のヒントが得られる
のではないかと思います。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
ずだと考えています。

教科共通
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4-A
8/9
(木)

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が求められている。最近の学会
における古典文学研究の動向、トピックスについて報
告すると共に、近年の興味深い言語活動の特徴につ
いての報告も紹介する。

国語

4-B
8/9
(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-C
8/9
(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-

原子や分子を扱う化学はとかくイメージのしづらい苦
手意識を伴うものかも知れません。しかし物は原子や
分子で出来上がっています。人間の目に見える物の
形と、光の関係を考えることにより、目に見えないミク
ロな世界をイメージしたり、人間の目に見える色につ
いて簡単な実験をして感じてもらおうと思います。光
をエネルギーとしてとらえ、世の中のエネルギーと化
学の繋がりに興味をもってもらうことが目的です。
（理科以外の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-D 
8/9
(木)

6 選択 文理 准教授 齋　藤　慶　典
ストレスと心身の健康につい
て考える

本講習では，ストレスとは何かという基本的な内容か
ら始め，どのようにストレスが心身の健康とかかわっ
ているのか，どのような対処が可能なのかについて
講義を行う。また，ストレスをコントロールするための
具体的方法についても解説し，講習中に実施可能な
ものについては体験的実習を行う。生徒だけでなく，
教員自身への影響も大きいストレスの問題について
考える機会としてほしい。

教科共通

8/9
(木)
午前

3
准教
授

毒　島　雄　二

8/9
(木)
午後

3 教授 小　林　貴　之

4-F
8/9
(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

4-E ICTを利用した教育の情報化

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。

情報選択 文理
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5-A
8/10
(金)

6 選択 文理 教授 初　見　　基
戦後ドイツの文化と社会
−「過去の克服」から「想起文
化」へ

戦後ドイツにおいて，「負の過去」がどのように語られ
扱われてきたか，制度的・政策的な面からというより，
文化史・思想史・言説史的な側面からその変容過程
を概観し，文化と社会のあり方のひとつの例を見てゆ
く。

外国語

5-B
8/10
(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-C
8/10
(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-D
8/10
(金)

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、主にうつ病に関
する基礎的知識、および問題を対処するためのコツ
について、講義と実習を通して学ぶ。

教科共通

8/10
(金)
午前

3 教授 川　村　宣　輝
障害者の就労・雇用の現状と
課題

上記の法律では、企業等における従業員数の一定
割合以上の障害者雇用が義務付けられている。障害
者雇用の現状と課題を学び、障害者雇用に係る具体
的な法制度、支援サービスの概要を理解する。また、
近年の新たな動向について取り上げ、今後の障害者
雇用のあり方にも言及したい。

8/10
(金)
午後

3 教授 太　田　由加里

中学・高校における子どもの
生活問題の把握とその解決
方策及びチーム学校につい
て学ぶ

中学校、高校における子どもの生活上の困難を改め
て振り返り、その解決方策はどのように考えていけば
良いのか、教育と福祉の連携とはどのようなことをい
うのか、スクールソーシャルワークの実際とチーム学
校の役割について理解する。さらに子どもや家族に
とっての地域の社会資源の実際についても把握す
る。

5-F
8/10
(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
8/10
(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－学生も教員も楽
になる社会学

現代には特有の「生きづらさ」があります。若者だけで
なくたくさんの大人もまた、自分には価値がない思い、
他者の評価を気にし、孤独感を抱えています。そしてそ
れは依存症などのさまざまな問題行動につながりま
す。そこで本講習では、私たちを取り巻く現代社会の仕
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
びます。また、新しいセラピーであるナラティヴ・セラ
ピーについて学び、「問題の外在化」と「無知の姿勢」に
ついてしっかりマスターします。この考え方・問題への
対処法は先生方の教育実践にいかしていただけること
と思います。

教科共通

5-E 選択 文理 教科共通


