
 

 

国際英語学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校生の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

菱田 信彦 ・「子ども」とは何か―児童文学と

英米文化 

・『ドラえもん』を英語で読む―日

本文化はいかに発信されるか 

物語が「商品化」されるとき―メデ

ィア・リテラシーの基本を理解する 

赤毛のアンは大学へ行った―英

米少女文学に見る女性の生き方。 

W・ｷｽﾁｬｯｸ English Conversation for 

Beginners 
 

English Conversation (at Work) English Conversation 

小山 久美子 ことばの不思議 

 ―人間はどうしてことばが使える

の？ 

ことばへの関心、コミュニケーショ

ンの問題 

ことばの表と裏 

長島 一比古 「マザーグース」の歌に親しむ 

－日常生活でどのように引用され

ているか 

英語運用能力を示すための資格

を取得する方法－TOEICテスト対

策 

伝承童謡「マザーグース」に見る

自覚ある女性 

小泉 朝子 イギリスの少女小説－少女の成

長と教育制度 

職業選択の自由について－イギ

リスの女性の場合 

イギリスの女子中等・高等教育

と主体性の確立 

倉林 直子 

 

 

アメリカの大統領が生まれるし

くみ 

女性の社会進出－アメリカの場

合 

アメリカの政治制度と大統領選

挙 



 

 

史学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校生の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

高津 純也 

 

・古代の日中関係 

 -なぜ卑弥呼の使者は大歓迎

されたのか- 

・漢字の歴史 

 -なぜ日本は中国の文字を使

うことにしたか- 

 日中関係の過去・現在・未来 

金尾 健美 

 

中世ヨーロッパの貴族、都市、

農村 

 中世ヨーロッパの社会と経済 

生井澤 幸子 文学の中の地理空間－文学作

品にみる自然環境 

ハンザ都市の今昔 

コンビニを科学する－多品種

のアイテムを少量ずつ集める

ために 

  

西川 誠 明治の武士の捉え方 

なぜ幕府の終りは大政奉還な

のか 

 明治天皇の成長 

辻 明日香 古代エジプト人の死生観  イスラーム教徒の信仰と習慣 

辻 浩和 

 

・中世の始まりはなぜ院政期か

らなのか：武士像の変化から

考える 

・北山文化･東山文化はあった

のか 

・漫才の歴史：中世から現代ま

で 

 日本中世の芸能者（遊女・白拍

子・楽人・猿楽） 

「まんざい」の歴史：万歳から漫

才へ 

能の変化・雅楽の変化 

 



 

 

心理学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校生の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

鵜沼 秀行 心理学の実験を体験してみよ

う 

心理学を活かす仕事 心理学に関わる資格の取得 

田中 裕 脳とこころ                 

身体とこころのかかわり 

 心身の健康 

北原 靖子 心理学 イ −  基礎系・臨床

系 とは? 

心理学を活かす仕事とは? 心理学 イ −  基礎系・臨床

系 とは?           

心理学を活かす仕事とは?                 

大学で学 心理学-4 年制大 

学・心理学科 のカリ  ラム

では? 

蓮見 元子 

 

  から 年までの人のここ

ろの発達を考える 

  期の子  を教えるとい

うこと 

 

松原 由枝 

 

エゴグラムを使って自分の性

格を知ろう！                   

あなたは今度生まれ変わった

ら んな動物になりたいです

か？転生願望法を使い自分の

心を知ろう！ 

臨床心理士は何をする人なの

か 

カ ン ラーという仕事の 

 と 悲しみ 

簑下 成子 「犯罪心理学入門ー有名事件

の裏側ー」                  

「災害心理学入門ー被災後の

心と体」                    

「 ルフケアのすすめ」         

「ストレスとの付き合い方」 

心理学に関する仕事 災害とメンタルヘルス 

渡辺 昭彦 子  の心の問題 企業におけるメンタルヘルス -

  ートプログラムとは何か 

企業におけるメンタルヘルス -

  ートプログラムとは何か 

桂 瑠以 社会心理学を体験しよう！-社

会を広げる心理学- 

アニメ作品を通して心理学を

学ぼう！ 

 人間関係、自己と他者 

メ  アと人間のかかわり    

松井 洋 「木を見る vs.森を見る」ー文

化が違うと見え方が違う            

「大学でつまずく」?若者の生

き方 

 ャリア・プランニング 日本の若者の生き方を考える    

文化と人 文化と心           

日本の社会 日本人      

岩崎 利彦  主体的なス ーツ経験は仕事

に役立つ（企業実務経験から） 

主体的なス ーツ経験は仕事

に役立つ（企業実務経験から） 

 



 

 

日本文化学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校生の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

長崎 靖子 言葉の歴史 

外国人と日本語教育 

日本語教員の仕事 日本語教育の現状 

内海﨑 貴子 教育とは何か 

女性学／ジェンダー 

女性と仕事／教育 

セクシュアリティ 

教員の仕事、教職の意義 女性問題 

道徳教育 

教育とは何か 

女性の教育の歴史 

真田 尊光 仏教美術入門 ほとけのかたち 

鑑真和上の生涯と美術 

学芸員の仕事 仏教美術入門 ほとけのかたち 

鑑真和上の生涯と美術 

山名 順子 御伽草紙からアニメまで 

 -子どもの本の変遷- 

江戸の年中行事 

 御伽草紙からアニメまで 

 -子どもの本の変遷- 

江戸の年中行事 

及川 祥平 日本の民謡 

日本の民間信仰 

 日本の民謡 

日本の民間信仰 

森田 直美 貫之の歌・躬恒の歌 

-「白」を愛した歌人- 

 貫之の歌・躬恒の歌 

-「白」を愛した歌人- 

 



 

 

幼児教育学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

栁澤 安雄 「幼児の歌」の伴奏における基本

的なコードネームの理解と応用に

ついて 

童謡(うた )に見られる「うたあそ

び」の意義 

親子で語りつがれる「日本の歌」

を中心に 

草信 和世 進化する保育教材 ～パネルシ

アター・エプロンシアターって知

ってる？～ 

保育者の一日を知ろう 保育者になるということ 

近藤 光江 歌って、鳴らして、表現しちゃお

う！「子どもの音楽」 

子どものための音楽（幼児音楽）

の使い道 

音楽を使った保育者の役割 

幼児の音楽（歌について） 

日本における楽曲の歴史 

永井 理恵子 不思議が一杯！子どもの世界 子どもと楽しむ遊びの世界 幼児教育の原理と今日的課題 

（大人向け） 

菅井 洋子 赤ちゃんと絵本を読みあう!? 保育者の仕事 

-子どもとのコミュニケーションから

考える- 

発達に応じた絵本との出会い 

身体的コミュニケーションの発達 

乳幼児教育 

近藤 千草 子どもの遊びを楽しむ -心や身

体の動きを感じる中で- 

子どもたちが楽しく学ぶ方法を考

える -手作り教材を使って- 

幼児教育における今日的課題に

ついて 

竹内 啓 フロッタージュをやってみよう！ 「あそび」の大切さを知ろう。 

～マンカラを使ったコミュニケー

ション～ 

幼児教育における美術の役割 

箕輪 潤子 子どもの遊びから学ぶ 保育という仕事について知ろう 幼児教育の大切さ 

手塚 崇子 

 

 

幼稚園と保育所が一緒になった

ら？ 

公立保育士の仕事について 子育て支援における自治体の取

り組み 

古屋 朝映子 

 

 

～こんなことできるかな？～ 

やってみよう。子どもの運動あそ

び 

～めざせ！たいそうのおねえさん

～ 保育現場における運動あそ

びの世界 

「遊び」としての運動の重要性 

西村 彩恵 ワークショップを通して学ぶ子育

て家庭の支援 

ワークショップを通して学ぶ子育

て家庭の支援 

子育て家族を支える保育者の役

割について 

 



 

 

児童教育学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

福士 顥士 

 

日常生活の物理と化学 学校の先生になろう 日常生活の物理と化学 

猪瀬 義明 

 

特別な教育的ニーズを持つ子た

ちの教育 

ハンディキャップのある人たちの

進路支援、卒業後支援について 

今、なぜ特別支援教育か 

尾見 敦子 ア・カペラ合唱の楽しみ 

 

なぜ学校で音楽を学ぶのだろ

う？ 

-小学校教師をめざす人に知っ

てほしいこと- 

 

田中 孝一 

 

ことばと文化 高校の先生になろう ことばと生活 

原田 耕平 子どもの論理的思考の発達の新

しい研究～ピアジェの意味の論

理学に基づいて～ 

  

松井  浩 情報リテラシーと学校教育 

 

ＩＴ関連産業と職業 情報教育と情報モラル教育 

馬上 美知 

 

貧困の再定義と教育の役割 

-ケイパビリティ・アプローチに基

づいて- 

子どもの貧困と学校の役割  

高橋 裕子 日本の手の文化について 

日本の風土と暦(カレンダー) 

医療秘書実務士 脳を若返らせる手技とは 

日本の暦と年中行事 

ものづくりで得られること、学べる

こと 

松本 祐介 

 

体育科教育と部活動教育 体育って何を教えるの？  

 

 

 

 



 

 

社会教育学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

藤原 昌樹 「スポーツ」って何だ？ 「スポーツ」でめしを喰うには 生涯スポーツのすすめ 

藤田 節子 図書館に行ってみよう 図書館司書の仕事 図書館情報学と情報教育 

西川 將巳 「ストレス」について知ろう！ 「カ ン ラー」になるには 思春期の心身症について 

二上 政夫 古生物学：化石との対話 博物館学：博物館とは何か 

学芸員について 

 

佐久間 美穂 

 

 

「福祉コミュニティ」について考え

てみよう 

福祉の仕事とは？ 地域のネットワークづくりとは？ 

 



 

 

生活文化学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校生の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

坂口 早苗 正しい薬の飲み方 

いのちの教育 

 －いのちの輝きに気づく 

絵本との出会い 

正しい姿勢は頭を良くする！？ 

栄養士・管理栄養士・栄養教諭 子どもたちが知っていてほしい薬

の飲み方 

いのちの輝きに気づく絵本との出

会い 

子どもの健全な心身の育成は食

が基本 

脳の老化予防と生きること 

－生かされていることへの気づき 

今井 久美子 古くて新しい貧血の話 

・貧血ってどんな病気 

・なぜ貧血になるといけないのか 

・貧血にならないための食事 

栄養士・管理栄養士・栄養教諭 咀しゃくと嚥下の話 

大坂 佳保里 東南アジアの食文化について 

食の安全・安心について 

栄養士・管理栄養士・栄養教諭 

フードスペシャリスト 

東南アジアの食文化について 

食の安全・安心について 

小野﨑 康裕 

 

造形芸術の秘密と魅力  造形芸術の秘密と魅力 

川﨑 惠里子 

 

記憶の科学  記憶の科学 

 

坂口 武洋 生活環境が人間に与える影響 

生命･健康の重要性について、 

ヘルス･プロモーション 

食環境、食品保健 

感染症予防（ミクロの世界） 

紫外線等電磁波の生体影響 

栄養士・管理栄養士・栄養教諭 生活環境が人間に与える影響 

生命･健康の重要性について 

 

食環境、食品保健 

感染症予防（ミクロの世界） 

紫外線等電磁波の生体影響 

林 正之 静電気の発生と徐電 

－静電気が身体におよぼす影響 

テキスタイル表示の見方 

中世期以降のジュエリーの素材 

医療秘書実務士 テキスタイル表示の見方 

中世期以降のジュエリーの素材 

永嶋 久美子 なぜ食育が必要なの？ 

クッキングはエクササイズ！ 

－調理の科学を学ぼう 

栄養士・管理栄養士・栄養教諭 今、なぜ食育がもとめられている

のか？ 

健康習慣、食習慣について 

柚木 理子 

 

ジェンダー・男女共同参画社会と

は？ 

女の子の生き方を考える 

デートＤＶとは？ 

ブラック企業とは？ 

現在の就職事情 

職業としての栄養士を考える 

キャリアプランニング・キャリア形

成 

就職活動とは 

女性が働くことについて 

資格とキャリアについて 

栄養士・管理栄養士・栄養教諭 

ＤＶ 

家族関係について 

現在の就職事情 

ブラック企業とは 

生活リスクマネジメント 

女性のキャリア形成について 

関目 綾子 

 

口から肛門までの食べ物の旅 栄養士・管理栄養士・栄養教諭 生活習慣病について 

 

 

 

 



 

 

観光文化学科 

 

教員名 
高校生に専門内容について 

講義する場合のテーマ 

高校生に職業理解について 

講義する場合のテーマ 

高校生の保護者を対象に 

講義する場合のテーマ 

西岡 祥文 字幕の限界について 

-ディズニー映画を題材に- 

 字幕の限界について 

-ディズニー映画を題材に- 

高山 啓子 メディアがつくる現実 女性が働くということについて メディアがつくる現実 

田中 実 英語文法ルール、表現構造の認

知的意味 

 英語文法ルール、表現構造の認

知的意味 

丹治 朋子 ・観光学とは 

・観光と社会の関わり 

・お てなしの仕組み 

 

・ホテルの仕事 

・外食産業の仕事 

・お てなしの現場 

・外食の歴史 

・ホテルの歴史 

・ホテル・外食の経営戦略 

 

戸澤 純子 

 

アニメーションと心理学 自分の性格を知る コンピュータと心理学との関係 

藤井 信行 ヨーロッパの世界遺産・文化遺産 旅行業と地理・歴史等の知識に

ついて 

ヨーロッパの世界遺産・文化遺産 

渡邉 徹 

 

観光は日本経済を救う！？ 観光は日本経済を救うか!? 観光は日本経済を救うか!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


