
   

 

日本福祉大学付属高等学校      

2015年度 公開土曜講座に、ぜひご参加ください！

 
普段の授業とは違う

学びを体験し自分の

世界を広げる活動と

して、毎年公開土曜

講座を実施していま

す。 

 

 

生徒は全員が何れかの 

講座に参加します。 

 

土曜講座のねらい 

1. 通常の授業とは違う、 

多様な学びを体験します。 

2. 生徒自身が 

学びの主体者となります。 

3. 「地域に開かれた学校」 

「地域とともに歩む学校」を 

作り出しましょう。 

 

別紙 「公開土曜講座」に参加することができます。 

時間は１限が９：２０から１０：３０、２限が１０：５０から１２：００です。 

参加希望の方は、１１月２日（月）までに下記まで、ご連絡ください。 

但し、生徒の希望が優先されますので、ご了解ください。積極的なご参加、お待ち

しており 

ます。 

 

＜連絡先＞ 

日本福祉大学付属高等学校  土曜講座担当（加賀）  

kaga@n-fukushi.ac.jp 

※お名前・年齢・ご住所・電話と 

参加希望の講座番号とタイトルをお知らせください。 

  

 

今年は、２日間で開講します。 

１１月７日(土) と１２月５日(土) 

mailto:kaga@n-fukushi.ac.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度　日本福祉大学　公開土曜講座　一覧

1限：9：20～10：30　　　２限：10:50～12:00 ※全33講座

講座番号 開講日 時間 講師名 講座タイトル 講座内容
受講生持参物
（参加費）など

1 11月7日 1限 神谷　貴史

アルティメットで～安心
してください、汗かきま
すから！～

アルティメットとはフリスビーを使った団体競技です。
まずは基本的なスローから練習していきます。公園で遊
ぶ時にも使えるキラりと光る技術を習得していきましょ
う♪

体操服、運動
靴、タオル、飲
み物、爪を短く
整えておくこと

2 11月7日 １限 森あゆみ
『平家物語』に描かれる
恋物語

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」で始まる
『平家物語』。平家の栄華と滅亡を描いていますが、戦
いの場面だけで構成されているわけではありません。男
女の恋愛だって描かれているのです。今回は、源氏側の
恋物語を覗いてみましょう。

筆記用具
古語辞典

3 11月7日 １限 榊原智穂
ハッピー・リトル・アイ
ランド

皆さんは長寿で有名な離島を知っていますか？この島の
人たちは世界のどこよりも長生きで幸せだと言われてい
ます。DVDを見ながら「長生きで幸せに生きる秘訣」を
探ってみませんか？

筆記用具

4 11月7日 1限
西山幸枝
北畑

「限りある命、どう考え
る？」

臓器提供の方法と提供できる臓器は何か、また、「死」
という状態はどのような状態を指すのかを分かりやすく
説明します。移植を待機している人数は全国でどれくら
いなのか、移植医療で救える命について語ります。本人
の意思表示が有り、無しの家族に焦点をあて残された家
族の迷いなど実際の事例を通して説明し、本人の意思表
示の大切さをみなさまに理解していただきたいと思いま
す。

筆記用具

5 11月7日 1限 松永太志
福祉社会入門防災講座サ
タデープログラム

2年生福祉社会コース防災講座にてｅ防災マップを作成し
ます。事前に取材してきた内容をデジタルマップ上に落
とす作業をこの日はします。

筆記用具

6 11月7日 １限 日高幸浩
「イミテーション・ゲー
ム/エニグマと天才数学者
の秘密」

第２次世界大戦時、ドイツの世界最強の暗号機「エニグ
マ」を天才数学者が解読しようと奮闘します。その姿と
スリリングな暗号解読の裏側に浮かぶ、人間という最大
の謎ものぞいてみましょう。

筆記用具

7 11月7日 １限
NPO法人SmileyDream
櫻井雅美

30年後のあなたは幸せで
すか？~女性は働き方で生
涯収入が1億円変わる？!
～

知っておかないと損！あなたが大人になった時、どんな
生活をしていたいですか？宝くじがあたるくらい収入が
違ったら？女性の働き方はいろいろ！子育てをしなが
ら、正社員で働く？パートで働く？働かない？そのため
にはどんな勉強をしておいたらいいと思いますか？

筆記用具

8 11月7日 １限 長谷川友紀
英検直前模擬面接（3級対
策）

翌日行われる第2回英検二次試験の直前指導として、模擬
面接を徹底的に行います。

筆記用具

9 11月7日 ２限 青木　律子
英検直前模擬面接（準2級
対策）

翌日行われる第2回英検二次試験の直前指導として、模擬
面接を徹底的に行います。

筆記用具

10 11月7日 ２限 近藤　美穂子
「愛国イロハカルタ」で
遊ぼう！学ぼう！

戦時中、子どもたちが遊んだ愛国イロハカルタ。このカ
ルタから、この時代の様々な世相を知ることが出来ま
す。カルタで遊びながら、当時の価値観を学び、そし
て、現代のカルタを作ってみましょう！

筆記用具（色鉛
筆、色ペンな
ど）

11 11月7日 ２限
日本福祉大学
アーチェリー部

アーチェリーにチャレン
ジ！

普段馴染みのない種目、アーチェリー。この機会にぜひ
体験してみませんか。大学のアーチェリー部のみなさん
が丁寧に指導してくださいます。

体操服・運動
靴・タオル・水
分など

12 11月7日 ２限 インターンシップ学生 車いすで「風船バレー」
風船バレーをやり。競技用の車椅子を準備し健常者も車
椅子の方も平等に楽しめるようなものにしたいと思って
います

体操服・体育館
シューズ・タオ
ル・水分など

13 11月7日 ２限 eRiko Special Dance Lesson
毎日勉強頑張ってるみなさん！たまにはダンスでリフ
レッシュしませんか？音楽に合わせて体を動かすと、終
わるころには元気チャージできてるはずです♪

体操服、体育館
シューズ・飲み
物・タオル　な
ど

14 11月7日 ２限
日本福祉大学　健康科
学研究所　島村光治

驚きの味覚体験
～ミラクルフルーツとギ
ムネマ～

「レモンが甘い！チョコレートが甘くない！。」ミラク
ルフルーツやギムネマという植物でこのような不思議な
ことが起こります。講師はテレビなどで味覚の解説を数
多く担当されている島村先生です。受講者全員試食実験
付きです。筆記用具持参【材料費】300円

３００円

15 11月7日 ２限 新美　美樹 ☆スキンケア大学☆
知ってるようで知らない自分の肌のこと。今日は泡立て
ネットを作りながら、この冬は乾燥しらずのモチモチ肌
になるようみんなで楽しく勉強しよう！！

ハンドタオル・
筆記用具

16 11月7日 ２限

佐藤厚一
元ＪＩＣＡシニア海外
ボランティア隊員（２
２－１次隊、２４－９
次隊）

「世界へ飛び出したい若
者、集まれ！」～今のア
フリカと東南アジアから
の報告～

講師が実際に4年半、エチオピアとカンボジアで暮らし現
地の人との交流を通し、見たこと体験したことを分かり
やすく話します。内容は教育・経済事情、社会・文化事
情、国民性、生活習慣、食事、スポーツ…等多岐にわた
ります。これから海外旅行へ行ってみたい人、将来新し
い自分を海外で見つけたい人、海外で活動したい人は絶
対参加の価値ありです。また、その場でみなさんからの
質問も受け付け答えます。

筆記用具

17 11月7日 ２限 夏目 大輔，川島 徳巳
まるで宇宙生物！　イカ
を解剖してみよう。

無脊椎動物の体のつくりを観察し，脊椎動物との. 共通
点や相違点などを考察する。

エプロン

18 11月7日 ２限 奥田章子 秋のお茶会をしよう

美味しいお抹茶と和菓子が恋しい季節がやってきまし
た。本格的なお茶室の中で、秋を感じながら、まったり
としたひと時を過ごしませんか？お花をいけたり、お茶
をたてる体験もします。

２００円

19 11月7日
ＦＷ
9:30

櫨秋晴
名古屋市科学館で理系に
興味をもとう～プラネタ
リウム

名古屋市科学館を見学することで、理系分野の興味・関
心を伸ばす。施設は生命館・天文館・理工館の３分野に
分かれている。実際にふれたり、体験したりすることで
高校での学習とのつながりを実感してもらいたい。プラ
ネタリウムも予約見学できる。見学後はレポートを提出
してもらう。

筆記用具学生証
５００円



 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座番
号

開講日 時間 講師名 講座タイトル 講座内容
受講生持参物
（参加費）など

20 12月5日 １限 増永和大 直前！！数学検定学習

第2回数学検定が12月5日に行われます。それに伴い、事
前学習と要点の解説を行います。そして、自信をもって
試験に臨みましょう！！また、試験を受けない生徒も第3
回の数学検定や定期試験、数学嫌いの克服に向けて参加
可能です。

筆記用具

21 12月5日 １限
NPO法人SmjleyDream
片岡ゆかり

クロッシングアロマ
カラーセラピ

３つの質問で今のあなたが、わかる魔法のセラピー  ア
ロマからの本能メッセージとカラーからの理性メッセー
ジをクロッシング(交差)させて導き出される業界初の新
しいセラピーを体験して、自分に必要なメッセージを受
け取り、新しい一歩を踏み出せるようにお手伝いする講
座です

筆記用具

22 12月5日 １限 坂野　由季 小学校の英語 小学校で行われている英語の授業体験 筆記用具

23 12月5日 １限 清木敦史

微生物の絵をき「ミクロ
グラフィア」の世界に浸
る

微生物の絵を描いて、ロバート・フックの「ミクログラ
フィア」の世界に浸ります。心を落ち着けて絵を描く
と、清々しい気持ちになれます。

鉛筆

24 12月5日 １限 山田尚悟 映画でみる戦争と歴史
戦争や歴史についての映画は世の中にたくさんありま
す。それらの作品はなぜ、作られたのか。監督や俳優は
作品にどのような思いを込めているのかを考えます。

筆記用具

25 12月5日 １限 木原侑香
ディズニーで学ぶ著作権
論

ディズニーがミッキーマウスよりも先に生みだしたキャ
ラクターを知っていますか。ディズニーが著作権に厳し
いのはなぜでしょうか。ディズニー作品を通して、著作
権について考えてみましょう。

筆記用具

26 12月5日 １限 今田和弘 遊びの中の演劇

沈黙を守ってきた元演劇部顧問の今田先生が１５年ぶり
に行う「演劇講座」。楽しい時間を過ごしながら自分の
身体に向き合います。「からだが語ることば」ってなん
だろう。「呼吸をあやつる」「２つの神経を使う」「ア
ニメイムを楽しもう」など、遊びの中にある不思議な表
現方法を楽しみます。演劇部や和太鼓部など、舞台で活
躍するメンバーにも、きっと役にたつ内容です。

動きやすい服装

27 12月5日 ２限 竹内　智司
ウェイトトレーニングの
体験

普段なかなか経験できない「ウェイトトレーニング」の
基本と実践をおこないます。その後のトレーニングにも
生かしていけるかも。

体操服・タオ
ル・運動靴・水
分など

28 12月5日 ２限 田中　理恵

オーストラリア人のソー
ルフード
ソーセージロールを作ろ
う！

姉妹校・サンドリンハムカレッジの先生から教えても
らったレシピを使って、オーストラリア人がこよなく愛
するソーセージロールを作ります。クリスマスパーティ
の1品にもなるので、一緒に作ってみませんか？

エプロン
手拭き
材料費500円

29 12月5日 ２限 日比　淳子
音楽で心をひらく　～私
と障がいと音楽療法

音楽のチカラは偉大！さまざまな人たちの心をひらくチ
カラを持っています。今回は障がいを持つ子どもたちと
向き合いながら音楽療法に取り組んできた先生（日比淳
子さん）をお招きして、お話を聞くとともに、いろいろ
な楽器を使って音楽療法のセッションでの活動を実際に
みんなで体験しましょう。

体育館シューズ

30 12月5日 ２限 重藤　信夫 宇宙の誕生から現在まで
宇宙を構成する極小の素粒子から、１３７億光年の大き
さの現在の宇宙まで、70分間で語れる限り語ってみる。

筆記用具

31 12月5日 ２限 古澤　嘉一 近代文学
近代文学とは何か、一緒に考察してみませんか。（太宰
治の「走れメロス」を読み直そうと考えています。）

筆記具

32 12月5日 ２限 向井直紀 初級中国語講座
隣国ゆえに、切っても切れない関係の中国。そんな中国
の文化や言語について、学んでみよう。

筆記用具

33 12月5日
ＦＷ
9:30

岡部道宣

名古屋市科学館で理系に
興味をもとう～生命大躍
進（特別展示）

名古屋市科学館を見学することで、理系分野の興味・関
心を伸ばす。施設は生命館・天文館・理工館の３分野に
分かれている。実際にふれたり、体験したりすることで
高校での学習とのつながりを実感してもらいたい。生命
大躍進の特別展示も見学し、生命の誕生にも考えを深め
たい。見学後はレポートを提出してもらう。

筆記用具学生証
５００円


