
所属キャンパス
学部・学科 職 氏名 講座名

講座形態 対　象 内　容

伊勢崎キャンパス
池袋キャンパス
ファカルティ・ディベ
ロップメント専門部会

部会長
教授

成田　成
高 等 学 校 へ の
アクティブ
ラーニング
導入支援

【教員】 ①　授業見学
本学にて双方向対話型・学生参加型の授業を
見学していただきます。また、本学における
アクティブラーニングの取り組みを担当教員
から説明いたします。

②　教員研修
本学教員を高等学校に派遣して、アクティブ
ラーニングの内容、実施方法について研修を
いたします。希望により、本学へ来校してい
ただき、上記①と併せて研修を実施すること
も可能です。

③　ファカルティ・ディベロップメント
　  （FD）研修会への参加
本学教員の教育力向上をはかるために定期的
に実施しているFD研修会に、実際に参加して
いただきます。

副部会長
特任准教授

生沼　礼一

准教授 荒野　多門

准教授 堀　肇

准教授 水島　正浩
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「高大連携出前授業」
開設講座一覧

「高大連携出前授業」は、本学の教員が高校現場に出向き、高校生を対象とした出前授業を実施するほか、保護者や高等学

校の先生を対象にした講演会や研修会、高等学校のアクティブ・ラーニング導入を支援するお手伝いなど、本学の教育資

源を地域の高等学校教育現場に提供するものです。

提供内容につきましては、下記の一覧となっておりますので、ぜひ高大連携の一環としてお役立ていただきたいと思います。

申込方法 別紙にございます。「高大連携出前授業申込用紙」をFAXにてご送信ください。
伊勢崎キャンパス入学課

〒372-0831 群馬県伊勢崎市山王町2020-1　TEL：0270-20-3673　FAX：0270-20-3693

池袋キャンパス入学課

〒170-8426 東京都豊島区東池袋4-23-1　TEL：03-3987-6602　FAX：03-3987-8403



学部・学科 職 氏　名 講　座　名 対　象 内　容

社会福祉学部
社会福祉学科

教授 橋本由利子

「一生つき合う
　歯と口の健康」
 【講演会】

【生徒】
【保護者】
【教員】

生後６か月で乳歯が萌出してから、歯は１回
だけ生え変わり中学生の時期には一生使って
いく永久歯となります。歯の健康を守るため
には何が必要かそれぞれの時期で考えます。
また歯の健康が全身の健康にも影響を及ぼす
仕組みも学びます。さらに食べ物を摂取する
器官である口の健康についても学びます。

社会福祉学部
社会福祉学科

准教授 藤島　薫

「子どもと若者に自信と　
　誇りを持たせるために
　大人ができること」
【講演会】

「私たちの身近にある福祉」
「ソーシャルワーカー体験」
【出前授業】

【生徒】
【保護者】
【教員】

子どもや若者が持っている良さを親や教員が
一緒に見つけていくためのアイデア。一人一
人の個性や成長に合わせた適切な関わりでお
互いがエンジョイできる工夫。町のなかにあ
るバリア、自分たちの中にあるバリアを考え
る。基本的な面接技法やコミュニケーション
の体験授業

社会福祉学部
社会福祉学科

准教授 水島　正浩
「福祉やソーシャル 
　ワークの入門」
 【出前授業】

【生徒】
福祉の考え方や制度、
支援方法などの入門講座　

社会福祉学部
社会福祉学科

准教授 山下喜代美
「『介護』することの 
　基盤となる考え方」
 【出前授業】

【生徒】

専門職として「介護」するための基盤となる
考え方を説明する。また、介護福祉士になる
ための課程は様々あるが、社会に求められて
いる介護福祉士像を踏まえて、大学で介護福
祉を学ぶことの意義を説明する。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師 中里　哲也
「信頼関係を築く 
　コミュニケーション」
 【講演会】

【生徒】
【保護者】
【教員】

社会福祉援助技術の一つである傾聴・共感は
「言うは易く行うは難し」です。この講座で
は、様々な人と接する中で重要となる、コミ
ュニケーションのスキルを分かりやすく説明
するとともに、相手との距離の取り方や座る
位置に至るまで、相手との信頼関係を築くた
めのエッセンスをお伝えいたします。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師 熊谷　大輔

「人をつなぎ　
　人がつながる 
　―地域社会の可能性―」
【出前授業】

【生徒】
【保護者】

社会福祉の本質は非常に見えにくいものです
が、私たちの生活上の課題を解決する為のも
のでもあります。この講座では、まず物事の
捉え方と考え方を実体験して頂き、社会福祉
分野で活用されている知識や技術を用いるこ
とで、個人のセルフエスティーム（自己価
値）を高め、他者と協働することで生まれる
可能性についてお話させて頂きます。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師 森田　和美

  社会福祉の専門職、ソーシ 
  ャルワーカーについてわか
  りやすく説明し、将来の仕
  事の選択肢の一つとして興
  味を持ってもらえるような
  講座を展開する。
【出前授業】

【生徒】

社会福祉の専門職、ソーシャルワーカーにつ
いてわかりやすく説明し、将来の仕事の選択
肢の一つとして興味を持ってもらえるような
講座を展開する。

社会福祉学部
社会福祉学科

助教 櫻井　恵美

「からだのしくみを
　知っていれば
　介護はラクになる」
 【出前授業】

【生徒】
腰を痛めずに、介護者も利用者もラクにそし
て楽しく動けるテクニックを知識と一緒に学
ぶ。（定員30名程度）
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学部・学科 職 氏　名 講　座　名 対　象 内　容

保育児童学部
保育児童学科

教授 成田　成

「高等学校への
　アクティブラーニング 
　導入支援」
 【研修会】

【教員】 授業見学、教員研修、FD研修会への参加

保育児童学部
保育児童学科

教授 鈴木　雄司

「児童虐待防止と
　オレンジ運動に
　ついて」
 【出前授業】

【生徒】

児童虐待の定義
児童虐待の実態
児童虐待防止の取組
オレンジリボン運動

保育児童学部
保育児童学科

教授 土屋　　修
「『ゆとり世代』は
　本当は良い世代」
 【講演会】

【保護者】
【教員】

「ゆとり世代」という言葉は、あまり良い代名
詞としては使われていないようです。しかし、本
当に良くない世代なのでしょうか。戦後の学習指
導要領の変遷を考察すると、そこには「ゆとり世
代」がどのような背景で誕生したのか、また、そ
のことによってどのような力を子ども達に身に付
けさせようとしたのか、そして、どのような結果
になったのか、正しく年代を追いながら検証する
と驚きの事実が浮かび上がってきます。

保育児童学部
保育児童学科

教授 北林　　敬

「教師を目指す人の 
　ための 
　教職課程科目案内」
 【ガイダンス】

【生徒】

幼稚園教諭・小学校教諭・中学校教諭・高等
学校教諭等の教員免許状取得に向けて、大学
で受講する教職課程科目はどのようなものか
ガイダンスを行うとともに、時間が許す範囲
で教育学概論や教師論等の入門レベルの授業
を体験してもらう講座です。

保育児童学部
保育児童学科

准教授 戸次　佳子

「乳幼児の微細運動の 
　発達と保育の工夫」
 【ガイダンス】
保育コースや保育児童
学科に関心のある生徒

【生徒】

子どもの手指の運動（微細運動）の発達は脳
の発達と関連しています。本講座では、乳幼
児の微細運動の発達を学びながら、発達を促
す遊びや保育遊具のアイデアについて楽しく
学びます。

保育児童学部
保育児童学科

講師 攪上　哲夫

「高校と大学の授業の
　違いは何？」
 【出前授業】
 【ガイダンス】

【生徒】
大学の授業と高校までの授業の違いについ
て、具体的な事例を通して生徒が実感できる
内容を提供します。

保育児童学部
保育児童学科

講師 青木　正

①「中国帰国者の現状から
　     多文化共生社会を考える」
    【出前授業】

【生徒】

中国帰国者の歴史的経緯と現状と課題につい
ての紹介。中国残留孤児２世が設立したデイ
サービスセンターから多文化共生社会につい
て考える。

②「子育て家庭への支援
　    について考える」
    【出前授業】

【生徒】

家事・育児と仕事の両立をめぐる現状を紹
介。地域における子育て支援のための保育・
子育て支援サービスについて一緒に考えてみ
る。

保育児童学部
保育児童学科

講師 関　容子

「幼稚園と保育所、
　ほかにどんな保育施設が
　あるのでしょう」
 【講演会】

【生徒】

みなさんが出た保育施設は幼稚園でしたか、
保育所でしたか。保育施設形態が多様化する
なか、幼稚園、保育所以外にどのような施設
を知っていますか。何が違うのでしょう。地
域にある保育施設を思い浮かべ、自分が幼児
期にすごした保育施設と何が変わったのか、
考えてみましょう。

6



学部・学科 職 氏　名 講　座　名 対　象 内　容

保育児童学部
保育児童学科

講師 望月　之美
「フィンランドの
　自主性と日本の自主
　性―考える力の差」

【生徒】

PISA調査に見る「問題解決能力」のもとにな
るフィンランド教育の根源について、家庭教
育、幼児教育、小学校教育を中心に１０年間
の視察・実験・研究の成果をお伝えしたいと
思います。

心理学部
心理学科

教授 手島　茂樹
「心のブレーキを
　考える」
 【講演会】

【教員】

やる気を出させ、物事に集中して取り組ませるこ
とができるならば・・・。思春期の子を持つ親な
ら一度は考えることであろう。しかし、現実はそ
う簡単ではない。心には、程度の差はあるでしょ
うが、ブレーキがかかっているものだからです。
では、そのブレーキはどのようにすれば外せるの
でしょうか。ここではカウンセリング理論をベー
スとして一緒に考えていきます。ヒントは親のか
かわり方にあったようです。

心理学部
心理学科

准教授 大澤　靖彦
「心理学のいろいろ」
 【出前授業】

【生徒】 さまざまな心理学の領域について学習する

教育学部
教育学科

教授 加藤　敏明
「地球温暖化対策」
 【講演会】

【生徒】
【保護者】
【教員】

温暖化のため地球の気象変動が起きていま
す。私達が住む地球の未来を考えたとき、ど
のような対策をしていかなければならない
か。私達一人一人のできること・国を挙げて
政府や各自治体ができること・企業ができる
ことを参加者の皆さんと一緒に考えてみたい
と思います。

教育学部
教育学科

教授 沼澤　清一

①「好奇心を高め、気 
　　づきをもとにした
　　授業とは【小学校
　　一年生：生活科の
　　実践から】
　 【講演会】

【生徒】

小学校一年生の生活科：アサガオ栽培におい
て、知的好奇心を高めながら子どもの「はて
な？」を導き出し、気づきをもとに学びを進
めていく授業を実際の授業記録をもとに解説
します。教えられたことを暗記する学習から
脱しようとする文部科学省の言う「気づき」
を大切にした授業とはどうあるべきか、次世
代の授業はどうあるべきかを教育現場から提
案していきます。アサガオを扱った授業です
が、「植物の不思議」をもとにした大人でも
なかなか気づかない視点から行った授業実践
で、画像を通して具体的にお話しいたしま
す。童心に返って一緒に考えてみませんか。

②「科学の進歩と共に
　　―水素エネルギー
　　　について―」
　 【講演会】

【生徒】

まず、ビニール袋に入った水素を触ってもら
います。次に、その水素を使って燃料電池自
動車を動かしてもらいます。空気中にはない
水素について、その存在について新たな理解
が生まれると思います。その後、燃料電池の
仕組みを知り、化石燃料やウランをもとに発
電所での発電の仕組みと比べて何が違うのか
を理解することによって、将来のエネルギー
のあり方について考えてもらいます。最後に
もう一度燃料電池自動車を動かしてもらいま
す。今度は、水の電気分解を行い、そこで発
生した水素を使って動かします。可逆性を
利用したエネルギーの活用は、高校生であれ
ば、光合成との比較を通して理解することも
できるはずです。

教育学部
教育学科

准教授 石﨑　達也

「親子で向き合う
　キャリア教育
　～家庭内キャリア教
　育のすすめ～」
 【講演会】

【生徒】

東京福祉大学のキャリア教育実践・学生相談
事例（主に教育学部生）をふまえながら、子
どもの社会的・職業的自立に向けて、親とし
てどのように支援していったらよいかについ
て具体的に提案します。その提案をもとに、
参加者同士で子どものキャリアについて語り
合い、深く考える機会を提供します。
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学部・学科 職 氏　名 講　座　名 対　象 内　容

教育学部
教育学科

准教授 石﨑　達也

「親子で向き合う
　キャリア教育
　～家庭内キャリア教
　育のすすめ～」
 【講演会】

【生徒】

東京福祉大学のキャリア教育実践・学生相談
事例（主に教育学部生）をふまえながら、子
どもの社会的・職業的自立に向けて、親とし
てどのように支援していったらよいかについ
て具体的に提案します。その提案をもとに、
参加者同士で子どものキャリアについて語り
合い、深く考える機会を提供します。

全学入試管理委員会 特任教授 栗原　長吉
「保護者対応の
　配慮事項」
 【講演会】

【教員】

教育現場では様々な保護者からのニーズへの
対応が求められています。どのようなことに
配慮する必要があるのか。そのニーズの背景
を考察しながら考えます。

短期大学部
こども学科

教授 田口　雅夫

「幼児教育者に必要な
　指導技術」
 【講演会】
 【出前授業】

【生徒】
音楽一般・ピアノ技術・歌唱アンサンブル等
の指導技術
（ピアノ（キーボード）が必要です。）

短期大学部
こども学科

准教授 松本　岳志

①「こども用楽器
　（ミュージック・ベル）　
　で合奏体験
 【出前授業】
 【ガイダンス】

【生徒】
【教員】

①こども用楽器（ミュージック・ベル）を使
った合奏（アンサンブル）を体験します。自
ら演奏に参加すること、そして他者と協同し
てひとつの音楽を作り上げていく楽しさを味
わうことを目標とします。加えて、幼児期に
おける豊かな音楽経験が子ども達の発達・成
長において如何に重要であるかを学びます。

②「ヴァイオリンの
　魅力～歴史や名曲に
　触れながら～」 
 【体験型授業】

【生徒】
【教員】

②楽器の女王と呼ばれるヴァイオリン。約
400年前に突然現れ、以後その形をほとんど
変えることなく制作され続けている奇跡の楽
器です。その長い歴史の中で、匠によって数
多くの名器が作られ、また数多の作曲家がヴ
ァイオリンのための名曲を残しました。それ
らに触れながら、ヴァイオリンの魅力につい
て学んでいきます。

短期大学部
こども学科

准教授 酒井　博美

①「発達障害を持つ
　　子どもの
　　音楽活動」
　  【講演会】

【教員】
①発達障害児を対象とする音楽活動の目的や
活動内容を紹介し、楽器やうたなどを用いた
活動をしてもらう。

②「高校生は悩みが多
　　くてあたりまえ！
　　―心理的発達
　　　の観点から―」
　  【講演会】

【教員】

②発達心理学的視点で人間の各ライフステー
ジにおける心理・社会的発達課題を理解し、
それをもとに高校生がなぜ悩み、心が揺れ動
くのかを読み解く。

③「今日からあなたも
　　聞き上手！
　　―コミュニケーシ
　　　ョンのコツ―
　  【講演会】

【教員】
③サポート的な言語的・非言語的技法を紹介
し、ロールプレイを行う。

短期大学部
こども学科

講師 安藤　哲也

「幼児とのかかわり方を
　考えよう～もし、あな
　たが保育者なら？～」
 【出前授業】
 （DVD、プロジェクタ）

【生徒】
【教員】

DVD映像を通して、実際の保育場面における
先生と子どものかかわりの様子を見る。その
映像事例をもとに、一人一人の幼児の思いを
どのように理解すればよいのか、一人一人の
幼児にどのようにかかわっていけばよいのか
を具体的に考える。

短期大学部
こども学科

助教 高木麻衣子
「世界を巡る
　音楽家の旅」
  【出前授業】

【生徒】
【教員】

講師による演奏を交えながら、国によって特
徴がある音楽をクローズアップし、歴史上の
音楽家たちを身近に感じるようなレクチャー
コンサート形式。
「アウトリーチコンサート」という言葉で、
広く教育現場で活用されている鑑賞形式。

名古屋キャンパス
留学生日本語別科

講師 久野かおる

「本学名古屋キャンパス
　留学生日本語別科の
　日本語教育・最近の
　留学生事情」
 【出前授業】

【生徒】
【保護者】
【教員】

本学名古屋キャンパス留学生日本語別科の授
業実践や最近の留学生事情など、日本語教育
に関する内容
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