
学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 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】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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永久歯となり一生使
っていきます。そのため歯はその人の健康状態や
生活状態をよく表す器官ともいわれます。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。また歯や口の健康が生活習慣病や認知症
など全身の健康にも影響を及ぼす仕組みについて
も学びます。

社会福祉学部
社会福祉学科

教授
岡田　広司

製品開発と
ビジネス戦略

【出前授業】 【生徒向】 企業では社会の変革に応えて、消費者の暮らし
を楽しく便利にするための、時代に相応しい新製
品を開発して社会に提供している。本講座は企業
において講師自身が中心になって実践して来た新
製品の開発とそのビジネス戦略について、理論と
実践の両面から解説する。今後福祉領域において
も、時代に応えた新製品やサービスを開発し、人
々に提供する活動が益々必要になってくる。福祉
領域の製品開発の研究の参考にしたい。　本講座
では実践した製品開発の中から、世界初の通信カ
ラオケ、音声式視覚障害者歩行誘導システム、健
康のためのアルカリイオン整水機の開発などを中
心に解説する。

社会福祉学部
社会福祉学科

教授
田口　典男

現代の貧困と格差 【出前授業】 【生徒向】 現代社会における貧困と格差の現状を把握すると
ともに、なぜこのような貧困と格差が生まれるの
かについて考えてみたい。

学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 対　象 内　容

社会福祉学部
社会福祉学科

教授
澤口　聡子

こころの耳 【講演会】 【生徒向】 理解の困難な講義に関して、講義内容の理解のた
めに、学生の方々の録音をすすめる内容となりま
す。聴くことは言葉で話されたことのみでなく、
同時に沈黙を聴くことでもあると、竹満徹の著作
等も引用し、かつて法学部の教え子たちが講義録
音によって、司法試験に合格した実績もご紹介い
たします。

社会福祉学部
社会福祉学科

教授
垰本　一雄

高校生のための
経営学概論

【出前授業】 【生徒向】 ビジネスとは何であるのか、経営すなわちマネジ
メントとは何であるのか、どういう知識が必要と
されているのか、ビジネスの世界でキャリアを積
んでいくとはどういうことなのか、などについて
分かりやすく解説する講座です。
今の日本の社会経済の環境を理解した上で、大学
で学ぶ「経営学」の基礎知識を得る入門講座にな
ります。
学生達とは議論を行い、双方向のコミュニケーシ
ョン型の授業を行います。

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】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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。

私たちの身近に
ある福祉

【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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。

ソーシャル
ワーカー体験

【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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
北爪　克洋

ソーシャルワーカーの
仕事
～人に寄り添い、
　力を引き出す専門家～

【出前授業】 【生徒向】 あまり聞きなじみのない「ソーシャルワーカー」
という仕事。しかしその専門性は、今の社会に必
要不可欠でありその活躍が期待されています。ど
のような人々に対して、どのような専門性をもっ
て機能するのかを私たちの日常生活を題材にワー
クを通じて理解を深めます。また、将来の職業選
択の一端となることを期待します。

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】 【生徒向】 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
宮園　啓介

福祉・心理職系
公務員の世界

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

漫画「文化的で最低限度の生活」が話題となりド
ラマ化もされました。主人公のような生活保護の
ケースワーカーはいわゆる福祉職の公務員です。
それから、児童虐待に対応する児童相談所で心理
判定をしているのは心理職の公務員です。これ
ら、福祉職・心理職の公務員にはどのような種類
があり、どのような仕事内容なのか、気になる待
遇面そしてなるためにはどういったキャリアを積
めばいいのか。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師
三田　真外

体験してみよう
コミュニケーション
技術

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】 コミュニケーション技術には「話す・聴く・理解
する・反射する」の一連の流れがあります。さら
に誰かと話すときには話しやすい雰囲気や座る位
置などの環境づくりがとても大切になります。こ
の講座では、コミュニケーション技術をわかりや
すく説明するとともに、実際の体験を通し居心地
の良い環境でのコミュニケーション方法について
一緒に考えていきたいと思います。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師
工藤　傑史

知的障害児者への
歌唱指導

【講演会】 【教員向】 特別支援教育において音楽活動は身近な活動で
ある。歌唱はその中心をなすものであるが、本講
座では知的障害児者への歌唱指導の在り方につい
て、教材の作り方や具体的な指導方法について、
実技も交えて解説する。

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―

【講演会】 【生徒向】
【教員向】

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。
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2019年度
東京福祉大学・東京福祉大学短期大学部

「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 下記よりご希望の講座をご選択いただき、別紙にございます「高大連携
出前授業申込用紙」を下記のいずれかに 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

0606_A4_8P_高大連携リーフ.indd   5-6 2019/06/06   10:46



学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 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】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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永久歯となり一生使
っていきます。そのため歯はその人の健康状態や
生活状態をよく表す器官ともいわれます。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。また歯や口の健康が生活習慣病や認知症
など全身の健康にも影響を及ぼす仕組みについて
も学びます。

社会福祉学部
社会福祉学科

教授
岡田　広司

製品開発と
ビジネス戦略

【出前授業】 【生徒向】 企業では社会の変革に応えて、消費者の暮らし
を楽しく便利にするための、時代に相応しい新製
品を開発して社会に提供している。本講座は企業
において講師自身が中心になって実践して来た新
製品の開発とそのビジネス戦略について、理論と
実践の両面から解説する。今後福祉領域において
も、時代に応えた新製品やサービスを開発し、人
々に提供する活動が益々必要になってくる。福祉
領域の製品開発の研究の参考にしたい。　本講座
では実践した製品開発の中から、世界初の通信カ
ラオケ、音声式視覚障害者歩行誘導システム、健
康のためのアルカリイオン整水機の開発などを中
心に解説する。

社会福祉学部
社会福祉学科

教授
田口　典男

現代の貧困と格差 【出前授業】 【生徒向】 現代社会における貧困と格差の現状を把握すると
ともに、なぜこのような貧困と格差が生まれるの
かについて考えてみたい。

学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 対　象 内　容

社会福祉学部
社会福祉学科

教授
澤口　聡子

こころの耳 【講演会】 【生徒向】 理解の困難な講義に関して、講義内容の理解のた
めに、学生の方々の録音をすすめる内容となりま
す。聴くことは言葉で話されたことのみでなく、
同時に沈黙を聴くことでもあると、竹満徹の著作
等も引用し、かつて法学部の教え子たちが講義録
音によって、司法試験に合格した実績もご紹介い
たします。

社会福祉学部
社会福祉学科

教授
垰本　一雄

高校生のための
経営学概論

【出前授業】 【生徒向】 ビジネスとは何であるのか、経営すなわちマネジ
メントとは何であるのか、どういう知識が必要と
されているのか、ビジネスの世界でキャリアを積
んでいくとはどういうことなのか、などについて
分かりやすく解説する講座です。
今の日本の社会経済の環境を理解した上で、大学
で学ぶ「経営学」の基礎知識を得る入門講座にな
ります。
学生達とは議論を行い、双方向のコミュニケーシ
ョン型の授業を行います。

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】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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。

私たちの身近に
ある福祉

【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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。

ソーシャル
ワーカー体験

【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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
北爪　克洋

ソーシャルワーカーの
仕事
～人に寄り添い、
　力を引き出す専門家～

【出前授業】 【生徒向】 あまり聞きなじみのない「ソーシャルワーカー」
という仕事。しかしその専門性は、今の社会に必
要不可欠でありその活躍が期待されています。ど
のような人々に対して、どのような専門性をもっ
て機能するのかを私たちの日常生活を題材にワー
クを通じて理解を深めます。また、将来の職業選
択の一端となることを期待します。

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】 【生徒向】 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
宮園　啓介

福祉・心理職系
公務員の世界

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

漫画「文化的で最低限度の生活」が話題となりド
ラマ化もされました。主人公のような生活保護の
ケースワーカーはいわゆる福祉職の公務員です。
それから、児童虐待に対応する児童相談所で心理
判定をしているのは心理職の公務員です。これ
ら、福祉職・心理職の公務員にはどのような種類
があり、どのような仕事内容なのか、気になる待
遇面そしてなるためにはどういったキャリアを積
めばいいのか。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師
三田　真外

体験してみよう
コミュニケーション
技術

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】 コミュニケーション技術には「話す・聴く・理解
する・反射する」の一連の流れがあります。さら
に誰かと話すときには話しやすい雰囲気や座る位
置などの環境づくりがとても大切になります。こ
の講座では、コミュニケーション技術をわかりや
すく説明するとともに、実際の体験を通し居心地
の良い環境でのコミュニケーション方法について
一緒に考えていきたいと思います。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師
工藤　傑史

知的障害児者への
歌唱指導

【講演会】 【教員向】 特別支援教育において音楽活動は身近な活動で
ある。歌唱はその中心をなすものであるが、本講
座では知的障害児者への歌唱指導の在り方につい
て、教材の作り方や具体的な指導方法について、
実技も交えて解説する。

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―

【講演会】 【生徒向】
【教員向】

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。

4 5

2019年度
東京福祉大学・東京福祉大学短期大学部

「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 下記よりご希望の講座をご選択いただき、別紙にございます「高大連携
出前授業申込用紙」を下記のいずれかに 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

0606_A4_8P_高大連携リーフ.indd   5-6 2019/06/06   10:46



学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 対　象 内　容

保育児童学部
保育児童学科

助教
赤塚　太郎

音楽アンサンブルで
コミュニケーション
－リズム活動・合奏・
　合唱－

【出前授業】 【生徒向】 音楽アンサンブルをとおして音楽そのものの楽し
さを感じ、分かち合い、他者とのコミュニケーシ
ョンを図る。具体的にはリズム活動、合奏、合唱
を行い、さらにはグループワークを取り入れた双
方向対話型の授業を体験することで、本学の教育
内容の理解を深めてもらう。

保育児童学部
保育児童学科

講師
関　　容子

幼児期の学び 【体験型授業】 【生徒向】 みなさんはどのような幼児期を過ごしましたか。
誰とどんなところで、どんな遊びをするのが好き
な子でしたか。なぜ、その遊びがおもしろかった
のでしょう。幼児期の学びは、環境を通して行う
ものとされています。子どもがお友だちと夢中に
なれる、主体的で対話的な学びとはどんな場面が
あるのでしょう。そして子どもたちは、その時そ
の経験を通してどんなことを学び取っているのか
を考えてみましょう。

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】 【教員向】 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それば外せるの
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

助教
中野　真也

臨床心理学に関する
こと・家族に関するこ
と

【講演会】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

カンセリングって何だろう？（生徒向け）
心理学を学ぶことはどんな役に立つか
（生徒・教員・保護者向け）
家族・保護者支援など（教員向け）

教育学部
教育学科

教授
加藤　敏明

地球温暖化対策 【講演会】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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】 【生徒向】 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】 【生徒向】 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
大上　忠幸

知っトク？
なっトク！中国の話

【講演会】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

私たちの居住地域や学校・職場に外国の人たちが
増えています。なかでも中国から来た人が多くい
ます。中国から来た人の教育に約25年従事してき
た経験、および日本と中国の教育の比較研究から
中国を理解するためのヒントそして多文化共生社
会について探ります。

学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 対　象 内　容

社会福祉学部
社会福祉学科

講師
谷口　彰一

予算０円！明日から
実践できるサービス・
マーケティング活用術
～みんなが幸せな
　関係構築～

【講演会】
【出前授業】

【教員向】 近年、社会福祉経営の現場では人材募集などを中
心にマーケティング理論が広く使われているとい
った話は有名なところです。一般的にマーケティ
ングと聞くと「何かを売りつけるための手段」と
いったイメージが先行しがちですが、実は組織の
活性化、信頼・コミュニケーションの関係構築に
サービス・マーケティングのノウハウが活用され
ていることをご存知でしょうか。そうしたサービ
ス・マーケティング活用事例から信頼・コミュニ
ケーション・組織活性化を軸にそのエッセッンス
についてお話します。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師
森田　和美

ソーシャルワーカーって
何をする人

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】 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
西村　彩惠

子育て家庭を支えるた
めの環境づくり

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】
【保護者向】

地域の中で取り組まれている子育て家庭を支える
活動を紹介する。その上で地域の中で子育てを支
えるために必要となる環境について考える。

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】 【教員向】 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
井草　玲子

英語圏で生活し、
勉強や仕事を行う上で
大切なこと

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】
【教員向】

海外で生活する際に直面する問題や海外生活の素
晴らしさに触れつつ、聴衆の皆様と共に英語教育
と英語学習について考えます。
１） 英国での学生生活（大学・大学院）
２） 英語を使って仕事をすること
３） 留学前・留学中・留学後
日本でできる英語学習・留学中深める英語学習・
英語圏で学んだ知識や経験の活かし方。

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】 【保護者向】
【教員向】

「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】 【生徒向】 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

子どもの遊びと発達 【出前授業】 【生徒向】
保育コースや
保育児童学科に
関心のある生徒

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ます。

保育児童学部
保育児童学科

准教授
佐野　葉子

① 生きるために必要　   
     な性に関すること、 
     感染症に関すること

【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

性に関する知識は高校生の時だけでなく一生必要
です。自分の命を守るため、相手の命を守るため
の知識を今のうちに持ってほしいと思います。ま
た、先生方や保護者の皆さんとも子ども達にどの
ように伝えどのように考えるかを、一緒に学んで
いきたいと思います。

② 新生児の保育 【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

新生児の保育を実際におこないます。

③ 人と動物との
　 関係学

【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

人と動物はどのような関係で暮らしてきたか。動
物が人に与える影響、人が動物に与える影響につ
いて学びます。

保育児童学部
保育児童学科

講師
攪上　哲夫

大学の授業とその魅力 【出前授業】 【生徒向】 大学は高等教育機関であり、教養を深め、専門性
を身に付け、所属する学部等で取得できる資格等
を得ながら、将来の有意な職業を考えることがで
きる教育機関です。生徒から学生へ、どのような
学びがあるのか紹介します。

保育児童学部
保育児童学科

講師
舘　　秀典

Microbit等を利用した
プログラミンング体験

【出前授業】 【生徒向】 2022年には高校でもプログラミングが必修とな
ることを踏まえ、現在の高校生にアルゴリズムの
概念を用いて簡単なプロムラミングをブロック
形の言語であるScratchを用いて行う。実行には
Microbitを利用し、実際に動作をさせ、デバッグま
で行う。
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学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 対　象 内　容

保育児童学部
保育児童学科

助教
赤塚　太郎

音楽アンサンブルで
コミュニケーション
－リズム活動・合奏・
　合唱－

【出前授業】 【生徒向】 音楽アンサンブルをとおして音楽そのものの楽し
さを感じ、分かち合い、他者とのコミュニケーシ
ョンを図る。具体的にはリズム活動、合奏、合唱
を行い、さらにはグループワークを取り入れた双
方向対話型の授業を体験することで、本学の教育
内容の理解を深めてもらう。

保育児童学部
保育児童学科

講師
関　　容子

幼児期の学び 【体験型授業】 【生徒向】 みなさんはどのような幼児期を過ごしましたか。
誰とどんなところで、どんな遊びをするのが好き
な子でしたか。なぜ、その遊びがおもしろかった
のでしょう。幼児期の学びは、環境を通して行う
ものとされています。子どもがお友だちと夢中に
なれる、主体的で対話的な学びとはどんな場面が
あるのでしょう。そして子どもたちは、その時そ
の経験を通してどんなことを学び取っているのか
を考えてみましょう。

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】 【教員向】 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それば外せるの
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

助教
中野　真也

臨床心理学に関する
こと・家族に関するこ
と

【講演会】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

カンセリングって何だろう？（生徒向け）
心理学を学ぶことはどんな役に立つか
（生徒・教員・保護者向け）
家族・保護者支援など（教員向け）

教育学部
教育学科

教授
加藤　敏明

地球温暖化対策 【講演会】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

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】 【生徒向】 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】 【生徒向】 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
大上　忠幸

知っトク？
なっトク！中国の話

【講演会】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

私たちの居住地域や学校・職場に外国の人たちが
増えています。なかでも中国から来た人が多くい
ます。中国から来た人の教育に約25年従事してき
た経験、および日本と中国の教育の比較研究から
中国を理解するためのヒントそして多文化共生社
会について探ります。

学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 対　象 内　容

社会福祉学部
社会福祉学科

講師
谷口　彰一

予算０円！明日から
実践できるサービス・
マーケティング活用術
～みんなが幸せな
　関係構築～

【講演会】
【出前授業】

【教員向】 近年、社会福祉経営の現場では人材募集などを中
心にマーケティング理論が広く使われているとい
った話は有名なところです。一般的にマーケティ
ングと聞くと「何かを売りつけるための手段」と
いったイメージが先行しがちですが、実は組織の
活性化、信頼・コミュニケーションの関係構築に
サービス・マーケティングのノウハウが活用され
ていることをご存知でしょうか。そうしたサービ
ス・マーケティング活用事例から信頼・コミュニ
ケーション・組織活性化を軸にそのエッセッンス
についてお話します。

社会福祉学部
社会福祉学科

講師
森田　和美

ソーシャルワーカーって
何をする人

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】 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
西村　彩惠

子育て家庭を支えるた
めの環境づくり

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】
【保護者向】

地域の中で取り組まれている子育て家庭を支える
活動を紹介する。その上で地域の中で子育てを支
えるために必要となる環境について考える。

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】 【教員向】 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
井草　玲子

英語圏で生活し、
勉強や仕事を行う上で
大切なこと

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】
【教員向】

海外で生活する際に直面する問題や海外生活の素
晴らしさに触れつつ、聴衆の皆様と共に英語教育
と英語学習について考えます。
１） 英国での学生生活（大学・大学院）
２） 英語を使って仕事をすること
３） 留学前・留学中・留学後
日本でできる英語学習・留学中深める英語学習・
英語圏で学んだ知識や経験の活かし方。

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】 【保護者向】
【教員向】

「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】 【生徒向】 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

子どもの遊びと発達 【出前授業】 【生徒向】
保育コースや
保育児童学科に
関心のある生徒

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ます。

保育児童学部
保育児童学科

准教授
佐野　葉子

① 生きるために必要　   
     な性に関すること、 
     感染症に関すること

【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

性に関する知識は高校生の時だけでなく一生必要
です。自分の命を守るため、相手の命を守るため
の知識を今のうちに持ってほしいと思います。ま
た、先生方や保護者の皆さんとも子ども達にどの
ように伝えどのように考えるかを、一緒に学んで
いきたいと思います。

② 新生児の保育 【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

新生児の保育を実際におこないます。

③ 人と動物との
　 関係学

【出前授業】 【生徒向】
【保護者向】
【教員向】

人と動物はどのような関係で暮らしてきたか。動
物が人に与える影響、人が動物に与える影響につ
いて学びます。

保育児童学部
保育児童学科

講師
攪上　哲夫

大学の授業とその魅力 【出前授業】 【生徒向】 大学は高等教育機関であり、教養を深め、専門性
を身に付け、所属する学部等で取得できる資格等
を得ながら、将来の有意な職業を考えることがで
きる教育機関です。生徒から学生へ、どのような
学びがあるのか紹介します。

保育児童学部
保育児童学科

講師
舘　　秀典

Microbit等を利用した
プログラミンング体験

【出前授業】 【生徒向】 2022年には高校でもプログラミングが必修とな
ることを踏まえ、現在の高校生にアルゴリズムの
概念を用いて簡単なプロムラミングをブロック
形の言語であるScratchを用いて行う。実行には
Microbitを利用し、実際に動作をさせ、デバッグま
で行う。
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学部・学科 職・氏名 講座名 形　式 対　象 内　容

教育学部
教育学科

講師
中園　長新

① どうして高校で
「情報」を習うの？

    情報教育の本質とは  
    何か

【講演会】
【出前授業】

【生徒向】
【教員向】

高校の共通教科「情報」はなぜ必要なのか、そこ
で学ぶ情報教育の本質は何なのか。単なるスキル
習得という視点を超え、学校教育で学ぶ情報教育
の本質に迫ります。情報に興味がある人だけでな
く、すべての人が学ぶべき「情報」とは何なので
しょうか。

② コンピュータを
使わないで
コンピュータを学ぼう

【出前授業】 【生徒向】
【教員向】

普通教室において、コンピュータを使わない情報
科学の学習「アンプラグドコンピュータサイエン
ス」を体験します。簡単なゲームや手品の体験を
通して２進法やソーティングなどのコンピュータ
の基本原理に楽しみながら触れてみましょう。コ
ンピュータに関する前提知識は不要です。大学で
学ぶ情報科学の世界が、私たちの身近なところに
隠れていて、すべての人に関わっているというこ
とに気づくことができます。

教育学部
教育学科

講師
古田　高史

国際日本研究入門 【出前授業】 【生徒向】 日本の文化や社会、言語について、皆さんはどの
ように説明しますか？この授業ではこれまでの日
本国内の視点に加えて、海外から日本への視点も
意識する「国際日本研究」という領域を紹介しま
す。その上で、身近にある日本文化や社会、言語
にどのようなアプローチがあるのかを見つめなお
し、ディスカッションをすることでお互いの考え
を深める機会を提供します。

教育学部
教育学科

講師
野口　芙美

日本語と日本人の
コミュニケーション

【講演会】
【出前授業】
【ガイダンス】

【生徒向】 普段何気なく使っている日本語や日本人のコミュ
ニケーションの特徴を、他の言語と比べながら改
めて考える。海外でのコミュニケーションや国内
で異文化に接した際に、お互いにどのような印象
を持つのかについても考える。

特任教授 教授
栗原　長吉

保護者対応の配慮事項 【講演会】 【教員向】 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】

【生徒向】 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
酒井　博美

① 発達障害を持つ
子どもの音楽活動

【出前授業】 【生徒向】 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―

【出前授業】 【生徒向】 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―

【出前授業】 【生徒向】 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
井上　昌樹

アートって
何だろう？
子どもにとっての
造形表現とは？

【出前授業】 【生徒向】 普段何気なく使っているアートという言葉。現代
活動しているアーティストと呼ばれる人たちはど
のような活動をしているのか。また、子どもが造
形活動を通して得られる学びとどのような関係が
あるのか。現代社会を生き抜く子どもの学びとし
てのアートのあり方に焦点を当てながら、具体的
な活動を通してアートとは何かをもとに考える。

短期大学部
こども学科

助教
山本健志郎

幼児期の関わりが
生涯を左右する？
今見直される保育者の
重要性

【講演会】 【生徒向】 Heckmanが提唱した非認知能力の考えから乳幼児
期の保育の重要性が高まっています。保育所保育
指針の改定から保育士のキャリア研修も統一化さ
れ、保育士の専門職としての地位が見直されてい
る今、保育士の重要性とすばらしさを考える。

短期大学部
こども学科

助授
佐藤　友樹

レクリエーションの
体験

【出前授業】 【生徒向】 教育や福祉の様々な現場で活かせるレクリエーシ
ョンを体験してもらい、レクリエーションの重要
性について考えていく。

名古屋キャンパス
留学生日本語別科

主任講師
久野かおる

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】
【講演会】

【生徒向】 
【保護者向】
【教員向】

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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講座についてのお問い合わせ・お申込み・資料請求は

URL.  https://www.tokyo-fukushi.ac.jp

池袋キャンパス／〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-14-7（9号館）
　＜入学課＞　TEL：03-3987-6602
王子キャンパス／〒114-0004　東京都北区堀船2-1-11 
　※池袋キャンパスにお問い合わせください
伊勢崎キャンパス／〒372-0831　群馬県伊勢崎市山王町2020-1
　＜入学課＞　TEL：0270-20-3673
名古屋キャンパス／〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内2-13-32
　＜広報センター＞〒453-0014　愛知県名古屋市中村区則武1-1-4　TEL：052-454-3502

東京福祉大学・東京福祉大学短期大学部

　東京福祉大学では、本年度も高等学校との相互の教育に係る交流・連携を通じて、高校生の視野を広げ、

進路に対する意識や学習意欲を高めるとともに、大学の求める学生像および教育内容への理解を深め、かつ

高校教育・大学教育の活性化を図ることを目的とし、「高大連携プログラム」を実施いたします。

　今年度も、高校生を対象とした本学で開催される授業を実際に受講していただく「高大連携講座」と、高

校生だけでなく高校の教員、保護者の方も対象に、本学教員が高校等に赴いて専門分野の講義や模擬授業を

実施する「高大連携出前授業」の 2 種類を用意いたしました。それぞれの詳細は、次ページ以降をご覧くだ

さい。

高大連携プログラムのご案内

東京福祉大学伊勢崎キャンパス
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