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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

英語の楽しさ再発見 

～英語を様々な角度から研究する～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉教育文化学部 学校教育課程 

（職 ・ 氏名）准教授 若有 保彦 他（３名）

授業概要 大学の英語学習では、英語力を伸ばすだけでなく、英語を様々な角度から研究します。本

講座では、英語という言語の仕組みや英語の文化的背景、英語学習の効果的な方法を秋田大学の英語

担当教員と一緒に考えていきます。 

授業方法 

と留意点 

担当者の話を聞くだけではなく、視聴覚教材を通して英語学習を体験したり、実際に

学習活動をしてもらうこともある。受講者は特に大学で「英語」を専攻しようとする

方でなくてもかまわない。英語が苦手という人にとっても、また新しい視点から英語

を見直す機会になるものと期待する。 

授  業  計  画 

 

＜１０月１１日（水）＞ 

第１講：「英語発達史」    

准教授  エイドリアン・パターソン 

 

 

＜１０月１８日（水）＞ 

 第２講：「『ロミオとジュリエット』で知るシェイクスピア」 

教授   佐々木 和貴 

 

 

 

＜１０月２５日（水）＞ 

 第３講：「異文化間コミュニケーション－英語で自分を耕す」 

教授   佐々木 雅子 

 

 

 

 

 

テキスト プリント等を配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

開講時期 後期 水曜日 17:30～19:00 開講日 10/11 10/18 10/25 

関連科目 英語 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

大学の生物実験入門 

～大学で観察・解剖・実験を体験する～

科 目

担当者

〈学部・学科〉教育文化学部 

英語・理数教育講座 

（職 ・ 氏名） 教授 石井 照久 

授業概要 大学での生物学は、観察・解剖・実験などを重要視しており、生き物から直接学ぶこ

とにより生命現象を捉えようとしています。この授業では、大学に来てもらって実際に観察・解

剖・実験を少し体験してもらいます。実験が好きな高校生を歓迎します。 

授業方法 

と留意点 

テキストは特に指定しません。参考文献は、購入の必要はありませんが、興味があっ

たら購入して下さい。受講生全員に毎回、解剖・実験等を行ってもらいます。 

授  業  計  画 

＜１０月２４日（火）＞ 

第１講：「大学の生物学はここが違う！」               

 アカデミックガイダンス 観察・解剖・実験から学ぼう 生き物を観察しよう  

＜１０月３１日（火）＞ 

 第２講：「細胞をみてみよう！」               

 普段見慣れている生き物の細胞を顕微鏡で観察しよう ミクロな世界を体験しよう 

＜１１月２１日（火）＞ 

 第３講：「動物の体をみよう！」  

 動物の体は基本的には似ている 解剖をしてみよう 

＜１１月２８日（火）＞ 

 第４講：「海の生物を知ろう！」                   

 地表の約７０％を占める海には多様な生物がいる 海の生き物を観察しよう 

＜１２月 ５日（火）＞ 

 第５講：「遺伝子の正体であるＤＮＡをみよう！」          

 遺伝子は何をしているか？ 遺伝子の正体であるＤＮＡを実際に抽出してみよう 

＜その他＞この授業は、秋田大学手形キャンパスを会場に開講します。 

会場 教育文化学部４号館３０７実験室   住所 秋田市手形学園町１－１ 

※欠席連絡は、電話もしくはE-mailにて連絡して下さい。 

電話０１８－８８９－３１９１（秋田大学総合学務課教務企画担当 平日9:00～17:00） 

E-mail:  tishii@ed.akita-u.ac.jp 

※土足厳禁のお部屋の為、備えつけのスリッパを使用するか、自前の上履きを持参下さい。 

テキスト なし 

参考文献 
「生物学超入門」 大石正道著 日本実業出版社 1300円＋税 

「遺伝子時代の基礎知識」 東嶋和子著 講談社 1040円＋税 

「“生きている”ってどういうこと」  培風館 2400円＋税 

開講時期 後期 火曜日 17:30～19:00 開講日 10/24 10/31 11/21 11/28 12/5 

関連科目 なし 会 場 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
覗いてみようコメディカルの研究 

科 目

担当者

医学系研究科 保健学専攻 

地域生活支援看護学講座 講師 熊澤 由美子

理学療法学講座    助教 木元 稔 

作業療法学講座    講師 高橋 恵一 

授業概要  医療職の中でコメディカルと言われている看護職・理学療法士・作業療法士はどの様な研

究をしているか知っていますか。今まで知らなかった学問の世界が広がる内容です。 

授業方法 

と留意点 

研究といっても堅苦しい講義ではありませんので是非参加してください。看護職・理

学療法士・作業療法士への理解が深まるお話です。 

授  業  計  画 

 

 

＜１０月４日（水）＞ 

 第１講：「生活習慣を変える支援  

～減酒支援に取り組んだ保健従事者の課題意識と実践上の促進要因～」 

            保健学専攻 地域生活支援看護学講座 講師 熊澤 由美子 

 

 

＜１０月１１日（水）＞ 

 第２講：「日常の「座る・立つ・歩く」を科学する～理学療法研究への誘い～」 

                保健学専攻 理学療法学講座 助教 木元 稔 

 

 

＜１０月１８日（水）＞ 

 第３講：「障害をもつ人の生活を支援する福祉用具について」   

                保健学専攻 作業療法学講座 講師 高橋 恵一 

 

 

 

 

 

テキスト なし 

参考文献 なし 

開講時期 後期 水曜日 17:30～19:00 開講日 10/4 10/11 10/18 

関連科目 なし 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

基礎から学ぶ蛋白質の科学 
生命科学への招待 

～蛋白質科学・基礎コース～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉理工学部 生命科学科 

（職 ・ 氏名）教授 尾高 雅文  

授業概要 蛋白質は細胞に最も多く存在する重要な生体高分子です。この授業では、蛋白質とは

「どのようなものか」から蛋白質の異常が原因で起こる病気まで、蛋白質が関係する生命科学の

入門的な内容を分かりやすく解説します。 

授業方法 

と留意点 

パワーポイントとプリントを併用して授業を進めます。高校の生物を学んでいない学

生でも理解できるように基礎から解説します。後期の「病気の診断や治療を目指した

蛋白質研究」や前期開講授業の基礎となるコースという位置づけで開講します。 

授  業  計  画 

＜１０月２８日（土）＞ 

第１講：「アミノ酸と蛋白質」 
  

＜１１月 ４日（土）＞ 

 第２講：「蛋白質のかたち（構造）を知る」 

 

＜１１月１１日（土）＞ 

 第３講：「蛋白質は高性能なナノマシーン」 
 

＜１１月１８日（土）＞ 

 第４講：「蛋白質の異常で起こる病気」 

  

 第１講ではアミノ酸の種類から始めて蛋白質の基礎を学びます。第２講では、蛋白質の様々な構

造について基礎から理解できるように解説します。第３講では蛋白質の様々な優れた機能について

学び、第４講では、蛋白質の異常が原因で起こる病気について実例を挙げて解説します。 

 

本講義は、「最新の遺伝子組換え技術への道（基礎コース）」と同会場で続けて実施する予定

です。両方を受講することで、生命科学の2大分野である遺伝子と蛋白質の概略について学ぶこ

とが出来ます。 

 

＜その他＞この授業は、秋田大学手形キャンパスを会場に開講します。 

会場 理工学部１号館共通３２１     住所 秋田市手形学園町１－１ 

※欠席連絡は、電話もしくはE-mailにて連絡して下さい。 

電話０１８－８８９－３１９１（秋田大学総合学務課教務企画担当 平日9:00～17:00） 

E-mail: modaka@gipc.akita-u.ac.jp 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配布します。 

参考文献 プリントに示すとともに、授業の中でも紹介します。 

開講時期 後期 土曜日 12:50～14:20 開講日 10/28 11/4 11/11 11/18 

関連科目 生物学基礎、生物学、化学基礎

、化学 
会 場 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

病気の診断や治療を目指した 
蛋白質研究 

生命科学への招待 
～蛋白質科学・応用コース～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉理工学部 生命科学科 

（職 ・ 氏名）教授 尾高 雅文  

授業概要 蛋白質は生命活動に非常に重要な働きをもっているため、多くの薬の標的となりま

す。この授業では、病気をキーワードに実例を紹介しながら、蛋白質の様々な性質を調べる研究

の基礎から最先端までを解説します。 

授業方法 

と留意点 

パワーポイントとプリントを併用して授業を進めます。前期の「蛋白質科学入門」の

応用編に相当しますが、前期を受講していなくても、問題なく理解できるように配慮

して進めます。ただし、高等学校の「生物学基礎」や「化学基礎」を履修しているほ

うが理解しやすいと思います。 

授  業  計  画 

＜１０月２８日（土）＞ 

第１講：「蛋白質の基礎」 
  

＜１１月 ４日（土）＞ 

 第２講：「蛋白質のサイズを調べる研究」 
  

＜１１月１１日（土）＞ 

 第３講：「蛋白質のかたちを調べる研究」 
  

＜１１月１８日（土）＞ 

 第４講：「蛋白質のはたらきを調べる研究」 
  
 第１講では蛋白質とはどのようなものなのか、まだ、高校で学んでいない学生にも理解できるよ

うに解説します。第２講から第４講では、蛋白質の様々な性質を調べる研究を、病気の診断や治療

薬の開発等の研究例と関連させながら、分かりやすく解説します。 
 

本講義は、「最新の遺伝子組換え技術への道（応用コース）」と同会場で続けて実施する予定

です。両方を受講することで、生命科学の2大分野である遺伝子と蛋白質の概略について学ぶこ

とが出来ます。 
 

＜その他＞この授業は、秋田大学手形キャンパスを会場に開講します。 

会場 理工学部１号館共通２２４     住所 秋田市手形学園町１－１ 

※欠席連絡は、電話もしくはE-mailにて連絡して下さい。 

電話０１８－８８９－３１９１（秋田大学総合学務課教務企画担当 平日9:00～17:00） 

E-mail: modaka@gipc.akita-u.ac.jp 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配布します。 

参考文献 プリントに示すとともに、授業の中でも紹介します。 

開講時期 後期 土曜日 14:30～16:00 開講日 10/28 11/4 11/11 11/18 

関連科目 生物学、生物学基礎、化学、化

学基礎 
会 場 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

最新の遺伝子組換え技術への道 
生命科学への招待 

～遺伝子操作の基礎知識・基礎コース～

科 目

担当者

〈学部・学科〉理工学部 生命科学科 

（職 ・ 氏名）教授 疋田 正喜  

授業概要 近年、遺伝子組換え技術が著しい発展を遂げています。この分野は日進月歩で、高校

生物の内容と大きな隔たりがあります。この溝を埋められるよう平易な内容から遺伝子治療等最

先端の分子生物学の基礎まで解説します。上級コースの基礎編に位置づけられます。 

授業方法 

と留意点 

パワーポイントとプリントを併用して授業を進めます。前期の「最新の遺伝子組換え

技術への道」に相当しますが、前期を受講していなくても、問題なく理解できるよう

に配慮して進めます。順を追って授業の内容が進んでいきますので、最初の授業から

連続して出席した方が理解しやすいと思います。 

授  業  計  画 

＜１０月２８日（土）＞ 

第１講：「遺伝子とは」 
 ＤＮＡ、ＲＮＡの役割を説明します。動物細胞の遺伝子の構造と働きについても解説します。

＜１１月 ４日（土）＞ 

 第２講：「遺伝子組換えの理論と実際」 

 遺伝子組換えの歴史について触れつつ、プラスミドの性質や利用法について説明します。また、

動物細胞への外来遺伝子の導入や遺伝子破壊の方法について解説します。 

＜１１月１１日（土）＞ 

 第３講：「動物の遺伝子組換えとＥＳ細胞、ｉＰＳ細胞」 

 動物個体における遺伝子操作について解説します。また、ＥＳ細胞やｉＰＳ細胞の基本技術とそ

の応用についても触れます。 

＜１１月１８日（土）＞ 

 第４講：「遺伝子治療と再生医療」 

 この講義で修得した知識に基づいて、遺伝子治療と再生治療の基礎と応用について解説します。 

 

本講義は、「基礎から学ぶ蛋白質の科学（基礎コース）」と同会場で続けて実施する予定で

す。両方を受講することで、生命科学の2大分野である遺伝子と蛋白質の概略について学ぶこと

が出来ます。 

＜その他＞この授業は、秋田大学手形キャンパスを会場に開講します。 

会場 理工学部１号館共通３２１     住所 秋田市手形学園町１－１ 

※欠席連絡は、電話もしくはE-mailにて連絡して下さい。 

電話０１８－８８９－３１９１（秋田大学総合学務課教務企画担当 平日9:00～17:00） 

E-mail: hikida@gipc.akita-u.ac.jp 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配布します。 

参考文献 プリントに示すとともに、授業の中でも紹介します。 

開講時期 後期 土曜日 14:30～16:00 開講日 10/28 11/4 11/11 11/18 

関連科目 生物学、生物学基礎、化学、化

学基礎 
会 場 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

最新の遺伝子組換え技術への道 
生命科学への招待 

～遺伝子操作の基礎知識・応用コース～

科 目

担当者

〈学部・学科〉理工学部 生命科学科 

（職 ・ 氏名）教授 疋田 正喜  

授業概要 近年、遺伝子組換え技術が著しい発展を遂げています。この分野は日進月歩で、高校

生物の内容と大きな隔たりがあります。この溝を埋められるよう平易な内容から最先端のゲノム

編集技術まで解説します。基礎コースの応用編に位置づけられます。 

授業方法 

と留意点 

パワーポイントとプリントを併用して授業を進めます。前期の「最新の遺伝子組換え

技術への道」の応用編に相当しますが、前期を受講していなくても、問題なく理解で

きるように配慮して進めます。ただし、高等学校の「生物学基礎」や「化学基礎」を

履修済みのほうが理解しやすいと思います。 

授  業  計  画 

＜１０月２８日（土）＞ 

第１講：「遺伝子発現ベクターと様々な遺伝子導入法」 
 プラスミドの基本構造や、細胞への様々な導入方法の利点・欠点について解説します。 

＜１１月 ４日（土）＞ 

 第２講：「組換え細胞の検出法」 

 遺伝子組換え実験において外来遺伝子が導入された細胞を導入されていない細胞と区別して、そ

れらの細胞でだけ機能を調べるためのプラスミドの構造や方法について概説します。 

＜１１月１１日（土）＞ 

 第３講：「ゲノム編集の基礎と応用」 

 近年、注目を集めているゲノム編集の基礎と応用、また、何が革新的なのか、最新の医療への応

用を含めて概説します。 

＜１１月１８日（土）＞ 

 第４講：「遺伝子組換え生物の創薬への応用」 

 これまでの講義で修得した知識に基づいて、遺伝子組換え生物を利用した創薬について概説しま

す。 

本講義は、「病気の診断や治療を目指した蛋白質研究（応用コース）」と同会場で続けて実施

する予定です。両方を受講することで、生命科学の2大分野である遺伝子と蛋白質の概略につい

て学ぶことが出来ます。 

＜その他＞この授業は、秋田大学手形キャンパスを会場に開講します。 

会場 理工学部１号館共通２２４     住所 秋田市手形学園町１－１ 

※欠席連絡は、電話もしくはE-mailにて連絡して下さい。 

電話０１８－８８９－３１９１（秋田大学総合学務課教務企画担当 平日9:00～17:00） 

E-mail: hikida@gipc.akita-u.ac.jp 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配布します。 

参考文献 プリントに示すとともに、授業の中でも紹介します。 

開講時期 後期 土曜日 12:50～14:30 開講日 10/28 11/4 11/11 11/18 

関連科目 生物学、生物学基礎、化学、化

学基礎 
会 場 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
身近な有機化学・有機化合物 

科 目

担当者

〈学部・学科〉理工学部 生命科学科 

（職 ・ 氏名）教授 藤原 憲秀  

授業概要 有機化合物は、天然物や人工物など由来を問わず、私達の生活に密着しています。こ

の授業では、身近な有機化合物を題材として、有機化学と関連する生物現象や物理現象を分かり

易く解説します。 

授業方法 

と留意点 

プロジェクターを用いた解説の他、有機化合物の分子模型の組み立てや、簡単な演示

実験を予定しています。 

授  業  計  画 

＜１１月２５日（土）＞ 
第１講：（10:30～12:00） 

「有機化合物のかたちの調べ方」 
 

※12:00～12:50   昼食時間  （昼食を持参ください） 

 
 第２講：（12:50～14:20） 

「スパイスの色と香りと刺激の有機化合物」 
  

 第３講：（14:30～16:00） 

「色調の変化する人工色素の有機化学」 

  

＜１１月２６日（日）＞ 
 第４講：（12:50～14:20） 

「健康と天然有機化合物」 

  

 第５講：（14:30～16:00） 

「自然毒の有機化学」 

  

＜その他＞この授業は、秋田大学手形キャンパスを会場に開講します。 

会場 理工学部総合研究棟（理工学部６号館）２階 

             住所 秋田市手形学園町１－１ 

※欠席連絡は、電話もしくはE-mailにて連絡して下さい。 

電話０１８－８８９－３１９１（秋田大学総合学務課教務企画担当 平日9:00～17:00） 

E-mail: fjwkn@gipc.akita-u.ac.jp 

テキスト 講義の各回資料を配布します。 

参考文献 配付資料に掲載します。 

開講時期 後期 土・日曜日 集中 開講日
11/25

10:30～

11/25

12:50～

11/25 

14:30～ 

11/26

12:50～

11/26

14:30～

関連科目 化学および基礎的な生物と物理 会 場 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

宇宙工学基礎講座 

～ロケットを題材にして宇宙工学に親しむ～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉理工学研究科附属 

ものづくり創造工学センター 

（職 ・ 氏名）副センター長/助教 堤 明正 

授業概要 主にロケットを題材に、宇宙工学を学びます。まず日本の代表的なロケットや人工衛

星や惑星探査機について紹介します。また実際にモデルロケットの製作・打上げを実施し、体験

しながら宇宙工学の基礎を学習します。 

授業方法 

と留意点 

文系・理系、高校での履修科目などは問いません。宇宙に興味のある高校生を対象と

します。 

授  業  計  画 

＜１１月１１日（土）＞ 

第１講：（9:30～10:20）  「ガイダンス」              

 日本のロケットや人工衛星、そして今後展開される秋田県での宇宙産業について紹介。 

 第２講：（10:30～11:20）「ロケット工学」 

 ロケットがなぜ打ち上がるのか、どのような原理で加速をしていくのかなど、ロケット工学の基

礎を学習する。 

 第３講：（11:30～12:20） 「モデルロケット製作」 

 座学だけではなく実際に火薬のエンジンを搭載したロケットの製作を行う。 

※12:20～13:30  昼食時間 昼食を持参ください。＜※学食は営業しています＞ 

 第４講：（13:30～15:00） 「モデルロケット打ち上げ」 

 実際に製作したモデルロケットの打上げを実施して理論と実際の違いについて考察する。 

※荒天の場合など、モデルロケットの打上げを取り止める可能性があります。 

 第５講：（15:10～16:00） 「軌道力学」 

 小惑星探査機はやぶさに代表されるような新宇宙探査を行うためには宇宙探査機の軌道を正確に

知ることが大切となる。そこで、軌道力学の基礎として人工衛星が地球の周りを回るために必要な

速度の算出方法等を学習する。 

＜その他＞この授業は、秋田大学手形キャンパスを会場に開講します。 

会場 ものづくり創造工学センター 創造組立作業室 

住所 秋田市手形学園町１－１ 

※欠席連絡は、電話もしくはE-mailにて連絡して下さい。 

電話０１８－８８９－３１９１（秋田大学総合学務課教務企画担当 平日9:00～17:00） 

E-mail: pub@mono.akita-u.ac.jp 

テキスト 講義内容のプリントを配布します。 

参考文献 授業で紹介します。 

開講時期 後期 
土曜日 集中 

9:30～16:00 
開講日 11/11

9:30～

11/11

10:30～

11/11 

11:30～ 

11/11

13:30～

11/11

15:10～

関連科目 理科全般 会 場 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形 秋大手形
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

『教師ミニミニ体験』 

～教職への展望をひらく～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉高大接続センター 

（職 ・ 氏名）准教授 伊藤 成年 他（４名）

授業概要 教職を目指す高校生のための講座です。教師になるために必要で基本的な「学習指導案の

様式・読み取り」や「学習指導案の作成」、教育専門監や教員採用試験合格者の模擬授業（ビデオ）

を教材に、「授業づくりの要点」等について学びます。教職を志す生徒のキャリア発達を促します。

授業方法 

と留意点 

授業は講義と演習を組み合わせて行います。内容によっては、グループワークや全体

での協議・発表が中心となりますので主体的な参加が期待されます。受講者の事前準

備は必要ありません。 

授  業  計  画 

＜１０月１４日（土）＞ 
第１講（13:30～15:00） 

「教職の魅力とその世界」                准教授  関谷 美佳子
 自らの教職体験をもとに、児童生徒と教師の関わりによって紡ぎ出される教職の真の魅力について伝えると

ともに、教職の世界について正しい理解が図られるようにします。また、それぞれが、どのような教師像を抱

いているのかについて語り合い、互いに教職を目指す心を見つめ直し、考えを深めることができるようにしま

す。 

第２講（15:15～16:45） 

「学習指導案の様式・読み取り、学習指導案（略案）の作成」 客員教授  山岡 正典 
 学校の日課はほぼ授業で占められています。授業は、児童生徒にどのような力を身に付けさせるのか、ねら

いや手立て評価等の考え方が事前にしっかりと設計されている必要があります。教職への入門として、学習指

導案の様式、見方、作成等について学びます。 

＜１０月２８日（土）＞ 
 第３講（13:30～15:00）・第４講（15:15～16:45） 

「模擬授業（教育専門監等）のビデオ視聴による学び～表現力や題材設定力に学ぶ～」 
  准教授 伊藤 成年  准教授 千葉 圭子 

 授業力に秀でた教育専門監や秋田県教員採用試験２次試験の模擬授業（合格者『国語、算数』）を、数名分、ビ

デオ視聴します。児童生徒を引きつける教師の態度・振る舞い等の表現力や「めあて・学習課題」を設定するまでの

学習意欲の引き出し方ふるさと教材の生かし方等について学びます。また、サンプルの学習指導案（ビデオ視聴以

外）を基に、導入部分の演じ方について協議し練り上げます（グループ協議・演習）。 

＜１１月４日（土）＞ 
 第５講（13:30～15:00） 

「秋田県教育の特色（全国学力・学習状況調査結果等の分析から 他）」 

准教授  伊藤 成年 
 全国学力・学習状況調査において、毎回全国トップレベルの秋田県児童生徒の学力や質問紙にみる生活や家庭学習

等の実態を把握します。また、このような結果が、教員の熱心な研究姿勢や地域社会の協力、県・市町村教育委員会

の特色ある行政施策があってもたらされていることについて学びます。すぐれた秋田県教育の実状について幅広い知

見を得ることができます。 

【先着２０名で募集を締め切ります】 
注）この授業には今回の募集に加え，平成２９年度秋田大学 高校生・大学生教職体験プログラム「教師ミニミニ体験」事業に参

加している高校生，大学生約２０名も受講します。 

テキスト なし。講義資料を配付する。 

参考文献 なし 

開講時期 後期 
土曜日 13:30～16:45

（11/4のみ13:30～15:00）
開講日

10/14

13:30～

10/14

15:15～

10/28 

13:30～ 

10/28

15:15～

11/4 

13:30～

関連科目 なし 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
英語テスト研究入門 

科 目

担当者

〈学部・学科〉高大接続センター 

（職 ・ 氏名）助教 木幡 隆宏 

授業概要  世の中には様々な英語のテストが存在しますが、テストごとにその目的や内容、形式は異

なります。テストの仕組みを理解することが、英語の能力について知ることにもつながり、毎日の英

語学習の助けになります。 

授業方法 

と留意点 

講義と議論を組み合わせながら授業を進めていきます。より充実した学習のために積

極的に参加してください。 

授  業  計  画 

 

＜１１月１２日（日）＞ 

 第１講：（9:30～11:00） 

「テストのしくみ」     

 テストの種類、目的、問題形式などについて知り、英語資格・検定試験を比較します。 

 

 

 第２講：（11:10～12:40） 

「英語力とは」        

 英語ができるとはどういうことかを考え、テストで測定する英語力について知ります。 

 

 

※12:40～13:20   昼食時間  （昼食を持参下さい。） 

 

 

 第３講：（13:20～14:50） 

「大学入試と定期試験」   

 大学入試と定期試験について知り、分析します。 

 

 

 

テキスト 当日資料を配布します。 

参考文献  

開講時期 後期 日曜日 9:30～14:50 開講日
11/12 

9:30～ 

11/12 

11:10～ 

11/12 

13:20～ 

関連科目 英語 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
津波防災の基礎 

科 目

担当者

〈学部・学科〉地方創生センター  

地域協働・防災部門 

（職 ・ 氏名）准教授 鎌滝 孝信 

授業概要 秋田県沿岸部にはいくつかの低平地が広がり、そこは多くの住民にとっての生活の場と

なっている。この授業では、そのような低平地における津波防災とその前提となる津波想定につ

いての基礎を学びます。 

授業方法 

と留意点 

授業は配布するプリントに沿って進めます。初回の授業で、最近発生した自然災害の

中で自分の心に深く残っているものについて、聞きます。事前に新聞記事等を調べて

おいて下さい。 

授  業  計  画 

 

＜１１月２４日（金）＞ 

第１講：「津波災害や防災に関する最近の話題について」             

  

  

 

 

＜１２月１日（金）＞ 

 第２講：「過去に発生してきた津波を探る」               

  

 

 

 

＜１２月８日（金）＞ 

 第３講：「低平地における津波防災について」                

  

 

  

 

 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリントを配布します。 

参考文献 授業の中で適宜紹介します。 

開講時期 後期 金曜日 17:30～19:00 開講日 11/24 12/1 12/8 

関連科目 理科（地学）、社会科（地理） 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

世界の日本語教育 

～日本語教育入門～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉国際交流センター 

（職 ・ 氏名）助教 佐々木 良造 

授業概要  世界各地の日本語教育を紹介しながら、どんな人が、どうして、どうやって日本語を学ん

でいるか、講義をします。あわせて、日本語教師として求められる資質・能力について考えます。 

授業方法 

と留意点 

講義を聴くだけでなく、資料を読み、読んだ資料を説明する活動や、グループワーク

を取り入れます。 

授  業  計  画 

 

＜１１月４日（土）＞ 

 第１講：（10:30～12:00） 

「世界の日本語教育」     

 世界の日本語教育の概要を知る 

 

※12:00～13:00    昼食時間   （昼食を持参下さい）。 

 

 第２講：（13:00～14:30） 

「日本語教育の現場リポート」        

 日本語教師として必要な資質・能力を考える 

 

 第３講：（14:40～16:10） 

「なぜ日本語を学ぶか」   

 日本語教育と社会の結びつきを考える 

 

＜その他＞この授業は、横手高校定時制青雲館を会場に開講します。 

住所 横手市前郷二番町１０－１ 

※欠席連絡は、電話もしくはE-mailにて連絡して下さい。 

電話０１８－８８９-３１９１ （秋田大学総合学務課教務企画担当 平日9:00～17:00） 

E-mail: ryozo@gipc.akita-u.ac.jp  

テキスト 講義内容をまとめたプリントを配付します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

開講時期 後期 土曜日 10:30～16:10 開講日
11/4 

10:30～ 

11/4 

13:00～ 

11/4 

14:40～ 

関連科目 国語、英語、地理、歴史、情報 会 場 横手高校青雲館 横手高校青雲館 横手高校青雲館 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

コンピュータ、もっと役に立ちます
～人工知能、ＶＲ、シミュレーション、

プログラミング～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉システム科学技術学部 

      電子情報システム学科 

（職 ・ 氏名）准教授 廣田 千明 他（４名）

授業概要 私たちの身のまわりにある様々な問題を解決するためにコンピュータが利用されてい

ます。そこで本科目ではコンピュータを使って問題を解決するための様々な技術の活用法を応用

例と共に学びます。 

授業方法 

と留意点 
 

授  業  計  画 

 

＜１０月１０日（火）＞ 

第１講：「コンピュータシミュレーション」       准教授 廣田 千明 

 コンピュータを使ったシミュレーションでいろいろな問題を解いてみます。 

 

 

＜１０月１７日（火）＞ 

 第２講：「バーチャルな世界を創る」          助教  寺田 裕樹 

 コンピュータを使って現実と同じような世界を体験します。 

 

 

＜１０月２４日（火）＞ 

 第３講：「プログラムを作ってみよう」            助教  橋浦 康一郎 

 ビジュアルプログラミングを用いて簡単にプログラムを作る方法を紹介します。 

 

 

＜１０月３１日（火）＞ 

 第４講：「生物から学ぶ人工知能」            助教  伊東 嗣功 

 生物学と人工知能の深い関係を紹介します。 

 

 

＜その他＞この授業は、秋田県立大学本荘キャンパスを会場に開講します。 

住所 由利本荘市土谷字海老ノ口８４－４ 

電話 ０１８４－２７－２０００ 

 

テキスト 当日資料を配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

開講時期 後期 火曜日 17:30～19:00 開講日 10/10 10/17 10/24 10/31 

関連科目 数学、情報 会 場 県大本荘 県大本荘 県大本荘 県大本荘
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

計算に飽きた人向けの大学数学 

～概念を言葉にする学問～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉システム科学技術学部 

      経営システム工学科 

（職 ・ 氏名）特任助教 齋藤 裕 

授業概要 計算ミスで点を落とした、公式の暗記が面倒くさい･･･そんなキミにオススメ！計算

は（ほとんど）しません！必要なのは世界の法則に対する一般常識と想像力！キミは概念を理論

的に表現できるか！？ 

授業方法 

と留意点 

「専門数学」ではなく「数学的思考」に焦点を当てた授業を行います。道具として大

学数学の表現をその都度解説の上用います。ただし中学数学を理解していること。 

授  業  計  画 

 

＜１０月２２日（日）＞ 
第１講：（11:10～12:40） 

大学数学の分野マップ概要とその背景、数学的記述法、←の例として“近い”の概念を 

数学的に記述する“ε-近傍”の定義を読み解く 

 数学の分野と応用先、数学と英語の関係、概念を言葉にする 

※12:40～13:20    昼食時間    （昼食を持参ください） 

 第２講：（13:20～14:50） 

中学数学レベルの関数のグラフや図形（集合）の概念を数学の言葉で再定義する。内積の

グラフと直交ベクトル、射影の概念を解説する。それらについて例題を挙げてイメージし

てみる。関数のグラフをもとに“連続”の概念をε-近傍を利用して定義し、それを読み

解く。 

 線形代数、内積、勾配ベクトル、射影、ε-δ論法 

 
 第３講：（15:00～16:30） 

二次元実数空間における図形的な考察が可能な定理の証明をワークショップ形式で行う。 

まず定理の結論を紹介するので、それを得るための十分条件がどのようになるのかをグル 

ープで議論してもらう。挙がった条件をまとめ、反例や照明方法の見通しについての考察 

を行う。（厳密な証明は授業では行わず、記載されている文献の紹介または個別対応とす 

る。） 

 グループディスカッション、定理の十分条件考察、証明方法論 

 

＜その他＞この授業は、秋田県立大学本荘キャンパスを会場に開講します。 

住所 由利本荘市土谷字海老ノ口８４－４ 

電話 ０１８４－２７－２０００ 

テキスト なし（適宜プリントを使用） 

参考文献 なし（配布プリント毎に記載） 

開講時期 後期 日曜日 集中 

11:10～16:30 
開講日 10/22 

11:10～ 

10/22 

13:20～ 

10/22 

15:00～ 

関連科目 数学、英語、地理 会 場 県大本荘 県大本荘 県大本荘 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

最新のビッグデータ分析の理論入門
～最新の最適化理論と統計学～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉システム科学技術学部 

      経営システム工学科 

（職 ・ 氏名）助教 荒谷 洋輔 

授業概要 この講義では、近年流行のビッグデータの分析について、「関数の最小化に関する理

論を用いた新しい手法」を最新の結果を交えて解説します。 

授業方法 

と留意点 

配布プリントに従ってお話します。予備知識は不要ですが、ベクトル・微分について

少しでも知っているとより理解しやすいです。積極的に参加することを希望します。

授  業  計  画 

 

＜１０月２１日（土）＞ 

第１講：「最適化理論（関数の最小化に関する理論）のあらまし」 

 荒谷の専門である「最適化問題」について、具体例を交えて分かりやすく解説します。 

（keyword:最適化問題の定式化、最適性の十分条件・必要条件、凸集合、凸関数など） 

 

 

 

＜１０月２８日（土）＞ 

 第２講：「ベクトル（多目的）最適化について」 

 経済・経営学とも関連深い「多目的な問題の最小化」について、具体例を交えて解説します。 

（keyword：ベクトル順序、Pareto最適解の定義、ベクトルのスカラー化など） 

 

 

 

＜１１月 ４日（土）＞ 

 第３講：「集合最適化と統計学」 

 ベクトル最適化からさらに発展して、最新のビッグデータ分析に関するお話をします。 

（keyword：集合順序の定義・性質、集合のスカラー化と多変量解析の関連など） 

 

 

＜その他＞この授業は、秋田県立大学本荘キャンパスを会場に開講します。 

住所 由利本荘市土谷字海老ノ口８４－４ 

電話 ０１８４－２７－２０００ 

 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリントを毎回配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

開講時期 後期 土曜日 13:30～15:00 開講日 10/21 10/28 11/4 

関連科目 数学（最適化理論、統計学） 会 場 県大本荘 県大本荘 県大本荘 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
高校数学から大学への数学へ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉システム科学技術学部 

      経営システム工学科 

（職 ・ 氏名）教授 木村 寛 

授業概要 大学で学ぶ数学について、その基礎的考え方を高校生でもわかるように分かり易く解

説します。また大学で学ぶ数学が実社会にどのように用いられているかなど、その数学的手法を

紹介します。 

授業方法 

と留意点 

高校１年生からの受講が可能です。数学が得意・不得意に関わらず、興味を持ってい

る人大歓迎です。また数学の社会への活用法に興味がある人も大歓迎です。 

授  業  計  画 

 

＜１０月８日（日）＞ 

第１講：（9:30～11:00） 

「大学１・２年で学ぶ数学 ～解析学・線形代数学～」                   

  

 

 

 第２講：（11:10～12:40） 

「理工、経営、医、社会科学など多くの分野で必須の数学 

                         ～確率・統計～」 

 

 

※ 12:40～13:20    昼食時間  （昼食を持参ください） 

 

 

 第３講：（13:20～14:50） 

「現実問題を解決する応用数学 

            ～最適化理論・数理計画法・ゲーム理論～」   

                   

 

テキスト 講義内容をまとめたプリントを配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

開講時期 後期 
日曜日 集中 

9:30～14:50 
開講日

10/8 

9:30～ 

10/8 

11:10～ 

10/8 

13:20～ 

関連科目 数学、経営、情報、経済 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

経営の中の数学 

～高等学校で学んでいる数学は 

     とても役に立っています～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉システム科学技術学部 

経営システム工学科 

（職 ・ 氏名）准教授 星野 満博 

授業概要 高等学校で学ぶ数学は、様々なところで活用され、そして役に立っています。学校で

学んだ数学を用いて、経営科学・経営工学・応用数の内容を身近な例をもとに紹介します。意思

決定と数学が主なテーマです。 

授業方法 

と留意点 

経営科学および応用数学の内容で演習形式（参加型）の授業となります。自ら基本的

な計算をすることにより、数学とその活用についての基礎を学びます。大学での高度

な数学や経営工学・経営科学についても紹介します。 

授  業  計  画 

＜１０月１日（日）＞ 

・テーマ１：不確実性を伴う数理意思決定 

 現代社会において、不確実性と意思決定は非常に重要なキーワードです。例として買い物を考

えます。何かものを購入するときに、同じものであれば、できるだけ安く買いたいと多くの人が

考えます。その際、買うタイミングというのも一つの重要なファクターになります。今は買い時

（一番安い？）なのか、それとも（今後、高くなるか安くなるか分からないけど）今回はパスし

て次回に買うべきか？このような未来の不確実な状況下での意思決定（いつ買うべきか）を、数

学を使って考えてみましょう。これがここでのテーマです。不確実なものとどう付き合えばよい

のか、数学的な一つのアプローチです。この問題は高校数学と関連していて、高度な数学が背景

にありますので、そのあたりも詳しく解説します。 

  

・テーマ２：スケジューリング問題と在庫管理 

今回のもう一つのテーマは、経営工学・経営科学の一端にふれることです。「ムダをなくす」、

「コストを下げる」等のキーワードや経済に関する内容も含みます。 

 

２つのテーマの内容を３回（時間）の授業で解説致します。また、大学で学ぶ数学やコンピュー

ターを用いた綺麗な数式・図も紹介します。※文系理系問わず、基本的な内容から解説します。 

 

12:40～13:20   昼食時間  （昼食を持参ください） 

テキスト  

参考文献  

開講時期 後期 
日曜日集中 

9:30～14:50 開講日
10/1 

9:30～ 

10/1 

11:10～ 

10/1 

13:20～ 

関連科目 数学、情報 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

植物とその生産を科学する 

～植物科学の最前線と 

     その不思議をひも解く～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉生物資源科学学部 

      生物生産科学科 

（職 ・ 氏名）准教授 櫻井 健二 他（４名）

授業概要 人類は食料や食品、建築資材、衣料など生活上の素材を植物に依存してきました。植

物研究の最前線をご紹介し、植物とその生産に関する科学の世界へ皆さんを招待し、私達の生活

をさらに豊かにする道を考えていきます。 

授業方法 

と留意点 

生物生産科学科教員によるオムニバス形式の授業です。各授業終了前に簡単な授業の感

想レポートを書いていただきます。最終講（第５講）では授業全体の質疑応答や植物を

化学することの討論会を実施し、科目内容の理解を深めます。主に、植物を対象とする

生物学、植物に関連する仕事や産業、あるいは農業に関心をもつ高校生の受講を期待し

ています。なお、前期（５月開講）と同一内容が含まれています。 

授  業  計  画 

 

＜１１月１９日（日）＞ 

第１講：（9:30～11:00） 

「植物と環境の深～い関係 －環境制御による効率的植物生産について－」 

准教授 小峰 正史 

 第２講：（11:10～12:40） 

「嫌われもの！？花粉のふしぎ」            助 教 上田 健治 

 

 

＜１１月２３日（木・祝日）＞ 

第３講：（9:30～11:00） 

「澱粉と糖の可能性 －酵素を利用した食品・医薬への応用－」 

助 教 鈴木 龍一郎 

第４講：（11:10～12:40） 

「神秘！リンゴの受精 －遺伝子から結婚相手を見極める－」 

准教授 櫻井 健二 

※12:40～13:20  昼食時間 （昼食を持参ください） 

 第５講：（13:20～14:50） 

「植物科学の未来を語り合おう！」 

准教授 櫻井 健二 

 

テキスト 授業ごとに資料を配付します。 

参考文献  

開講時期 後期 日曜日・祝日 集中 開講日
11/19 

9:30～

11/19 

11:10～

11/23 

9:30～ 

11/23 

11:10～

11/23 

13:20～

関連科目 生物学、農学、生物環境学、酵素化学、構

造生物学、遺伝学、果樹園芸学 
会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

不思議な木 

～来て・見て・作ろう～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉木材高度加工研究所 

（職 ・ 氏名）教授 高田 克彦 他（６名） 

授業概要 大館の曲げわっぱ、どうやって作るか知っていますか？この講義で

はその原理を解説するとともに、その原理を利用して写真のようなペットボト

ルに入った木を実際に作ってみます。木の不思議な世界を体験しませんか？ 

授業方法 

と留意点 

物を作るには、そうなる原理があります。その原理も各自に考えてもらい、学ぶだけ

でなく、実際に見て、体験して、作ることがこの授業の方針です。授業に積極的に参

加して、自分で作った不思議な木を持ち帰って下さい。 

授  業  計  画 

＜１１月１８日（土）＞ 

第１講：（9:30～11:00） 

「木を曲げる」           准教授 足立 幸司/教授 高田 克彦 

 曲げわっぱの原理を学び、実際に木を曲げてみる 

 第２講：（11:10～12:40） 

「ペットボトルに入った木を作ろう」 

准教授 山内 秀文/教授 中村 昇/教授 高田 克彦 

 第１講をもとに、どうやったらペットボトルに木を入れることができるか考え、実際にやってみ

る 

※ 12:40～13:20   昼食時間  （昼食を持参ください） 

 第３講：（13:20～14:50） 

「ねじれる木を作ろう」 

准教授 足立 幸司/准教授 山内 秀文/教授 中村 昇 

 木をねじる？そんなことができるの？ ここではその原理を学び、実際に作ってみる 

 第４講：（15:00～16:30） 

「木の特性を変える」          教授 栗本 康司/准教授 渋谷 栄 

 木材のもつ性質に「狂う」、「腐る」、「燃える」があげられる。本講では、これらの性質を科

学的手法により変えることを学び、多様な木材利用について考える。 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

開講時期 後期 
土曜日 集中 

9:30～16:30 
開講日 

11/18 

9:30～ 

11/18 

11:10～ 

11/18 

13:20～ 

11/18 

15:00～

関連科目 物理、化学、生物 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 国際教養大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

国際教養学への招待 

～Invitation to International Liberal Arts～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉国際教養学部 

（職 ・ 氏名）准教授 Florent DOMENACH 他（５名）

授業概要  世界を理解するには何が重要か、大学での「学問」がいかに楽しいか、国際感覚を身に付

けるには高校時代に何を準備すべきかなどを国際教養大学の教員がそれぞれの専門分野の研究結果を

踏まえ、様々な角度から指導します。 

授業方法 

と留意点 

授業は、日本語または英語で行われます。演習やワークショップ形式を中心に行うた

め、積極的に授業に参加することが期待されます。なお、受講者による事前準備は必

要ありません。 

授  業  計  画 

＜１１月４日（土）＞ 
 第１講（13:30～15:00） 

「Is your “Private” Information really Private? Meta-data, Data Privacy and Its Dangers」 

                                    准教授 Florent DOMENACH 
Why is Facebook free? Why is Gmail free? Why do almost all shops have Point Cards to give us free gifts? In this 
talk, I will explain why most of Internet is “free”, and what is the real cost for us users. I will show the positive  
sides, with examples of progress in medicine, communication, ･･･, but also the dangers associated with the intensive
data collection that almost every company is doing online – and selling without our knowledge and understanding. 
（講義は英語で行います） 
 ＜１１月１８日（土）＞ 

第２講（13:30～15:00） 

「英語は真っすぐ（ストレート）な言語か？」        准教授 谷川 幹 
 一般に英語は表現方法が明瞭で真っすぐな言語であると理解されています。単純な理解がされがちな英語という言語をその背景

にある英語圏文化の在り方を含めて、具体的な英語表現を事例に考察します。（講義は日本語で行います） 
 第３講（15:15～16:45） 

「Quantitative Easing Monetary Policy and The BOJ」 

助教 Suppaleuk SARPPHAITOON 
In the past years, The Bank of Japan has been expanding the monetary base through an open market operations to 
increase the inflation rate at the two-percent target rate. However, this objective has not been reached yet. This lecture
will introduce you how the BOJ use the monetary tool to achieve this goal, and what has been achieved and what not.
（講義は英語で行います） 
＜１２月３日（日）＞ 

第４講（13:30～15:00） 

「世界遺産とグローバリズム」              助教  根岸 洋 
世界遺産は誰が作った制度か知っていますか？また世界遺産登録されると、誰にとって利益があるのでしょうか。本講義は世界

遺産とグローバリズムの関係性について、世界遺産条約、遺産の種類・特徴、登録の意義と問題等、いくつかの観点から取り上

げます。世界文化遺産登録を目指す縄文遺跡群や、既に世界自然遺産に登録されている白神山地についても紹介します。 
（講義は日本語で行います） 
 第５講（15:15～16:45） 

「How the brain learns language: What psycholinguistics can tell us about language」
                           准教授 Clay WILLIAMS 
Studies in language pedagogy frequently take into account student backgrounds, motivations, teaching methods, etc., but
rarely do they examine the neural wiring of the brain which enables us to use language in the first place. In this  
lecture we will examine the various problems confronting the brain in the task of learning a language, and look at  
emerging evidence concerning how the mind solves the riddle of language.（講義は英語で行います） 

テキスト  

参考文献  

開講時期 後期 
土・日曜日 13:30～16:45
（11/4のみ13:30～15:00）

開講日
11/4 

13:30～

11/18

13:30～

11/18 

15:15～ 

12/3 

13:30～

12/3 

15:15～

関連科目  会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

経済学 

～公務員、国際人、スポーツ人、銀行員～

科 目

担当者

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）教授 海老川寿美夫 他(６名) 

授業概要 ２１世紀の世界では、私たちは国境と利害関係とを越えた、人間相互の協調を意識した難

しい決断を迫られています。そこでは、鋭敏な経済学的思考と、新たな国際公共秩序や環境意識を備

えた次世代を担う若者が必要です。新しい社会を担う若者を目指してみませんか？ 

授業方法 

と留意点 

経済学の理論と実践を、一話完結型のオムニバス形式で講義します。各担当者は受講

生の考え方や意見から、本質に迫ることができるよう講義を工夫します。 

授  業  計  画 

 

＜１０月６日（金）＞ 

第１講：「経済的視点からみた進路選択」         講師  市原 光匡 
進学、就職など、人々の進路選択はさまざまな要素の影響を受けています。また、その選択は、その人のその後の人生にさまざ

まに影響を与えます。この点について、経済的視点から考えていきます。 

＜１０月１３日（金）＞ 

第２講：「世界の人々の利己心に立ち向かう経済理論」   准教授 山本 俊 
人間ならば誰しも「自分さえよければ良い」という利己心を持っていることでしょう。その利己心が最もよく現れる経済サービ

スが保険です。皆さんには、保険会社の見習いエコノミストとして、いくつかの意思決定をしていただきます。そこから利己心と

経済理論の本質に迫ります。 

＜１０月２０日（金）＞ 

 第３講：「社会的企業（起業）はなぜ地域を変えるのか」  准教授 李 廷珉 
いま、日本では、地域の発展に貢献したいと志す若者が増えています。彼らは仕事を地域への貢献に結びつけ、それ様々な取り

組みに挑戦しています。この講座では、ノースアジア大学で用いられた講義資料を参考資料とし、社会的企業と地域づくりの関係

について考えます。 

＜１０月２７日（金）＞ 

 第４講：「経済学を学べば経済の将来を予想できるだろうか？」 
教授  海老川 寿美夫 

進学、就職など、人々の進路選択はさまざまな要素の影響を受けています。また、その選択は、その人のその後の人生にさまざ

まに影響を与えます。この点について、経済的視点から考えていきます。 

＜１１月１０日（金）＞ 

 第５講：「パソコンが消える？ ＩＴの進化！」      准教授 瀧森 威 
スマートフォンやタブレットの普及によって、いつでもどこでもネット接続が可能となり、あらゆる情報を入手できるようにな

りました。大事なデータもクラウドという世界にあずけ、もうパソコンは必要ないのではという疑問が浮かびます。将来、ＩＴは

どのように進化するのかを徹底解明します。 

＜１１月１７日（金）＞ 

 第６講：「明日から使える経済学－楽について考えてみよう－」 講師  鈴木 秀顕 
経済学は社会環境の移り変わりとともに日々変化しています。今までの経済学は人間の合理性を前提とし、現実には起こりにく

い仮定をもとに考えられてきました。しかし、現代経済学では、その前提から外れた人間行動を実験・分析しています。こうする

ことで経済学は、私たちの生活に身近なものとなってきました。 

 

テキスト なし。講義資料を配布する。 

参考文献 なし。講義の中で、適時紹介する。 

開講時期 前期 金曜日 17:30～19:00 開講日 10/6 10/13 10/20 10/27 11/10 11/17

関連科目 
行動経済学、国際経済学、国際経営学、情

報経済学、環境経済学、公共経済学、経営

戦略論、ミクロ経済学、マクロ経済学など 

会 場
カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

高校生の法学・政治学入門 

～見方を変えれば社会が見える 

見方が変わればあなたも変わる～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉法学部 法律学科 

（職 ・ 氏名）准教授 佐藤 寛稔 他（４名）

授業概要 毎日の生活で意識する場面は多くないかもしれませんが、実は、皆さんのくらしの中

に、法や政治の視点がたくさん隠れています。法学や政治学を専門とする教員がこうした問題に

焦点をあてて、やさしく紐解きます。 

授業方法 

と留意点 

４人の教員によるオムニバス講義です。事前の予習は必要ありません。ノートと筆記用

具を持参してください。 

授  業  計  画 

＜１０月 ５日（木）＞ 

第１講：「憲法」                    准教授 渡部 毅 

 約３０年続いた「平成」がもうすぐ終わります。この機会に天皇の代替わりと日本国憲法の関

係について考えましょう。 

 

＜１０月１２日（木）＞ 

 第２講：「刑法」                   准教授 秋山 栄一 

 あまり実感はわかないかもしれませんが、刑法は社会における人の営みに密接に関わっている法

律です。ではそれがいかなる点にあるのか、いくつかの犯罪現象を手がかりに考えていきます。 

 

＜１０月１９日（木）＞ 

 第３講：「犯罪の心理学」                 講師 瀧澤 純 

 加害者になる原因、目撃者の証言の正確性、被害者の治療などについて考えてみましょう。 

 

＜１０月２６日（木）＞ 

 第４講：「人間関係と心理学」               講師 瀧澤 純 

 恋愛、友情、家族愛、チームワークなど、人とうまくやるための方法を考えてみましょう。 

 

＜１１月 ２日（木）＞ 

 第５講：「政治学」                   准教授 鹿谷 雄一 

 “行政の守備範囲”はたえず変化しています。行政改革はその代表的な掛け声です。政治や経済

など他の諸活動と行政活動との境界線の移動について、事例を踏まえながら考えていきます。 

テキスト 特にありません。必要に応じてプリント等を配布します。 

参考文献 授業中に紹介します。 

開講時期 前期 木曜日 17:30～19:00 開講日 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 

関連科目 法律学、心理学、政治学 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
秋田の高校生のための観光学Ⅱ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉法学部 観光学科 

（職 ・ 氏名）准教授 井上 寛 他（５名） 

授業概要 「観光」という言葉はよく耳にしますが、観光学ってどんな学問なのだろう？そんな

謎や疑問が解ける授業です。秋田の高校生が役に立つ観光学を、ちょっとグローバルな視点から

一緒に学びましょう。 

授業方法 

と留意点 
基礎から楽しく学びます。わからないところや疑問点は積極的に質問してください。

授  業  計  画 

＜１０月 ５日（木）＞ 

第１講：「観光学のススメⅡ」                准教授 井上 寛 

 外国人観光客がたくさん日本に来るようになりました。どんなところが面白くて日本にやってくるのでしょ

うか？いまどのような「観光」が注目されているのか、最新の観光学を学びます。 

＜１０月１２日（木）＞ 

 第２講：「観光ビザってなんだろう？」    准教授 デファルコ・リーアアン 

 海外旅行に行くときに必要なのは？お金にパスポートそして･･･。ビザってなんでしょう？カナダ人講師とバーチ

ャル海外旅行体験します。 

＜１０月１９日（木）＞ 

 第３講： 「みどりの窓口－Green Window?」       准教授 三浦 薫 

 ＪＲの駅にある「みどりの窓口」は英語でGreen Windowでよいのでしょうか？最近は秋田の観光地において、英語

やハングル、中国語などさまざまな言語で案内されるようになりましたが、はたして外国人に通じるのか一緒にチェ

ックしてみましょう。 

＜１０月２６日（木）＞ 

 第４講：「謎解き！大河ドラマと観光」          教授  橋元 志保 

 ＮＨＫで放送されている大河ドラマ。実は観光と切っても切れない深い関係があります。物語を旅する「コンテ

ンツツーリズム」の視点から学びます。 

＜１１月 ２日（木）＞ 

 第５講：「ＬＣＣってなに？－航空業界最前線」      教授  横田 恵三郎 

 四方を海に囲まれている日本。海外旅行に行く場合、外国人が日本に来る場合は必ずといっていいほど飛行機の

お世話になります。そんな航空業界の最新事情について、長年航空業界に勤務していた教員と学びます。 

テキスト 資料などは当日配布します。 

参考文献 適宜紹介します。 

開講時期 前期 木曜日 17:30～19:00 開講日 10/5 10/12 10/19 10/26 11/2 

関連科目 地歴公民（現代社会、政治経済Ｂ、地理Ｂ

など）、外国語（英語・ハングルなど） 
会 場

カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ
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平成２９年度高大連携授業＜前期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 日本赤十字秋田看護大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

高校生のための看護学入門 

【秋田会場】 

～「生きる」を支える人になる～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉看護学部 看護学科 

（職 ・ 氏名）准教授 大髙 恵美 

授業概要 赤十字と看護や各専門領域の看護の特徴を学ぶことで看護のこころ、ケアについて理

解と関心を深める。 

授業方法 

と留意点 
オムニバス形式で講義を行う。 

授  業  計  画 

 

＜１０月２９日（日）＞ 

 第１講：（9:30～11:00） 

高校生のための公衆衛生看護学 

「公衆衛生ってなに？ ～保健師のお仕事～」     

助教 渡邊 正樹  

 

 第２講：（11:10～12:40） 

高校生のための老年看護学 

「いつから高齢者？見た目年齢と実年齢の違い」 

教授 高田 由美  

 

※12:40～13:20    昼食時間  （昼食を持参ください） 

 

 第３講：（13:20～14:50） 

高校生のための母性看護学 

「妊娠、出産の基礎知識と新生児ケアについて」     

          助教 渡邊 美奈子 

 

 

 

 

テキスト 講義の内容をまとめたプリント教材を毎回配布します。 

参考文献 授業のなかで紹介します。 

開講時期 前期 
日曜集中 

9:30～14:50 
開講日

10/29 

9:30～ 

10/29 

11:10～ 

10/29 

13:20～ 

関連科目  会 場 ｶﾚｯｼﾞﾌﾟﾗｻﾞ ｶﾚｯｼﾞﾌﾟﾗｻﾞ ｶﾚｯｼﾞﾌﾟﾗｻﾞ 
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平成２９年度高大連携授業＜前期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 日本赤十字秋田看護大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

高校生のための看護学入門 

【大館会場】 

～「生きる」を支える人になる～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉看護学部 看護学科 

（職 ・ 氏名）准教授 大髙 恵美 

授業概要 赤十字と看護や各専門領域の看護の特徴を学ぶことで看護のこころ、ケアについて理

解と関心を深める。 

授業方法 

と留意点 
オムニバス形式で講義を行う。 

授  業  計  画 

 

＜１１月２５日（土）＞ 

 第１講：（10:30～12:00） 

高校生のための公衆衛生看護学 

「公衆衛生ってなに？ ～保健師のお仕事～」     

助教 渡邊 正樹  

 

※12:40～13:20    昼食時間  （昼食を持参ください） 

 

 第２講：（13:00～14:30） 

高校生のための母性看護学 

「妊娠、出産の基礎知識と新生児ケアについて」     

          助教 渡邊 美奈子 

 

【先着３０名で募集を締め切ります】 
 

＜その他＞この授業は、大館国際情報学院高校を会場に開講します。 

会場 大館国際情報学院高校 

住所 大館市松木字大上２５－１ 

※欠席連絡は、日本赤十字秋田看護大学に連絡して下さい。 

電話018-829-3983（教務係 平日9:00～17:00） 

 

テキスト 講義の内容をまとめたプリント教材を毎回配布します。 

参考文献 授業のなかで紹介します。 

開講時期 前期 
土曜集中 

10:30～14:30 
開講日

11/25 

10:30～ 

11/25 

13:00～ 

関連科目  会 場 大館国際情報学院高校 大館国際情報学院高校 
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平成２９年度高大連携授業＜前期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 日本赤十字秋田看護大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

高校生のための看護学入門 

【横手会場】 

～「生きる」を支える人になる～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉看護学部 看護学科 

（職 ・ 氏名）准教授 大髙 恵美 

授業概要 赤十字と看護や各専門領域の看護の特徴を学ぶことで看護のこころ、ケアについて理

解と関心を深める。 

授業方法 

と留意点 
オムニバス形式で講義を行う。 

授  業  計  画 

＜１１月１１日（土）＞ 

 第１講：（10:30～12:00） 

高校生のための公衆衛生看護学 

「公衆衛生ってなに？ ～保健師のお仕事～」     

助教 渡邊 正樹  

 

※12:00～13:00    昼食時間  （昼食を持参ください） 

 

 第２講：（13:00～14:30） 

高校生のための母性看護学 

「妊娠、出産の基礎知識と新生児ケアについて」     

          助教 渡邊 美奈子 

 第３講：（14:40～16:10） 

高校生のための老年看護学 

「いつから高齢者？見た目年齢と実年齢の違い」 

教授 高田 由美  

【先着３０名で募集を締め切ります】 
 

＜その他＞この授業は、横手高校定時制青雲館を会場に開講します。 

住所 横手市前郷二番町１０－１ 

※欠席連絡は、日本赤十字秋田看護大学に連絡して下さい。 

電話018-829-3983（教務係 平日9:00～17:00） 

テキスト 講義の内容をまとめたプリント教材を毎回配布します。 

参考文献 授業のなかで紹介します。 

開講時期 前期 
土曜集中 

10:30～16:10 
開講日

11/11 

10:30～ 

11/11 

13:00～ 

11/11 

14:40～ 

関連科目  会 場 横手高校青雲館 横手高校青雲館 横手高校青雲館
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田公立美術大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

デザインってどんな仕事？【秋田会場】

～どんな職種にも活かせる 

「デザインの思考」を体験してみよう～

科 目

担当者

〈学部・学科〉ものづくりデザイン専攻  

プロダクトデザイン 
（職 ・ 氏名）准教授 山路 康文 

授業概要  普段街やネットで見かけるデザイン。そのデザイン達がどうやって生まれてくるのかを

教えます。また今何故「デザイン思考」が色々な職種に必要とされているのか？その理由も。 

時代によって使う道具も価値観も変わります。デザインの仕事の本質を知り身に着ければ、色々な

職種や業種にも応用できる事を座学で理解し、ワークショップで体験してみましょう。 

授業方法 

と留意点 

プロジェクターを使った座学と、デザイン思考の体験ワークショップを行ないま

す。楽しみながら、参加者の方々と交流しながら積極的な気持ちで是非！ 

授  業  計  画 

 

＜１２月３日（日）＞ 
 第１講：（11:10～12:40） 

・デザインって何？  

 ・デザインの仕事内容  

・デザイン思考の話 
 

 

※12:40～13:20    昼食時間   （昼食を持参ください） 

 

 
 第２講：（13:20～14:50） 

・アイスブレイク＆チームビルド               

  ・デザイン思考ワークショップ（もしくはバッドデザイン探検隊） 
 

 
 第３講：（15:00～16:30） 

・創造力の話し  

  ・問題の見つけ方 ・問題の作り方 

  ・締めくくり 
 

 

※参加人数多数の場合はサポートの教員もしくは大学助手の補充をさせて戴きます。 

 

テキスト 講義内容をまとめた資料（一部抜粋）を配布。ワークショップ用資料配布 

参考文献 授業の中で紹介 

開講時期 後期 
日曜日 集中 

11:10～16:30 
開講日

12/3 

11:10～ 

12/3 

13:20～ 

12/3 

15:00～ 

関連科目 
デザイン・企画・マーケティング・

情報・ＩＴ・ブランディング 会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田公立美術大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

デザインってどんな仕事？【横手会場】

～どんな職種にも活かせる 

「デザインの思考」を体験してみよう～

科 目

担当者

〈学部・学科〉ものづくりデザイン専攻  

プロダクトデザイン 
（職 ・ 氏名）准教授 山路 康文 

授業概要  普段街やネットで見かけるデザイン。そのデザイン達がどうやって生まれてくるのかを

教えます。また今なぜ「デザイン思考」が色々な職種に必要とされているのか？その理由も。 

時代によって使う道具も価値観も変わります。デザインの仕事の本質を知り身に着ければ、色々な

職種や業種にも応用できる事を座学で理解し、ワークショップで体験してみましょう。 

授業方法 

と留意点 

プロジェクターを使った座学と、デザイン思考の体験ワークショップを行ないま

す。楽しみながら、参加者の方々と交流しながら積極的な気持ちでぜひ！ 

授  業  計  画 

＜１１月４日（土）＞ 
 第１講：（10:30～12:00） 

・デザインって何？  

 ・デザインの仕事内容  

・デザイン思考の話 
 

※12:00～13:00    昼食時間   （昼食を持参ください） 

 
 第２講：（13:00～14:30） 

・アイスブレイク＆チームビルド               

  ・デザイン思考ワークショップ（もしくはバッドデザイン探検隊） 

 
 第３講：（14:40～16:10） 

・創造力の話し  

  ・問題の見つけ方 ・問題の作り方 

  ・締めくくり 
 

※参加人数多数の場合はサポートの教員もしくは大学助手の補充をさせて戴きます。 
 

＜その他＞この授業は、横手高校定時制青雲館を会場に開講します。 

住所 横手市前郷二番町１０－１ 

※欠席連絡は、秋田公立美術大学に連絡して下さい。 

（企画課 平日 9:00～17:00）電話 018-888-8478 

（当日緊急連絡先 企画課 高嶋） 090-1066-8860 

テキスト 講義内容をまとめた資料（一部抜粋）を配布。ワークショップ用資料配布 

参考文献 授業の中で紹介 

開講時期 後期 
土曜日 集中 

10:30～16:10 
開講日

11/4 

10:30～ 

11/4 

13:00～ 

11/4 

14:40～ 

関連科目 
デザイン・企画・マーケティング・

情報・ＩＴ・ブランディング 会 場 横手高校青雲館 横手高校青雲館 横手高校青雲館 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 聖霊女子短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

言葉の世界へようこそ！ 

～言語学への招待～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉生活文化科  

（職 ・ 氏名）講師 ジョン・サーロー 

授業概要  何気ない気持ちで毎日使っている（言語）言葉を意識する。コミュニケーションの観点か

ら言葉の大切さや面白さを体験させる。 

授業方法 

と留意点 
参加者数により変わるが、講義と簡単なグループワーク・意見交換を行う。 

授  業  計  画 

 

＜１０月３日（火）＞ 

第１講：「言語学の定義」       基本的な概念及び用語の説明 

 

 

＜１０月１０日（火）＞ 

 第２講：「音声学と音韻論」     発音の仕方 

 

 

＜１０月１７日（火）＞ 

 第３講：「語形論・統語論」      単語の作り方・語順・文構造 

 

 

＜１０月２４日（火）＞ 

 第４講：「意味論・心理言語学」    単語に意味はあるのか、言語の学び方 

 

 

＜１０月３１日（火）＞ 

 第５講：「社会言語学・方言学」    年齢・性別などによる言葉の使い方 

 

 

テキスト なし（プリントを授業中に配布する） 

参考文献 なし 

開講時期 後期 火曜日 17:30～19:00 開講日 10/3 10/10 10/17 10/24 10/31

関連科目  会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 聖霊女子短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
高校生のスポーツ栄養学 

科 目

担当者

〈学部・学科〉生活文化科  

（職 ・ 氏名）准教授 長嶋 智子 

授業概要 スポーツをする高校生にとって必要な栄養・食事管理について理解し、実践できる力

を養うことを目標とします。 

授業方法 

と留意点 

男女問わず、スポーツ栄養学に興味を持っている方は、受講可能です。 

将来、管理栄養士を目指している方も歓迎します。 

授  業  計  画 

＜１０月２１日（土）＞ 

 第１講：（13:30～15:00）「スポーツと栄養」[講義]    准教授 長嶋 智子 

 スポーツ選手の体づくりのための栄養学の基礎を学びましょう。 

 

 第２講：（15:15～16:45）「栄養・食事管理の実践」[演習]  准教授 長嶋 智子 

 スポーツ選手の食事量・バランスについて演習を通して学びましょう。 

 

＜１０月２８日（土）＞ 

 第３講：（10:30～12:00）「スポーツと食事 ～献立の基本～」[実習]     

准教授 長嶋 智子/助手 豊嶋 瑠美子 

 スポーツ選手の献立を実際に立ててみましょう。 

 

 第４講：（12:00～13:30）「スポーツと食事 ～献立の応用～」[実習] 

准教授 長嶋 智子/助手 豊嶋 瑠美子 

 スポーツ選手の食事を作ってみましょう。 

 

＜その他＞聖霊女子短期大学を会場に開講します。 

               住所 秋田市寺内高野１０－３３ 

               電話 ０１８－８４５－４１１１ 

         ※秋田駅西口より秋田中央交通バス土崎方面（新国道経由） 

            「高野二区」下車（３３０円） 徒歩５分 

 

テキスト プリントを配付します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

開講時期 後期 

土曜日  

第1・2講 13:30～16:45 

第3・4講 10:30～13:30 
開講日

10/21 

13:30～ 

10/21 

15:15～ 

10/28 

10:30～ 

10/28 

12:00～ 

関連科目 家庭科、生物、化学、保健体育 会 場 聖霊短大 聖霊短大 聖霊短大 聖霊短大 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 日本赤十字秋田短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

みんなが笑顔になる 心地よい介護

やさしさを形に 

科 目

担当者

〈学部・学科〉介護福祉学科 

（職 ・ 氏名）講師 佐藤 沙織 

     講師 松橋 朋子 

授業概要  

①介護福祉士の現状、役割について理解します。 

②介護を必要とされる方のこころとからだについて理解します。 

③高齢者・障がい者の「生活」に焦点をあて、実践を通して必要な支援を理解します。 

授業方法 

と留意点 
講義と演習を組み合わせて行いますが、演習が中心となります。 

授  業  計  画 

 

＜１０月７日（土）＞ 

第１講：（13:30～15:00） 

「暮らしを支える介護福祉士の役割」                     

 

 

＜１０月２８日（土）＞ 

 第２講：（13:30～15:00） 

「生活支援技術の実際 ①移動の知識と技術」 

 

 

 第３講：（15:15～16:45） 

「生活支援技術の実際 ②食事の知識と技術」              

        

 

 

第２講では体を動かしますので、動きやすい服装（制服でも可）で参加してください。 

 

 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリントを配布します。 

参考文献  

開講時期 後期 土曜日 集中 開講日
10/7 

13:30～ 

10/28 

13:30～ 

10/28 

15:15～ 

関連科目  会 場 カレッジプラザ カレッジプラザ カレッジプラザ 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 日本赤十字秋田短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

災害ボランティア論 

～災害時の役割、平常時の活動から学ぶ～

科 目

担当者

〈学部・学科〉介護福祉学科 

（職 ・ 氏名）助教 及川 真一 

授業概要  

「防災」とは「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災

害の復旧を図ること」をいいます。つまり、「予防（訓練・啓発）」から、「応急・避難生活支

援」、そして「復旧・復興・生活再建」など、事前から事後にいたる「災害の全ての局面」に掛

かる用語です。救援活動にかぎらず、復旧・復興の取組、また、平時の予防や訓練、防災意識の

啓発など、災害ボランティアには、さまざまな参加のしかたがあります。 

 授業では、災害の事例やボランティア現場での様子をスライドで紹介するとともに、体験談を

交えながら災害ボランティア活動に参加するときの心構えなどを学びます。 

授業方法 

と留意点 
講義と議論を組み合わせながら授業を進めていきます。 

授  業  計  画 

＜１１月１１日（土）＞ 

第１講：（10:30～12:00）【講義】 

「災害とボランティアについて」                     

※12:00～13:00   昼食時間   （昼食を持参ください） 

 第２講：（13:00～14:30）【講義】 

「東日本大震災、熊本地震における災害ボランティア活動について」 

 第３講：（14:40～16:10）【演習】 

「災害ボランティアリーダーを目指そう」                

 イニシアティブゲーム（１人では解決できない課題に対して、メンバーの知恵と力をあわせて、

課題を解決していくゲームです。） 

 

※グループ演習もありますので、ジャージ・運動靴等で参加してください。 

 

＜その他＞この授業は、大館国際情報学院高校を会場に開講します。 

会場 大館国際情報学院高校     住所 大館市松木字大上２５－１ 

※欠席連絡は、日本赤十字秋田短期大学に連絡して下さい。 

電話018-829-3983（教務係 平日9:00～17:00） 

テキスト 使用しない。（授業内容をまとめたプリントを配布します。） 

参考文献 及川真一「防災キャンプのすすめ」2016年9月 秋田新報社 

開講時期 後期 土曜日 集中 開講日
11/11 

10:30～ 

11/11 

13:00～ 

11/11 

14:40～ 

関連科目  会 場 大館国際情報学院高校 大館国際情報学院高校 大館国際情報学院高校 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 日本赤十字秋田短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

社会福祉学入門 

～多様な価値を認め合う社会の実現～ 

科 目

担当者

〈学部・学科〉介護福祉学科 

（職 ・ 氏名）教授 井上 善行 

     講師 永野 淳子 

授業概要 社会に生きるすべての人にとって、幸福な生活の追求と差別や偏見のない社会の実現

のためには、社会福祉の基本となる福祉の考え方を理解することが重要です。この授業では、そ

うした福祉の理解を深めていきます。 

授業方法 

と留意点 

グループワークなどの演習と講義を行います。 

筆記用具を持参してください。事前準備は必要ありません。 

授  業  計  画 

＜１１月１１日（土）＞ 

第１講：（10:30～12:00） 

「個別性の尊重」                     

 全てが同じ、みんな一緒じゃなきゃいけないの？お互いの違いを認め、かけがえのない存在と

してつながり合うことの大切さについて考えます。 

 

※12:00～13:00   昼食時間   （昼食を持参ください） 

 

 第２講：（13:00～14:30） 

「区別と差別の違い」 

 なぜ人は差別してしまうの？差別は人と社会をどのように変えてしまうのかについて考えま

す。 

 第３講：（14:40～16:10） 

「支え合う社会の実現」                      

 共に支え合い生きる社会を実現するためには、何ができるかを考えます。 

 

＜その他＞この授業は、横手高校定時制青雲館を会場に開講します。 

住所 横手市前郷２番町１０－１ 

※欠席連絡は、日本赤十字秋田短期大学に連絡して下さい。 

電話018-829-3983（教務係 平日9:00～17:00） 

テキスト 講義内容に関するプリントを配布します。 

参考文献 講義の中で紹介します。 

開講時期 後期 
土曜日 集中 

10:30～16:10 
開講日

11/11 

10:30～ 

11/11 

13:00～ 

11/11 

14:40～ 

関連科目  会 場 横手高校青雲館 横手高校青雲館 横手高校青雲館 
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平成２９年度高大連携授業＜後期＞授業要目（科目概要） 

Ｓｙｌｌａｂｕｓ 

■従来型授業           □単位取得予約型授業 

大学等名 秋田職業能力開発短期大学校

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

未来のキャリア形成と 

      再挑戦の仕組み 
～ドリームマップと創造力で 
    未来を拓く力を習得しよう～

科 目

担当者

〈学部・学科〉学務援助課  

（職 ・ 氏名）校長 藤村 伸治 

     就職支援アドバイザー 伊藤 孝子

ﾊﾛｰﾜｰｸ大館 管理課長 小笠原 洋行

授業概要 進学又は就職の目標に向かって思い悩む学生のために、自らの新たな力の発見など、夢の

実現に向けた最初の一歩を踏み出すきっかけとなるドリームマップの作成等を通じて、気づき力など

の未来を拓く基礎力を習得する。 

授業方法 

と留意点 

講義中心の進め方ではなく、自らの力を発揮できる課題実習を中心に、楽しく学べる

よう進行します。受講者からの反応を書面で確認しながら進行します。 

授  業  計  画 

＜１１月１８日（土）＞ 

第１講：（10:30～12:00） 

「夢の力と自己理解」就職支援アドバイザー 伊藤 孝子 （認定ドリマ講師）

 主体的に生きる力を育む方法を学び、ドリームマップによって夢の描き方のコツを習得 

※12:00～13:00    昼食時間    （昼食を持参ください） 

 第２講：（13:00～14:30） 

「ドリームマップ作成実習と夢の宣言・応援実習」 

就職支援アドバイザー 伊藤 孝子 （認定ドリマ講師）

 作成したドリームマップの発表と応援しあう実習によって夢の実現へスタート 

 

 第３講：（14:40～16:10） 

「未来を描く力（気づき力、創造力）と再チャレンジの仕組み」  

校長 藤村 伸治  ハローワーク大館 管理課長 小笠原 洋行

 気づきトレーニングによる気づき力と創造力の基礎を習得するコツを習得し、夢の実現の途中

で、つまずいた時に用意されている社会の仕組みをわかりやすく解説 

＜その他＞この授業は、大館国際情報学院高校を会場に開講します。 

会場 大館国際情報学院高校 

住所 大館市松木字大上２５－１ 

※欠席連絡は、秋田職業能力開発短期大学校に連絡して下さい。  

（前日まで）電話 0186-42-5700 （当日緊急連絡先）090-8927-8497 

テキスト 講義・実習内容に関係するプリント教材、ワークシート等を毎回配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

開講時期 後期 土曜日集中 

 10:30～16:10 
開講日 11/18 

10:30～ 

11/18 

13:00～ 

11/18 

14:40～ 

関連科目  会 場 大館国際情報学院高校 大館国際情報学院高校 大館国際情報学院高校 
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