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２０１９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)     

大学の基礎生物実験入門 

（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 学校教育課程 

（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。生き物の解剖や実験が好きな高校生を歓迎します。 

授業方法 

と留意点 

参考文献は、購入の必要はありません。受講生全員に毎回、解剖・実験等を行っても

らいます。授業中に自分のスマートフォン等で顕微鏡写真等をとることができます。 

授  業  計  画 

＜１０月２２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２９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 誰が顕微鏡を発明したの？ 

＜１１月５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 解剖して動物の体の中をみてみよう。 

＜１１月１２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。 

＜１１月１９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 
 

※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 
「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 

関連科目 なし 

開講日時 
１０/２２（火） １０/２９（火） １１/５（火） １１/１２（火） １１/１９（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 秋田大学 手形キャンパス 

欠席連絡先 
電話：018-889-3191（秋田大学総合学務課 平日9：00～17：00） 

科目担当者E-mail:tishii@ed.akita-u.ac.jp 

-１- 

 



２０１９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)     

秋田大学教育文化学部 

「国際文化コース」    

で学ぼう!２０１９ 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉教育文化学部 地域文化学科 

（職 ・ 氏名）准教授 辻野 稔哉 他（計４名） 

授業概要 県内で人文学分野を系統的に学べる唯一のコース「秋大教育文化学部 地域文化学科国際文

化コース」の多彩なプログラムの中から、ロシア、フランス、イギリス、韓国・朝鮮の言葉や文化に

ついて、最初の一歩となる授業を行います。 

授業方法 

と留意点 

毎回、プリントを配付し、パワーポイントや映像資料などを使いながら授業を進めて

行きます。 

授  業  計  画 

＜１０月２９日（火）＞ 
第１講： 

「ロシアのことばと文化」        教 授 長谷川 章 
  隣国でありながらなかなか知られないロシアの文化をことばという視点から考えていきます。

文学や映画作品も引用しながらできるだけわかりやすくかつ多面的に解説します。 
 

＜１１月５日（火）＞ 
 第２講： 

「フランス文学・文化を学ぼう！」    准教授 辻野 稔哉 
 Ｈ３０年度に行ったフランス短期滞在研修について紹介すると共に、具体的な小説や詩を

読みながら、国際文化コースでのフランス文学・文化の学びについて紹介します。 

 

＜１１月１２日（火）＞ 
 第３講： 

「『違い』で学ぶイギリス文化」     准教授 大西 洋一 
 言語・地域・階級・民族など、イギリスの文化を理解する上で重要な文化的・社会的差異

についてわかりやすく解説します。 

 

＜１１月１９日（火）＞ 
 第４講： 

「韓国・済州島とソウル」        准教授 高村 竜平 
 韓国の首都ソウルと南端にある済州島とを対比しながら、韓国・朝鮮の歴史・社会・文化

について紹介します。 

 

テキスト 講義内容についてのプリントを毎回配付します。 

参考文献 適宜、授業内で紹介して行きます。 

関連科目 国際学、文学、文化人類学、外国語、外国文化、映像文化 

開講日時 
１０/２９（火） １１/５（火） １１/１２（火） １１/１９（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
電話：018-889-3191（秋田大学総合学務課 平日9：00～17：00） 

科目担当者E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 

-２- 

 



２０１９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)     

地域資源と地域活性化 

（地域活性化に求められる視点） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉教育文化学部 地域文化学科 

（職 ・ 氏名）准教授 臼木 智昭 

 

授業概要 観光、文化、歴史、自然、特産品などの「地域資源」を活用した地域活性化の可能性に

ついて解説します。具体的な事例を交えながらお話ししていきます。 

授業方法 

と留意点 

 

パワーポイントのスライドを使って授業を進めます。地域活性化に関心がある生徒で

あれば、文系・理系を問わず受講を歓迎します。 

授  業  計  画 

＜１０月６日（日）＞ 

第１講：（11：10～12：40） 

「地域資源と地域イメージ」    

 地域イメージやマーケティング手法の活用による地域活性化について解説します。  

        

※12：40～13：20  昼食時間  昼食を持参ください。 

 

 第２講：（13：20～14：50） 

「地域資源と地域ブランド」       

地域ブランドや地域の個性を活かした地域活性化について解説します。 

  

 第３講：（15：00～16：30） 

「地域資源と地域ネットワーク」       

 ネットワークの活用や地域一体となった取り組みによる地域活性化について解説します。 

 

テキスト 授業の内容をまとめた資料を配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

関連科目 現代社会、政治・経済 

開講日時 
１０/６（日） 

１１：１０～１６：３０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 

 

 
-３- 

 

 



２０１９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 

メディカルスタッフの研究 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉秋田大学  医学部  保健学科 

（職 ・ 氏名）作業療法学専攻 石井 奈智子 

他（計３名） 
 

授業概要 医療職の中でメディカルスタッフ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２日（水）＞ 

第１講： 

「妊娠中の歯周病とその影響 看護職者ができる支援とは？」     

看護学専攻 母子看護学講座 講 師 成田 好美 

  

＜１０月９日（水）＞ 

 第２講： 

「自分に向いている仕事はなんだろう？  

リハビリテーションからみた，人と職業の関係」 

作業療法学専攻 助 教 石井 奈智子 

  

＜１０月１６日（水）＞ 

 第３講： 

「身体の動きを測定しよう！―理学療法士の視点を紹介します―」 

理学療法学専攻 助 教 照井 佳乃 

 

テキスト なし 

参考文献 なし 

関連科目 なし 

開講日時 
１０/２（水） １０/９（水） １０/１６（水） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 

 
-４- 

 

 



２０１９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。 

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。前期に開講した「最新の遺伝

子組換え技術への道（基礎コース）」の応用編に相当します。平易な解説を行います

が、高等学校の生物基礎や化学基礎を履修済みの方が理解しやすいと思います。 

授  業  計  画 

＜１１月９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１６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２３日（土）＞ 
 第３講： 

「ゲノム編集の基礎と創薬への応用」 
 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

・創薬への応用を含めて概説します。また、最後にごく簡単な実験も計画しています。 

 
 

＜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： 地方創生センター２号館 ２階 大セミナー室 

住 所： 秋田市手形学園町１－１ 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配付します。 

参考文献 プリントに示すとともに授業の中でも照会します。 

関連科目 生物基礎、生物、化学基礎、化学 

開講日時 
１１/９（土） １１/１６（土） １１/２３（土） 

１３：００～１４：３０ 

会 場 秋田大学 手形キャンパス 

欠席連絡先 

電話：018-889-3280 （平日9：00～17：00） 

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

(緊急の場合は当日も可) 

 
-５- 

 

 



２０１９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)     

最新の免疫学と治療薬開発への道 

生命科学への招待 

（遺伝子操作の基礎知識・発展コース） 

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、遺伝子組換え技術を用いる様々な研究方法が開発されたことや、iPS細胞などが開発

されたため、様々な免疫疾患に対する治療法が開発されています。この講義では高校生物から最新の

免疫学まで解説します。 

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。前期に開講した「最新の遺伝

子組換え技術への道（基礎コース）、（応用コース）」の発展編に相当します。平易

に解説しますので、（基礎コース）（応用コース）未履修でも受講可能です。 

授  業  計  画 

＜１１月９日（土）＞ 
第１講： 

「動物個体における免疫応答」 
  高校の生物で学習する免疫分野の知識にもとづき、免疫応答をより詳しく解説します。 

 

＜１１月１６日（土）＞ 
 第２講： 

「遺伝子組換え動物と疾患の解析」 
 遺伝子組換え動物を用いて免疫疾患の発症原因にアプローチする最新の方法と、治療薬開発

への道筋について概説します。 

 

＜１１月２３日（土）＞ 
 第３講： 

「再生医療技術と創薬」 
 近年、臨床応用が始まりつつあるiPS細胞などを用いた再生医療の考え方や方法と、治療薬

開発への展開について主に免疫分野への応用について概説します。 また、最後にごく簡単な

実験も予定しています。 

 
 

＜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： 地方創生センター２号館 ２階 大セミナー室 

住 所： 秋田市手形学園町１－１ 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配付します。 

参考文献 プリントに示すとともに授業の中でも照会します。 

関連科目 生物基礎、生物、化学基礎、化学 

開講日時 
１１/９（土） １１/１６（土） １１/２３（土） 

１４：４５～１６：１５ 

会 場 秋田大学 手形キャンパス 

欠席連絡先 

電話：018-889-3280 （平日9：00～17：00） 

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

(緊急の場合は当日も可) 

 
-６- 

 

 



２０１９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)     

基礎から創薬までを学ぶ蛋白質の科学 

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、初回でアミノ酸と蛋白質について復習をし、病気や創薬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を解説します。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。前期に開講した「基礎から創

薬までを学ぶ蛋白質の科学（基礎コース）」の応用編に相当します。平易に解説しま

すが、高等学校の生物基礎や化学基礎を履修済みの方が理解しやすいと思います。 

授  業  計  画 

＜１１月９日（土）＞ 
第１講： 

「アミノ酸と蛋白質」 
  蛋白質の構成成分であるアミノ酸の種類から始めて、蛋白質のかたち(立体構造)とはたらき

(生理機能)について学びます。 

 

＜１１月１６日（土）＞ 
 第２講： 

「蛋白質のかたちと創薬」 
 蛋白質の立体構造は創薬と深い関わりがあります。この授業では、蛋白質の立体構造を調

べる方法を解説するとともに、それらの研究が創薬にどのように活かされているかを学びます。 

 

＜１１月２３日（土）＞ 
 第３講： 

「蛋白質のはたらきと創薬」 
 蛋白質は生物の身体の中で様々なはたらきを示しています。この授業では、蛋白質のはた

らきを調べる様々な方法を古典的なものから最新のものまで解説するとともに、それらの研

究が創薬にどのように活かされているかを学びます。 

 
 

＜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： 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 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配付します。 

参考文献 プリントに示すとともに授業の中でも照会します。 

関連科目 生物基礎、生物、化学基礎、化学 

開講日時 
１１/９（土） １１/１６（土） １１/２３（土） 

１４：４５～１６：１５ 

会 場 秋田大学 手形キャンパス 

欠席連絡先 

電話：018-889-3280 （平日9：00～17：00） 

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

(緊急の場合は当日も可) 

 
-７- 

 



２０１９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)     

基礎から創薬までを学ぶ蛋白質の科学 

生命科学への招待 

（蛋白質科学・発展コース） 

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 近年、タンパク質のかたち（構造）や分子間の相互作用を解析する様々な技術が発展し、

病気の診断、創薬、薬の作用機序の解明などに役立っています。この授業では、今世紀に入って大き

く進歩したタンパク質の解析技術について具体例を挙げながら紹介し、それらの技術がどのように役

立っているのかをできるだけ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。前期に開講した「基礎から創

薬までを学ぶ蛋白質の科学（基礎コース）、（応用コース）」の発展編に相当します。

平易に解説しますが、生物をある程度履修しているほうが理解しやすいと思います。 

授  業  計  画 

＜１１月９日（土）＞ 
第１講： 

「プロテオミクス」 
  細胞の中にある全蛋白質（実際には全てではない）を解析する技術であるプロテオミクス

を学びます。 

 

＜１１月１６日（土）＞ 
 第２講： 

「分子間相互作用解析」 
 蛋白質と蛋白質（例えば、受容体とホルモンなど）や蛋白質と薬の相互作用などを解析す

る手法について概説します。 

 

＜１１月２３日（土）＞ 
 第３講： 

「テーラーメイド医療」 
 一人一人の違いに応じてオーダーメイド（テーラーメイドとも云う）で治療を行うテーラ

ーメイド医療について概説します。 

 
 

＜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： 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 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配付します。 

参考文献 プリントに示すとともに授業の中でも照会します。 

関連科目 生物基礎、生物、化学基礎、化学 

開講日時 
１１/９（土） １１/１６（土） １１/２３（土） 

１３：００～１４：３０ 

会 場 秋田大学 手形キャンパス 

欠席連絡先 

電話：018-889-3280 （平日9：00～17：00） 

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

(緊急の場合は当日も可) 

 
-８- 

 



２０１９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２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３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： 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 

 

テキスト 講義の各回資料を配布します。 

参考文献 配布資料に掲載します。 

関連科目 化学基礎・化学、家庭（食品）、など 

開講日時 
１１/２（土） １１/３（日） 

１０：３０～１６：００ １２：５０～１６：００ 

会 場 秋田大学 手形キャンパス 

欠席連絡先 
電話：018-889-3191（秋田大学総合学務課 平日9：00～17：00） 

科目担当者E-mail:fjwkn@gipc.akita-u.ac.jp 

 

 -９- 



２０１９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)     
データサイエンスと人工知能 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉理工学部  

数理・電気電子情報学科 

（職 ・ 氏名）教授 河上 肇 

授業概要 最近、メディアではビッグデータとか人工知能（ディープラーニング）とか言った話題が

良く取り上げられています。その基本的な考え方と仕組みを紹介します。高校生の皆さん自身の未来

について考える参考になれば、と思います。 

授業方法 

と留意点 

出来るだけ分かりやすい授業をしたいと思います。分からない事があったら、遠慮な

く質問して下さい。なお、この授業は昨年度前期の同名科目と類似の内容となる予定

です。また、秋田県理数科合同研修会における実験観察研修「数学」と内容の一部が

重複する予定です。 

授  業  計  画 

＜１０月２６日（土）＞ 

第１講：（13：30～15：00） 

「予測・予言」 

  データサイエンス、人工知能とその関係の概略を、主に、予測・予言、という視点でお話しま

す。データに基づく予測・予言の基本的な方法の例として「微分方程式」の考え方、「ベイズ推定」

の考え方をお話します。 

 

 第２講：（15：15～16：45） 

「人工知能（ニューラルネットワーク）」             

  データに基づく予測・予言の基本的な方法の例として「回帰分析」の考え方をお話しします。

そして、その発展形として、最近はやりの人工知能であるニューラルネットワークの考え方を

紹介します。 

テキスト なし 

参考文献 未定 

関連科目 
数学A（確率）、数学B（統計、数列） 

ただし、これらを習っていることを前提とはしません。 

開講日時 
１０/２６（土） 

１３：３０～１６：４５ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

科目担当者E-mail: conso@jimu.akita-u.ac.jp 
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２０１９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)     

再生可能エネルギー入門 

（基礎知識から秋田の最新動向まで） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉理工学部  

数理・電気電子情報学科 

（職 ・ 氏名）教授 熊谷 誠治 

授業概要 エネルギーと環境に関する社会情勢と技術は，刻々と変化しています。本授業では，再生

可能エネルギーに関する基礎知識を身に付けます。さらに，世界的動向から地元秋田での取り組みま

で，最新情報を提供します。 

授業方法 

と留意点 

パワーポイントとプリントを用いて授業を進めます。物理と化学の履修は必須ではあ

りません。再生可能エネルギーに興味があれば十分に理解できる内容です。 

授  業  計  画 

＜１０月２６日（土）＞ 
第１講： 

「日本と世界のエネルギー情勢と再生可能エネルギーとは」 
  日本および世界のエネルギー情勢，再生可能エネルギーの種類や特徴について学びます。

また，水力発電についても説明します。 

 

＜１１月２日（土）＞ 
 第２講： 

「風力発電，太陽光発電，地熱発電」 
 個別の再生可能エネルギーの原理や特性について学びます。洋上風力発電や秋田に豊富に

存在する地熱について説明します。 

  

＜１１月９日（土）＞ 
 第３講： 

「バイオマスの利用とカーボンニュートラル」 
 バイオマスとその特徴であるカーボンニュートラルについて学びます。エネルギー利用可

能なバイオマスの種類やその特性について説明します。秋田での取り組みについても紹介し

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 D-130 

住 所： 秋田市手形学園町１－１ 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配付します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

関連科目 物理，物理基礎，化学，化学基礎 

開講日時 
１０/２６（土） １１/２（土） １１/９（土） 

１３：００～１４：３０ 

会 場 秋田大学 手形キャンパス 

欠席連絡先 
電話：018-889-3191（秋田大学総合学務課 平日9：00～17：00） 

科目担当E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 

-１１- 



２０１９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)     
ものづくりにおける価値と品質 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉理工学 研究科  

（職 ・ 氏名）教授 三島 望 

授業概要 製品やサービスの設計において，成功するか（利益が出るか）は所期設計段階でほとんど

決まってしまう。ものづくりにおいて，企画段階で製品の提供する価値やねらいとする品質を充分に

考えなくてはならない。 

授業方法 

と留意点 
 

授  業  計  画 

＜１０月２３日（水）＞ 

第１講： 

「価値工学とは何か？」 

どのような価値を誰に提供するか？ 

 

＜１０月３０日（水）＞ 

 第２講： 

「品質工学とは何か？」 

製品に作りこむべき品質とは？ 

                        

 

 

 

 

 

 

 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
１０/２３（水） １０/３０（水） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
電話：018-889-3191（秋田大学総合学務課 平日9：00～17：00） 

科目担当E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp  
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２０１９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）教授 伊藤 成年 他（ 計 3名 ） 

授業概要 教職を目指す高校生のための講座です。大学での円滑な実習につなげるために、学習指導案の様式、読み

取りや学習指導案(略案)の作成、教育専門監や教採合格者の模擬授業(ビデオ)を教材に授業つ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。  

【先着１５名で募集を締め切ります】 

授  業  計  画 

＜１０月１２日（土）＞ 
第１講：(10:30～12:00)   

「教職の魅力とその世界」                        教 授 伊藤 成年 

〇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。（公立小学校採用２０代教員による講話等４５分程度を含む） 

 

 第２講：(13:00～14:30)  

「学習指導案の様式、読み取り、学習指導案(略案)の作成」   准教授 三浦 亨 

〇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１９日（土）＞ 
 第３講：(10:30～12:00)・第４講：(13:00～14:30) 

「授業のビデオ(教育専門監)等の視聴を通して教師の表現力や題材設定力を学ぶ」 

教 授 伊藤 成年 

〇授業力に秀でた教育専門監の授業場面のビデオ視聴を通して、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等について学び

ます。（公立中学校採用２０代教員による講話等４５分程度を含む） 

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)。   
                            

※12：00～13：00  昼食時間  10/12と10/19は昼食を持参ください。 
 

＜１０月２６日（土）＞ 
 第５講：（13：00～14：30） 

「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) 

及び教師として必要とされる資質・能力について」 

                                  教 授 伊藤 成年 

〇全国学力・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、教員の熱心な研修姿勢や地域社会

の協力、県・市町村教育委員会の特色ある行政施策によ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。さらに、教師に必要とされる

資質・能力とは何かについて考えます。 

テキスト なし。講義資料を配布する。 

参考文献 なし。 

関連科目 なし。 

開講日時 
１０/１２（土） １０/１９（土） １０/２６（土） 

１０：３０～１４：３０ １３：００～１４：３０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 
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２０１９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他

の受講者と積極的に議論に参加してください。 

授  業  計  画 

＜１１月２３日（土）＞ 

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  昼食を持参ください。 

 

 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  

関連科目 英語 

開講日時 
１１/２３（土） 

９：３０～１４：５０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
 秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 
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２０１９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 

（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１９日（火）＞ 

第１講： 

「津波災害や防災に関する最近の話題について」    

           

＜１１月２６日（火）＞ 

 第２講： 

「過去に発生してきた津波を探る」       

 

＜１２月３日（火）＞ 

 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。 

関連科目 理科（地学），社会科（地理） 

開講日時 
１１/１９（火） １１/２６（火） １２/３（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 
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２０１９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)     
社会を支える情報通信技術 

（音・画像処理、人工知能、IoTネットワーク） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉システム科学技術学部 

知能メカトロニクス学科 

（職 ・ 氏名）教授 礒田 陽次 他（計5名） 

授業概要 私たちの社会を支える情報通信技術について分かりやすく説明します。特に、身の回りの音楽

や画像を扱う技術、賢いコンピューターを作る人工知能、人やモノをネットワークにつなぐ技術について

紹介します。 

授業方法 

と留意点 
5つのテーマを別々の教員が講義します。 

授  業  計  画 

＜１０月３日（木）＞ 
第１講： 

「社会を支える情報通信技術」          教授 礒田 陽次 
情報のやり取りは、現在では企業だけでなく、我々個人も行っており、社会のインフラの

一つとなっています。ここでは、情報通信の概要と基礎技術について分かりやすく解説します。 
  

＜１０月１０日（木）＞ 
 第２講： 

「音声圧縮技術について」               教授 西口 正之 

iPhoneやWalkmanなどの携帯音楽プレーヤーでは、音楽を圧縮してファイルサイズを小さくする

ことで長時間の音楽を録音できるようにしています。音質を損ねないで音楽を圧縮する技術を紹介

します。 
 

＜１０月１７日（木）＞ 
 第３講： 

「IoTネットワーク」                    教授 飯田 一朗 

  センサー技術と情報分析技術の進歩により、ものや人の動作がネットワークで直接把握できる環境 

が構築されつつあります。このようなIoTネットワークの概要と現状を将来動向や問題点を含めて 

解説します。 
 

＜１０月３１日（木）＞ 
 第４講： 

「人工知能（AI）と社会課題の解決」          教授 堂坂 浩二 

人工知能（AI）技術によって何ができて何ができないのか、AIは私たちの社会や地域の課題の

解決にどのように役に立つのかについて、事例とともに紹介します。 
 

＜１１月７日（木）＞ 
 第５講： 

「デジタル画像処理の基礎と応用について」      教授 陳 国 躍 

画像処理は、身近な様々な分野で活用され、私たちの生活に欠かせない技術となっています。

デジタル画像処理の基礎および画像認識とその応用について分かり易く解説します。 
 

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。 

関連科目 数学、物理 

開講日時 
１０/３（木） １０/１０（木） １０/１７（木） １０/３１（木） １１/７（木） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田県立大学 本荘キャンパス 

電話：0184-27-2071（平日9：00～17：00）E-mail:itoya@akita-pu.ac.jp 
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２０１９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情報工学科 

（職 ・ 氏名）准教授 廣田 千明 他（計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８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１５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２９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。 

 

＜１１月５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。 

受  付：共通施設棟1階 事務室 

授業会場：共通施設棟3階 K336 

 

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 

関連科目 数学、情報、生物 

開講日時 
１０/８（火） １０/１５（火） １０/２９（火） １１/５（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 秋田県立大学 本荘キャンパス 

欠席連絡先 
秋田県立大学 本荘キャンパス 

 電話：0184-27-2071（平日9：00～17：00）E-mail:itoya@akita-pu.ac.jp 
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２０１９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 「大学で学ぶ数学とはどのような数学なのだろう？」高校数学のその先にある、より専門

的な数学に触れてみませんか。高校数学の理解にも繋がります。高校生でもわかるように分かり易く

解説します。 

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、数学に興味や関

心を持っている人大歓迎です。また社会への数学の活用法に興味がある人も大歓迎で

す。 

授  業  計  画 

＜１０月２０日（日）＞ 
第１講：（9：30～11：00） 

「大学１・２年生で学ぶ数学」（解析学・線形代数学）    
           

 第２講：（11：10～12：40） 

「理工、情報、医、社会科学など多くの分野で用いられる数学」 

（数理統計学・応用統計学）      
 

※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・ゲーム理論など）  

    

高校数学の先にある大学の数学に触れることによって、①「数学という学問の世界の

広がりを感じること」や、②「専門的な数学から改めて高校数学を見つめ直すことによる

高校数学のより深い理解」、③さらには「数学が世の中でどのように用いられているかを

知ること」などを通して、高校数学の理解の促進や、数学を学習する意義、数学への興味・

関心がより高まることを目的としています。 

 

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。 

関連科目 数学、経営、情報、経済 

開講日時 
１０/２０（日） 

９：３０～１４：５０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田県立大学 本荘キャンパス 

電話：0184-27-2071（平日9：00～17：00）E-mail:itoya@akita-pu.ac.jp 
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２０１９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、役に立っています。経営科学・経営工

学・応用数学の内容を身近な例をもとに紹介します。最適化・意思決定と数学の使われ方が主なテー

マです。数学が得意な人も、そうでない人も勉強できます。 

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）の授業です。数学がどのように

使われているのか、例題を用いて学びます。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 

現在の数学は，従来からの物理等以外にも、AI、データサイエンス、社会科学等、非常に

広範囲に応用されています。本授業は、「効率的」、「コストを下げる」等の最適化や経済・

経営に関するモデルを題材に、教科書にある「数学」と少し異なった視点で解説します。 

 

＜１０月６日（日）＞ 
第１講：（9：30～11：00） 

「不確実性を伴う数理意思決定」（高校関連項目→確率）   
  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、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。今は買い時なのか、それ

とも今回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を、数

学を使って考えてみましょう。この問題は高校数学とも関連していて、高度な数学が背景に

あります。 

 

 第２講：（11：10～12：40） 

「在庫管理の数理」（高校関連項目→関数の最大最小，微分）    
  

※12：40～13：20  昼食時間  昼食を持参ください。 

 

 第３講：（13：20～14：50） 

「スケジューリング問題」（高校関連項目→数列，関数の最大最小） 

  
※ 文系理系問わず、基本的な内容から解説します。 

 

テキスト  

参考文献  

関連科目 数学、情報 

開講日時 
１０/６（日） 

９：３０～１４：５０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田県立大学 本荘キャンパス 

電話：0184-27-2071（平日9：00～17：00）E-mail:itoya@akita-pu.ac.jp 

 

 
-１９- 



２０１９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)     
異文化コミュニケーション入門 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉総合科学教育研究センター 

（職 ・ 氏名）助教 タッカー・ジェイソンエドワード 

授業概要All people on earth have culture. All cultures are equal in that they fulfill basic  

needs for the people that belong to them, but all cultures are different and so it 

is good to study and understand concepts to be better people and more culturally Aware. 

（人は誰でも文化を持っている。文化は、その所属グループに基本的な役割を果たすものであり、

様々な種類がある。本講座は文化について理解を深めることを目指す。） 

授業方法 

と留意点 

Bring an electronic dictionary, and a notebook. Speaking and participation 

i n  A c t i v i t i e s  w i l l  b e  m a i n l y  i n  E n g l i s h  a n d  s o m e  J a p a n e s e . 

（電子辞書とノート持参すること。授業は主に英語だが補助的に日本語も使用する。） 

授  業  計  画 

＜１０月２４日（木）＞ 
第１講： 

「What Does “culture” Mean?」    
  Creating a definition of culture that is easily understandable by looking at the basics:
   material culture ( objects) and non-material (behaviors, language, customs and traditions) 

  （「〈文化〉とは何か？」文化の定義を物質文化、非物質文化から考える。） 
 

＜１１月７日（木）＞ 

第２講： 

「Cultural Concepts for Acceptable Behavior」      
Understand that different cultures have different concepts on what is good and bad behavior

  Based on the concepts of “Norms, Mores and Folkways”.  
（「文化的に許容されるふるまい」規範、慣習、習俗から考える。） 
 

＜１１月２１日（木）＞ 

 第３講： 

「Cultural Perspectives of Time」 
Most cultures fall into certain categories on how they determine time. Understanding the

  difference between “Monochromic” and “Polychronic” time. 
（「文化的な時間の概念」“ポリクロニック”と“モノクロニック”とは何かを考える。） 

 

＜１２月５日（木）＞ 
 第４講： 

「Cultural Concepts of Touch and Space」 
All cultures have rules for what is acceptable physical contact with other people and whatis 

Considered enough “space” (the area between people). 
（「身体的な接触と対人距離」全ての文化には、対人距離のルールがある。対人“スペース”について考える。） 

テキスト ワークシートを配布する予定。 

参考文献 なし 

関連科目 人類学、 社会学、 英語 

開講日時 
１０/２４（木） １１/７（木） １１/２１（木） １２/５（木） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田県立大学 秋田キャンパス 

電話：018-872-1530（平日9：00～17：00）E-mail:akato@akita-pu.ac.jp 

-２０- 



２０１９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(計４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 

＜１０月５日（土）＞ 
第１講：（9：30～11：00）  

「木を曲げる」                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 足立幸司 
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」            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」             准教授 澁谷 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

性質を化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。 

関連科目 物理、化学、生物 

開講日時 
１０/５（土） 

９：３０～１６：３０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
秋田県立大学 秋田キャンパス 

電話：018-872-1530（平日9：00～17：00）E-mail:akato@akita-pu.ac.jp 

 

 -２１- 



２０１９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） 教授 陳 風 他（計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 

＜１０月６日（日）＞ 
第１講：（13：30～15：00） 

「中国の言語文化の多様性と標準語の特徴」                教授 陳 風 (Feng CHEN) 

56の民族と広大な国土を持つ中国の言語文化の多様性について理解を深めるとともに、標準語の土台となる

北京語の特徴について体験的に学びます。（講義は日本語で行います） 

＜１０月２０日（日）＞ 
 第２講：（13：30～15：00） 

“International Trade: Who Gains and Who Loses?”       助教  杜 文媞 (Wenti DU) 

If countries all gain from opening trade among each other, why do we often hear opponents for free-trade policies, especially in

recent years? In fact, when a country is trading with others, it does hurt some groups within the country, while some other

groups benefit from it. This lecture, therefore, will identify the winners and losers from free trade in order to introduce a full

analysis of trade.  (講義は英語で行います) 

＜１０月２７日（日）＞ 
 第３講：（11：00～12：30） 

“A first step to understanding mass media” 
准教授  キ・ドゥク・ヒョン (Ki Deuk HYUN) 

We spend much time consuming mass media, like news, dramas, movies, advertisement, and others. Our continuous media use

influences the way we think about the world and ourselves, and therefore, it becomes necessary to develop the ability to

understand, analyze, and evaluate mass media. This lecture will introduce some basic concepts like purposes and target audience

of different mass media to help students make sense of their media experience.   （講義は英語で行います） 

＜１１月２日（土）＞ 
 第４講：（11：00～12：30） 

“Exploring the Boundaries between Childhood, Youth, and Adulthood” 
助教 ウィリアム・マクガヴァン （William MCGOVERN） 

Many people recognize that human development progresses from childhood to youth to adulthood. However, it can be difficult to

pinpoint when the boundaries between these stages of life begin and end. In recent years, many scholars including historians,

social scientists, and cognitive scientists ,have revisited our understanding of human development and reached surprising

conclusions. This lecture will investigate how people have understood the human development in the past and recent research.

（講義は英語で行います） 

＜１１月２日（土）＞    ※12：30～13：30  昼食時間  11/2は昼食を持参ください。 
 第５講：（13：30～15：00） 

「韓国語は学びやすい言語か」                     准教授 邊  姫京 (Hi-Gyung BYUN) 
韓国語は日本語母語話者にとって学びやすい言語と言われますが、なぜそう言えるのか、日本語と韓国

語の共通点と相違点を具体例をあげて説明します。また、韓国語の文字であるハングルの読み方と書き

方について学び、実際に読めて書けるか試してみます。（講義は日本語で行います） 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
１０/６（日） １０/２０（日） １０/２７（日） １１/２（土） 

13：30～15：00 11：00～12：30 11：00～12：30 13：30～15：00 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
国際教養大学 電話:018-886-5904/5905 (平日9：00～17：00) 

E-mail:cos@aiu.ac.jp 

 
-２２- 



２０１９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)     

経済学で現代日本を考える 

（経済理論、経済成長、労働経済） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）専任講師 畠山 光史 

授業概要 日本は世界有数の少子高齢化が進んだ社会である。本講義では、経済学の考え方を用いて、

日本経済の現状と課題を検討する。特に経済理論・経済成長・労働経済という3つの分野に着目する。 

授業方法 

と留意点 

 

 

授  業  計  画 

＜１０月１５日（火）＞ 

第１講： 

「経済学入門―ケインズとフリードマン―」 

経済がうまく循環していないと、国の活力が次第に失われいずれ衰退してしまう。本講義

では、経済学とはどのような学問であるのかを「ケインズ経済学」および「新しい古典派経

済学」という2つの観点から考察したい。 

 

＜１１月５日（火）＞ 

第２講： 

「経済成長論入門―人口減少下で経済成長は可能か―」 

人口減少社会において、経済成長は可能なのであろうか。本講義では、経済成長論の考え

方を用いて、今後日本経済が成長していくためにはどのような政策が必要なのかを考えたい。 

 

＜１１月１２日（火）＞ 

第３講： 

「現代日本の労働問題―ブラック企業―」 

日本は、ほかの先進諸国と比較して、相対的に労働時間が長いことに加えて、過労死、低

生産性といった労働問題を抱えている国である。本講義では、大学卒業後に皆さんが直面す

る可能性のある「ブラック企業」について検討したい。 

テキスト なし。 

参考文献 なし。講義時に適宜紹介する。 

関連科目 マクロ経済学、ミクロ経済学、進化経済学、経済成長論、労働経済学 

開講日時 
１０/１５（火） １１/５（火） １１/１２（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 
-２３- 



２０１９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)     

世界の大都市の地図で 

辿る外国投資論 
科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）教授 坂元 浩一 

授業概要 国際経済学の重要な分野である外国（海外）投資論（FDI）かに関して、担当教員が訪問し

た大都市（パリ、ロンドン、バンコック、上海、東京など）の地図を使って、日本企業を含む多国籍

企業の展開を理解する。 

授業方法 

と留意点 

教員のパリ訪問24回など、地図上の街路を歩き（辿り）ながら、多国籍企業の出店の

状況と要因を学ぶ。外国語習得方法や現地調査のやり方も説明する。 

授  業  計  画 

下記に挙げる都市は、複数回にまたがることがある。イタリア諸都市やマドリードなども扱う。 

＜１０月１１日（金）＞ 
第１講： 

「ブランド大国フランスの『花の都』、パリ」 
代表ブランドのサーベイと、身近な菓子店やレストランの展開。高級チョコレート

「マリーアントワネットのピストル」、「ロレーヌの真珠」などでフランスの文化や地域も学ぶ 

 

＜１０月１８日（金）＞ 
第２講： 

「スターバックスが林立する資本主義の老舗、ロンドン」 
空港からのエクスプレスで、パディントン、ハイドパーク地区、ピカデリー・サーカスへ 

 

＜１１月１日（金）＞ 
第３講： 

「熱帯資本主義のメッカ、バンコック（タイ）」 
セブンイレブンが全国に１万店展開するタイの縮図を、現地ホテル滞在を念頭に学ぶ 

 

＜１１月１５日（金）＞ 
第４講： 

「『世界経済の奇跡』を実現した中国随一の都市、上海」 
引率学生と歩いたアジア随一の繁華街、南京街路。日本企業の奮闘も学ぶ 

 

＜１１月２２日（金）＞ 
第５講： 

「世界の多国籍企業が日本企業としのぎを削る東京」 
銀座・日本橋から渋谷・新宿、そして『日本のパリ』神楽坂まで 

テキスト なし。プリントを配る。 

参考文献 適宜紹介する。 

関連科目 外国（海外）投資論、国際経済学、マーケティング論、フランス語、スペイン語 

開講日時 
10/11（金） 10/18（金） 11/1（金） 11/15（金） 11/22（金） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 
-２４- 



２０１９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)     

現代経済学の基礎 

（「私」の問題） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）准教授 西巻 丈児 

 

授業概要 皆さんは、生まれて、学んで、そして、今後働くことになるでしょう。これまであまり考

えたことがないかもしれませんが、そもそも生きている「私（自分）って何？」という素朴な疑問を、

一緒に考えてみませんか。 

授業方法 

と留意点 

 

いろいろな問題を提示しますので、自分の問題として真剣に考えてみましょう。 

授  業  計  画 

＜１０月１日（火）＞ 

第１講： 

「私って何？ 本当の私って？」 

自分のことを「私」と言いますが、「私」っていったい何なのでしょうか。その自分の顔

をじかに見ることはできるでしょうか。ありのままの自分とは一体どういうことを意味して

いるのでしょうか。 

   

＜１０月８日（火）＞ 

第２講： 

「未知と既知」 

知らなかったことを知った時の喜びや新鮮な感じと、既に知っていると思っていることが

よく分かっていないという「知」の曖昧さを実感してみよう。 

   

 

 

テキスト 講義資料を配布します。 

参考文献 講義の中で、適時紹介します。 

関連科目 経済学関係 

開講日時 
１０/１（火） １０/８（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 

 
-２５- 



２０１９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)     

現代経済学の基礎 

（時間の問題） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）准教授 西巻 丈児 

 

授業概要 遊んでいると時間はあっという間に過ぎ去ったように感じ、働いているときは時間が長く

感じませんか。そこには、「時間とは何か」という難問が潜んでいます。その「時間」を、あらため

て考えてみましょう。 

授業方法 

と留意点 

 

いろいろな問題を提示しますので、自分の問題として真剣に考えてみましょう。 

授  業  計  画 

＜１０月２９日（火）＞ 

第１講： 

「「時間」はどこにあるのでしょうか？」 

昨日の自分はどこへ行ってしまったのだろうか。明日の自分はどこから来るのだろうか。

過去・現在・未来とはどういうことを意味しているのだろうか。 

   

 

＜１１月５日（火）＞ 

第２講： 

「どんなことにも必ず原因がある！」 

「喧嘩が原因で、友達と連絡がとれない。」「おなかが痛い！昨夜冷たいものを食べすぎた

からなぁ。」出来事の結果には、必ず原因があると考えられますが、果たして、その原因で正

しいのでしょうか。 

   

 

 

テキスト 講義資料を配布します。 

参考文献 講義の中で、適時紹介します。 

関連科目 経済学関係 

開講日時 
１０/２９（火） １１/５（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 -２６- 



２０１９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)     

現代経済学の基礎 

（自由とはどういうことなのでしょうか？） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）准教授 西巻 丈児 

授業概要 人間の「ふるまい」を「効用」という視点からとらえ、経済学に結び付けて考えた説があ

るように、われわれの経済活動の源には、人間の「ふるまい」があります。その「ふるまい」には 

「自由」があるのでしょうか。 

授業方法 

と留意点 

 

いろいろな問題を提示しますので、自分の問題として真剣に考えてみましょう。 

授  業  計  画 

＜１１月６日（水）＞ 

第１講： 

「「高校生にもなって…」とはどういう意味？」 

（「事実と価値の問題」） 

親から「高校生にもなって、まだそんなことをして！」と言われたことはありませんか。

高校生だから、やってはいけないということは、そもそもどういうことを意味しているので

しょうか。 

   

＜１１月１３日（水）＞ 

第２講： 

「やっていいこと、わるいこと」（「行為の善悪の問題」） 

生まれてこのかた、うそをついたことのない人はいるのでしょうか。うそをついてはいけ

ないはずなのに、なぜついてしまうのでしょうか。では、うそをついていいのでしょうか。

また、大人になるということはどういうことなのでしょうか。また、なぜ大人にならなけれ

ばいけないのでしょうか。 

 

 

テキスト 講義資料を配布します。 

参考文献 講義の中で、適時紹介します。 

関連科目 経済学関係 

開講日時 
１１/６（水） １１/１３（水） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 
-２７- 



２０１９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)     

現代経済学の基礎 

（生きるとは） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）准教授 西巻 丈児 

 

授業概要 生きることの根源とされる「いのち」に価値や値段がつけられ、市場経済に巻き込まれて

いる現状があります。この「いのち」を考えることによって、「生きる」とはどういうことなのかを

考えてみましょう。 

授業方法 

と留意点 

 

いろいろな問題を提示しますので、自分の問題として真剣に考えてみましょう。 

授  業  計  画 

＜１１月１９日（火）＞ 

第１講： 

「いのちの価値とは？」 

害虫は殺すのに、人間を…！ なぜ？ いのちを比べることはできるのでしょうか。

いのちに値段が付けられるのでしょうか。つねに私たちの身近にある生と死についての

諸問題を、「自分の問題」として考えてみましょう。 

   

＜１１月２６日（火）＞ 

第２講： 

「「私」は幸せになれるのでしょうか？」 

「私」が、どうしたら「人間」らしくよく生きることができるのかを一緒に考えてみまし

ょう。また、自分のみならず他者の「幸福」についても見据えて生きることはどういうこと

なのかも、一緒に考えてみましょう。 

   

 

テキスト 講義資料を配布します。 

参考文献 講義の中で、適時紹介します。 

関連科目 経済学関係 

開講日時 
１１/１９（火） １１/２６（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 

 
-２８- 



２０１９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)     

現代経済学の基礎 

（「ある」と「ない」の問題） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）准教授 西巻 丈児 

 

授業概要 「心」、「愛」や「労働」は見えないものですが（「心づかい」、「愛の形」や「労働の

成果」、「働く姿」は見えますが）、「見えないものがある」とはどういうことなのでしょうか。

一緒に考えてみましょう。 

授業方法 

と留意点 

 

いろいろな問題を提示しますので、自分の問題として真剣に考えてみましょう。 

授  業  計  画 

＜１０月１６日（水）＞ 

第１講： 

「「心」はどこにあるのでしょうか？」 

自分の「心」は、あるのでしょうか。あるとしたならば、どこに・どのようにある 

のでしょうか。はたして、他人には「心」はあるのでしょうか。） 

   

＜１０月２３日（水）＞ 

第２講： 

「「感じる」ことと「考えること」の違いを考えてみましょう」 

「暑いね！」、「本当に暑いね！」。２人の会話の「暑い」は、同じことを意味し

ているのでしょうか。他人と自分の感覚が同じであると、証明するすべは何なので 

しょうか。「見たり、聞いたり、触ったり」という「感覚」と、「考える」という 

作用の違いをはっきりと分けてみましょう。） 

 

 

テキスト 講義資料を配布します。 

参考文献 講義の中で、適時紹介します。 

関連科目 経済学関係 

開講日時 
１０/１６（水） １０/２３（水） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 

 

-２９- 



２０１９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)     

戦後の日本経済・経営史 

（戦後の日本経済の辿った道をみなおす） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）教授 國井 法夫 

 

授業概要 戦後の日本経済・経営を見直し、これからの日本経済・経営の将来を考える。 

授業方法 

と留意点 

 

戦後の日本経済・経営の推移をやさしく解説しながら、これからの日本の経済・経営

の進むべき道を探る。 

授  業  計  画 

＜１０月１１日（金）＞ 
第１講： 

「終戦直後日本の経済の状況と第1次高度経済成長 」    
①終戦直後の日本の経済は食糧不足、資材不足、工場、機械等すべてが不足していた。 

②人々は、この状況をどう打開しようとしたか。 

③日本経済の復興と成長はどのようなことがきっかけであったか。経済成長の原因は？ 

 ④日本の企業はどう対応したか？ 

 

＜１１月１３日（水）＞ 
第２講： 

「第2次高度経済成長期について」 
①第1回東京オリンピック大会を境にして景気が悪化、その後再び高度経済成長を遂げた。 

この原因は？ 

 ②また、高度経済成長期が終焉する原因は？ 

 ③日本企業はどう対応したか？ 

 

＜１２月１３日（金）＞ 
第２講： 

「バブル経済と崩壊、その後の経済」 
 ①バブル経済はなぜ起こったのか？ 

②1991年にバブル崩壊がおこる。この原因は？ 

③その後「失われた10年」あるいは「失われた20年」と言われる低成長期とは。 

④デフレスパイラルを解消するたに行われたのがアベノミクスである。この政策は本当に有効

に機能しているのだろうか？ また、企業はどう対応したのか。 

 

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。 

関連科目 日本経済史・日本経営史 

開講日時 
１０/１１（金） １１/１３（水） １２/１３（金） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 -３０- 



２０１９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)     

インターネットが学校に代わる 

（『脱学校の社会』から） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉経済学部 経済学科 

（職 ・ 氏名）講師 市原 光匡 

 

授業概要 情報化の進展に伴い、知識や技術を獲得する場は学校だけではなくなっています。こうし

たなか、学校の存在意義が問われています。昔から問われてきたこのテーマについて、イリッチの脱

学校論をもとに検討します。 

授業方法 

と留意点 

 

 

授  業  計  画 

＜１０月１１日（金）＞ 

第１講： 

「教育病理と脱学校論」 

学校の急速な普及・拡大は、多くの国々で教育病理を生じさせ、学校改革や学校そのもの

の存在意義が問われることとなりました。なかでも、学校制度全体を廃絶するというイリッチの

主張を取りあげ議論します。 

 

   

＜１０月２５日（金）＞ 

第２講： 

「なぜ学校は必要なのか？」 

イリッチは、学校に代わる教育の制度も提案しています。彼のことばを借りつつ、脱学校

化した社会のイメージを描くとともに、なぜ現実には脱学校化が実現していないのか、なぜ

学校が必要とされているのか検討します。 

 

 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を毎回配布する。 

参考文献 イヴァン・イリッチ『脱学校の社会』[The Deschooling Society] 東洋・小沢周三訳,   

東京創元社, 1977. 

関連科目 生涯教育論、教育社会学、教育哲学 

開講日時 
１０/１１（金） １０/２５（金） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 
-３１- 



２０１９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)     

「宗教と政治」からみる政治思想史 

（（ポスト）宗教改革と政治） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉法学部 法律学科 

（職 ・ 氏名）講師 中村 逸春 

 

授業概要 宗教と政治の関係とは、どのようなものであるべきでしょうか。この授業では宗教改革に

注目し、①ルターとカルヴァンの宗教改革の政治的意義、また②宗教内乱と近代政治思想との関係、

これらを考察したいと思います。 

授業方法 

と留意点 

 

毎回、プリントを配布して授業を進めていきます。講義形式の授業です。 

授  業  計  画 

＜１２月６日（金）＞ 

第１講： 

「宗教改革と政治思想：ルター、カルヴァンの意義とは何か」 

ルターやカルヴァンによる宗教改革は、政治的にどのような意義を有していたのでしょうか

（どういう意味で近代的だったのでしょうか）、この点について考えます。 

 

   

＜１２月１３日（金）＞ 

第２講： 

「ポスト宗教改革と政治思想：イギリス、フランスの事例から」 

ある意味で宗教改革によってもたらされた宗教内乱は、いかなる近代的な政治思想の登場

を促したのでしょうか、イギリスやフランスの事例を紹介しつつ、この点について考えます。 

 

 

 

テキスト 特にありません。授業の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。 

関連科目 倫理、現代社会、政治・経済、政治学、政治思想史、法学、社会学、経済学、哲学、世界史 

開講日時 
１２/６（金） １２/１３（金） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 

 

 

-３２- 



２０１９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)     

心理学と人間科学からみた法学 

（恋愛と友情、財産、犯罪） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉法学部 法律学科 

（職 ・ 氏名）准教授 瀧澤 純 

授業概要 法や社会を理解するためには、人間を理解する必要があります。人間や世の中について、

心理学や人間科学の視点から考えてみましょう。人を支える仕事に就きたい人、生物系・医療系に興

味がある人も対象です。 

授業方法 

と留意点 

その場で実験したり質問項目に答えたり、体験する時間が多い授業です。事前の学習

は必要ありません。筆記用具を持参してください。 

授  業  計  画 

＜１０月１３日（日）＞ 
第１講：（13：20～14：50） 

「人間関係と人生」 
恋愛と失恋、結婚サギ、結婚と離婚、出産と戸籍、友情とチームワーク、紛争と平和など、

人とうまくやるための方法や人間関係のトラブルについて考えます。 

 

第２講：（15：00～16：30） 

「物欲と契約」 
グッズを集めるオタクの心理、財産保有と欲求、悪徳商法、買い物依存症、万引き、遺産

分配における公平感など、物を所有しようとする人の心に迫ります。 

 

 

＜１０月２７日（日）＞ 
第３講：（13：20～14：50） 

「犯罪の加害者、被害者、捜査官、目撃者」 
犯罪プロファイリング、嘘発見器、運転中のスマホ操作、心理療法、目撃者の記憶力につ

いて取り上げます。 

 

第４講：（15：00～16：30） 

「自分の利益、他人の利益」 
性格の自己分析と相性分析（規範意識、共感性、攻撃性）、ウソの噂と誹謗中傷（悪口、

陰口、クチコミ）、人権侵害などについて考えます。 

 

テキスト 特にありません。必要に応じて資料を配布します。 

参考文献 授業中に紹介します。 

関連科目 
公民（現代社会、倫理、政治・経済）、社会心理学、犯罪心理学、性格心理学、憲法、民法

、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法 

開講日時 
１０/１３（日） １０/２７（日） 

１３：２０～１６：３０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 

 
-３３- 



２０１９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)     
日本社会と憲法 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉法学部 法律学科 

（職 ・ 氏名）教授 佐藤 寛稔 

授業概要 憲法は国の最高法規です。憲法の中には日本にとどまらず、人類の歴史の中から得た様々

な教訓が含まれています。この講義では日本人としては是非知っておきたい「教養」として日本国憲

法について学びます。 

授業方法 

と留意点 

日本国憲法の非常に基本的な部分を勉強します。政治経済や現代社会の教科書等で 

予め日本国憲法の条文を読んでおくと理解が深まります。 

授  業  計  画 

＜１０月１日（火）＞ 

第１講： 

「日本国憲法成立の歴史的経緯」 

 日本はどうして新しい憲法を作らなければならなかったのかを日本の近現代史に触れ 

ながら学びます。 

 

＜１０月８日（火）＞ 

第２講： 

「過去の『失敗リスト』としての人権条項」 

 憲法の人権条項は私たちが過去に犯した「失敗」を教訓にして作られました。私たちが 

  どんな「失敗」をしてきたかを知ることを通じて人権の大切さを学びます。 

 

＜１０月１５日（火）＞ 

第３講： 

「戦争放棄が意味するものと意味しないもの」 

 日本国憲法は戦争を放棄していますが、そうかといって国が安全保障上の義務を負わな 

 いということにはなりません。日本が憲法上、いかなる安全保障政策をとりうるのかを 

 検討します。 

 

テキスト なし 

参考文献 毎回プリントを配布します 

関連科目 現代社会、政治経済、日本史、世界史 

開講日時 
１０/１（火） １０/８（火） １０/１５（火） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

 E-mail:kyomu@nau.ac.jp 

 

 
-３４- 



２０１９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)     
高校生のための国際観光論 
（インバウンド＆アウトバウンド観光） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉法学部 観光学科 

（職 ・ 氏名）准教授 瀧森 威 他（計６名） 

授業概要 国際観光について、さまざまな切り口からグローバルな視野で学びます。観光における諸

問題、世界遺産、海外旅行、外国語、エアラインに興味がある高校生にお勧めの講座です。 

授業方法 

と留意点 

毎回スライドを使用してわかりやすく楽しく学びます。自分が知りたいことは、積極

的にリクエストしてください。 

授  業  計  画 

＜１０月３日（木）＞ 

第１講：「忍び寄るオーバーツーリズムの危機！！」  准教授 井上 寛 
 訪日外国人観光客が急増する中、京都などの有名観光地では増えすぎる観光客で地元住民が悲

鳴を上げています。どのような問題が発生し、どのように解決していったらよいかを学びます。 

 

＜１０月１０日（木）＞ 

第２講：「世界遺産をめぐる旅」                     教授 橋元 志保 
ユネスコの世界遺産に登録された途端、外国人観光客が急増するという現象が、日本のみなら

ず世界各地で起こっています。なぜ世界遺産に観光客は集まるのか、また、世界遺産に関連した

文化や文学に触れ、その魅力に迫ります。 

 

＜１０月１７日（木）＞ 

第３講：「外国人が日本に来たくなる！！ＶＲの魅力」  准教授 瀧森 威 
最新のＩＴ技術を駆使した、ＶＲ(バーチャルリアリティー)を活用した日本の紹介映像が外国

人から注目されています。観光にとってイメージはなぜ重要なのか、その魅力を探ります。 

 

＜１０月３１日（木）＞ 

第４講：「エアラインビジネス 」          教授 横田 恵三郎 
日本にやってくる外国人も、海外旅行する日本人も飛行機を利用する人がほとんどです。膨ら

むインバウンド観光とそこで航空業界が担う役割を、エアラインビジネスの視点から学びます。 

＜１１月７日（木）＞ 

第５講：「大自然と魅力的なまちなみのカナダへ 」 
 准教授 デファルコ・リーアアン  

カナダ人の教員が母国カナダのバーチャルツアーに招待します。雄大な大自然と魅力的なまち

なみを旅しながら、フランス語会話にもチャレンジします。 

＜１１月１４日（木）＞ 

第６講：「「リメンバーミー」を辿るメキシコのまつり」准教授 三浦 薫 
 「死者の日」を題材に家族の絆を描いた映画「リメンバーミー」の舞台になったメキシコを旅

してみましょう。旅で役立つスペイン語会話にもチャレンジします。 

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。 

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)  

開講日時 
10/3(木) 10/10（木） 10/17（木） 10/31（木） 11/7（木） 11/14（木） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

E-mail:kyomu@nau.ac.jp 
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２０１９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)     
高校生からの介護政策入門 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉法学部 

（職 ・ 氏名）講師 楠山 大暁 

授業概要 2000年にスタートした介護制度によって、家族の介護負担は減少したのでしょうか？ 介

護をめぐる法と政策を手がかりに考えていきたいと思います。医療、介護、看護などの分野で仕事を

したい人におすすめです。 

授業方法 

と留意点 

毎回配布するレジュメに沿って講義を進めていきます。日本の介護が、なぜ、そのよ

うな問題を抱えるに至ったのか、その経緯を理解してほしいと思います。 

授  業  計  画 

＜１１月１５日（金）＞ 

第１講： 

「介護保険制度の導入」 

なぜ介護保険制度が導入されたのか、その経緯とともに講義します 

 

 

＜１１月２２日（金）＞ 

第２講： 

「介護保険のしくみ」 

 介護保険はどのような考え方に基づき運営されているのか、講義します 

 

 

＜１１月２９日（金）＞ 

第３講： 

「介護の社会化」 

介護保険制度がスタートしたことによって、家族の介護負担は減少したのか、講義します 

 

 

テキスト 講義内容をまとめたレジュメを毎回配布します。 

参考文献 講義の中で紹介します。 

関連科目 法学、公共政策論、医学、看護学、社会福祉学 

開講日時 
１１/１５（金） １１/２２（金） １１/２９（金） 

１７：３０～１９：００ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
ノースアジア大学 電話：018-836-1326（平日9：00～17：00） 

E-mail:kyomu@nau.ac.jp 
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２０１９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 

（「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）講師 新沼 剛 他（計２名） 

 

授業概要 各専門領域の看護を紹介することで、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 

 

講義はオムニバス形式で下記の担当者が行います。 

授  業  計  画 

＜１０月５日（土）＞ 

第１講：（13：20～14：50） 

「「高校生のための災害看護学「日本赤十字社による災害救護活動」」 

 ・東日本大震災を事例に、日本赤十字社の災害救護活動を概観し、災害時における看護師

の役割について理解を深めます。 

  講師 新沼 剛   

   

第２講：（15：00～16：30） 

「高校生のための公衆衛生看護学・在宅看護学「地域で活動する看護職」」 

・公衆衛生看護学と在宅看護学とは？ 

・訪問看護師や保健師の活動について 

      講師 木下 彩子  

     

 

 

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 授業の中で紹介します。 

関連科目  

開講日時 
１０/５（土） 

１３：２０～１６：３０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
日本赤十字秋田看護大学 電話：018-829-2229 （平日9：00～17：00） 

E-mail: conso@std.rcakita.ac.jp 
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２０１９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)     
ガラスの性質と造形 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉ものづくりデザイン専攻 

（職 ・ 氏名）准教授  瀬沼 健太郎 

 

授業概要 東北随一の設備を誇る秋田公立美術大学ガラス工房で、溶けたガラスの性質と造形を学びます。  

授業方法 

と留意点 

 

工芸は自らの身体の動きと作品の形態が密接に関係しています。ガラスを通して自分

の体の動きに注意を向ける体験をメインに素材の特性を学んでいただきます。 

授  業  計  画 

＜１０月５日（土）＞ 
第１講：（13:00～14:30） 

「ガラスの性質を知ろう！コップを作ってみよう！」  
（詳細）ガラスの基本的な性質を学ぶ。 

習熟者のサポートを受けながらガラスのコップを作ってみる。 

  

第２講：（14:40～16:10） 

  「ガラスでコップを作ってみよう！振り返り」  
（詳細）習熟者のサポートを受けながらガラスのコップを作ってみる。 

授業を通して感じたことを共有する。 

 

【先着１０名で募集を締め切ります】 
 

〈その他〉この授業は、秋田公立美術大学を会場に開講します。 

住所：秋田市新屋大川町１２－３ 

※秋田駅西口より秋田中央交通バス 

新屋線「美術大学前」下車（370円）徒歩１分 

 

テキスト  

参考文献  

関連科目 化学・物理学・体育（身体知）・工芸・デザイン・美術 

開講日時 
１０/５（土） 

１３：００～１６：１０ 

会 場 秋田公立美術大学 実習棟Ｃ ガラス成形窯室 

欠席連絡先 

秋田公立美術大学企画課  

電話：018-888-8478（平日8：30～17：15）E-mail: kikaku@nts.akibi.ac.jp 

前日までに欠席連絡（日曜日開催の授業の場合は、金曜日までに） 

 

 

 

 

-３８- 



２０１９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)     

型染でホントの 

「マイ・バッグ」を作ろう！ 
科 目 

担当者 

〈学部・学科〉ものづくりデザイン専攻 

（職 ・ 氏名）准教授  森 香織 

授業概要 型染の技法でエコ・バッグを作ります。デザインのモチーフは「名前」。自分の名前にち

なんだ文様や文字を使って「マイ・バッグ」作りに挑戦します。 

授業方法 

と留意点 

 

 

授  業  計  画 

＜１２月１日（日）＞ 
第１講：（9：30～11：00） 

「デザインを決める」  
（詳細） 自分の名前をモチーフにデザインを決めます。 

 
第２講：（11：10～12：40） 

「型下図をつくる」 
（詳細）決定したデザインを元に型染の下図を制作します。 

 
※12:40～13:20  昼食時間  昼食を持参下さい 

 
第３講：（13：20～14：50） 
「型紙を彫る」 
（詳細）型下図を型紙に写し、デザインカッターで彫っていきます。 

 
第４講：（15：00～16：30） 
「彩色する」 
（詳細）バッグに型紙を置き、彩色していきます。 

 

【先着１０名で募集を締め切ります】 
 

〈その他〉この授業は、秋田公立美術大学を会場に開講します。 

住所：秋田市新屋大川町１２－３ 

※秋田駅西口より秋田中央交通バス 

新屋線「美術大学前」下車（370円）徒歩１分 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
１２/１（日） 

９：３０～１６：３０ 

会 場 秋田公立美術大学 講義棟Ｃ 染色実習室 

欠席連絡先 

秋田公立美術大学企画課 

電話：018-888-8478（平日8：30～17：15）E-mail: kikaku@nts.akibi.ac.jp 

前日までに欠席連絡（日曜日開催の授業の場合は、金曜日までに） 
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２０１９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)     

都市の建築と風景、 

街のディテール 

（都市木造と市街地木質化による景観デザイン） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉景観デザイン専攻 

（職 ・ 氏名）教授 小杉 栄次郎 

授業概要 2000年の法改正により木造建築の可能性が大きく拡がりました。そして現在、以前は

不可能だと考えられていた大型木造建築（都市木造）や、都市部での木材利用（市街地木質化）

が構造解析や防火性能の技術開発により、多く実現しつつあります。それらの都市木造や市街地

木質化の現状と展望についての講義と秋田の市街地木質化事例の視察を通して、これからの建築

やランドスケープデザインについて学びます。 

授業方法 

と留意点 

※午前中の講義後、午後は徒歩移動し中心市街地の実例を視察しますので、歩きやす

い服装で授業に参加してください。 

授  業  計  画 

＜１０月６日（日）＞ 
第１講：（11：10～12：40） 

「都市木造の現状と展望、その可能性について」 
都市木造市街地木質化の歴史やデザインの意義、そしてその可能性について講義し、市街

地木質化による街づくりデザインの取り組みの紹介をします。 

 
※12:40～13:20  昼食時間  昼食を持参下さい 

 
第２講、第３講：（13：20～14：50、15：00～16：30） 

「現地視察（ＪＲ秋田駅、あきた文化産業施設「松下」）」 
実際に秋田の中心市街地で小杉自身がデザインしたプロジェクトに足を運び、木質空間を

視察・体験する。 

 

視察予定場所：あきた文化産業施設「松下」、秋田駅待合ラウンジと東西自由通路他 

 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
１０/６（日） 

１1：１０～１６：３０ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

秋田公立美術大学企画課 

電話：018-888-8478（平日8：30～17：15）E-mail: kikaku@nts.akibi.ac.jp 

前日までに欠席連絡（日曜日開催の授業の場合は、金曜日までに） 
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２０１９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）教授 長嶋 智子 他（計２名） 

 

授業概要 スポーツ選手に必要な食事量、栄養バランスについて、講義および調理実習を通して学び

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 

＜１１月３０日（土）＞ 

第１講：（10：30～12：00） 

「スポーツと栄養」[演習]     

スポーツ選手の食事量・栄養バランス     

教授 長嶋 智子、助教 浅野 純平 

                  

※12:00～13:00  昼食時間  

（調理実習で作った料理を試食してもらいますので弁当等の持参は不要です。） 

 

第２講：（13：00～14：30） 

「栄養・食事管理の実践」[講義]   

スポーツ選手の体づくりのための栄養学 

教授 長嶋 智子、助教 浅野 純平 

              

＜その他＞この授業は、聖霊女子短期大学を会場に開講します。 

住所：〒011-0937 秋田市寺内高野10-33 

※秋田駅西口より秋田中央交通バス土崎方面（新国道経由）に乗車「高野二区」下車 徒歩5分 

テキスト プリントを配布します。 

参考文献 授業で紹介します。 

関連科目 家庭科、保健体育 

開講日時 
１１/３０（土） 

１０：３０～１４：３０ 

会 場 聖霊女子短期大学 

欠席連絡先 
聖霊女子短期大学 電話：018-845-4111 （平日9：00～17：00） 

E-mail:tandaijimu@akita-seirei.ac.jp 
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２０１９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)     

高校生のための介護福祉入門 
（介護におけるコミュニケーションと 

介護レクリエーション） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉介護福祉学科 

（職 ・ 氏名）講師 及川 真一 他（計２名） 

 

授業概要 介護や高齢者に対する基礎知識を学び、コミュニケーションとレクリエーションの意義と

役割について解説していきます。 

授業方法 

と留意点 

 

講義と演習を組み合わせながら授業を進めていきます。 

授  業  計  画 

＜１０月２６日（土）＞ 

第１講：（13：00～14：30） 

「動機付け、意思決定をするためのコミュニケーション」   

                   講師 及川 真一   

   

第２講：（14：45～16：15） 

「生活の中の喜びや楽しみを見いだすためのレクリエーション」   

講師 佐藤 沙織  

   

   

 

 

 

 

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 授業の中で紹介します。 

関連科目  

開講日時 
１０/２６（土） 

１３：００～１６：１５ 

会 場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
日本赤十字秋田短期大学 電話：018-829-2229 （平日9：00～17：00） 

E-mail: conso@std.rcakita.ac.jp 

 

 
-４２- 



２０１９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)     

地域資源と地域活性化 

（地域活性化に求められる視点） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉教育文化学部 地域文化学科 

（職 ・ 氏名）准教授 臼木 智昭 

 

授業概要 観光、文化、歴史、自然、特産品などの「地域資源」を活用した地域活性化の可能性に

ついて解説します。具体的な事例を交えながらお話ししていきます。 

授業方法 

と留意点 

 

パワーポイントのスライドを使って授業を進めます。地域活性化に関心がある生徒で

あれば、文系・理系を問わず受講を歓迎します。 

授  業  計  画 

＜１０月１２日（土）＞ 

第１講：（10：30～12：00） 

「地域資源と地域イメージ」    

 地域イメージやマーケティング手法の活用による地域活性化について解説します。  

        

※12：00～13：00  昼食時間  昼食を持参ください。 

 

 第２講：（13：00～14：30） 

「地域資源と地域ブランド」       

地域ブランドや地域の個性を活かした地域活性化について解説します。 

  

 第３講：（14：40～16：10） 

「地域資源と地域ネットワーク」       

 ネットワークの活用や地域一体となった取り組みによる地域活性化について解説します。 

 

＜その他＞この授業は、秋田県立横手高等学校を会場に開講します。 

住所：横手市前郷二番町10-1 

 

テキスト 授業の内容をまとめた資料を配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

関連科目 現代社会、政治・経済 

開講日時 
１０/１２（土） 

１０：３０～１６：１０ 

会 場 秋田県立横手高等学校 定時制課程 青雲館 

欠席連絡先 
秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 

 

 
-４３- 



２０１９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)     

地域資源と地域活性化 

（地域活性化に求められる視点） 

科 目 

担当者 

〈学部・学科〉教育文化学部 地域文化学科 

（職 ・ 氏名）准教授 臼木 智昭 

 

授業概要 観光、文化、歴史、自然、特産品などの「地域資源」を活用した地域活性化の可能性に

ついて解説します。具体的な事例を交えながらお話ししていきます。 

授業方法 

と留意点 

 

パワーポイントのスライドを使って授業を進めます。地域活性化に関心がある生徒で

あれば、文系・理系を問わず受講を歓迎します。 

授  業  計  画 

＜１０月１３日（日）＞ 

第１講：（10：30～12：00） 

「地域資源と地域イメージ」    

 地域イメージやマーケティング手法の活用による地域活性化について解説します。  

        

※12：00～13：00  昼食時間  昼食を持参ください。 

 

 第２講：（13：00～14：30） 

「地域資源と地域ブランド」       

地域ブランドや地域の個性を活かした地域活性化について解説します。 

  

 第３講：（14：40～16：10） 

「地域資源と地域ネットワーク」       

 ネットワークの活用や地域一体となった取り組みによる地域活性化について解説します。 

 

＜その他＞この授業は、秋田県立能代高等学校を会場に開講します。 

住所：能代市字高塙2-1 

 

テキスト 授業の内容をまとめた資料を配布します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

関連科目 現代社会、政治・経済 

開講日時 
１０/１３（日） 

１０：３０～１６：１０ 

会 場 秋田県立能代高等学校 

欠席連絡先 
秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 

 

 
-４４- 



２０１９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）教授 伊藤 成年 他（ 計 2名 ） 

授業概要 教職を目指す高校生のための講座です。大学での円滑な実習につなげるために、学習

指導案の読み取りや学習指導案(略案)の作成、教育専門監や教採合格者の模擬授業(ビデオ)を教材に

授業つ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 

＜９月２８日（土）＞ 
第１講：(10:00～11:30)   

「教職の魅力とその世界」                         

〇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。

（県北地区小学校採用２０代教員による講話等４５分程度を含む） 

 

※11：30～12：30  昼食時間  昼食を持参ください。 
 

 第２講：(12:30～14:00)  

「学習指導案の読み取り、略案の作成」及び「 ビデオ視聴による授業に関する学び」  

〇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、学習指導案の見方、略案の作成等について学びます。 

〇授業力に秀でた教育専門監の授業場面のビデオ視聴を通して、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)。（県北地区中学校採用２０代教員による講話等４５分程度を含む） 

  

第３講：(14:15～15:45) 

「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) 

及び教師として必要とされる資質・能力について」 

 〇全国学力・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、教員の熱心な研修姿勢や地域社

会の協力、県・市町村教育委員会の特色ある行政施策によ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。さらに、教師に必要とさ

れる資質・能力とは何かについて考えます。 

 

＜その他＞この授業は、秋田県立大館国際情報学院高等学校を会場に開講します。 

住所：大館市松木字大上２５－１ 

 

テキスト なし。講義資料を配布する。 

参考文献 なし。 

関連科目 なし。 

開講日時 
９月２８日（土） 

１０：００～１５：４５ 

会 場 秋田県立大館国際情報学院高等学校 

欠席連絡先 
秋田大学総合学務課 電話：018-889-3191（平日9：00～17：00） 

E-mail:conso@jimu.akita-u.ac.jp 

 
-４５- 


