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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔1〕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・職・氏名） 

教育文化学部 学校教育課程 

准教授 若有 保彦（計6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、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 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ７日（水）17：30～19：00＞ 特別教授 佐々木 和貴 

第１講：「『ロミオとジュリエット』で知るシェイクスピア」  
英語圏で最も著名な作家シェイクスピアについての基本的な知識を提示し、「バルコニーの場面」を例に名作『ロミオとジュ

リエット』の魅力を解説する。 
 

＜７月１４日（水）17：30～19：00＞ 講師 平良 一史 

第２講：「英語と異文化理解」  
英語を第一言語とする人々やそうでない英語話者の文化的背景に関心を向けることを目的としています。多様な人々と

英語で交流することで文化の学びが促進されるという観点から、英語の楽しさを考えていきます。 
 

＜７月２１日（水）17：30～19：00＞ 教授 星 宏人         

第３講：「英語研究と英語学習」   
受講生の英語学習のために、英語学、言語学、言語哲学の研究成果を紹介する。 

 

＜８月 ４日（水）17：30～19：00＞ 教授 佐々木 雅子 

第４講：「第二言語習得―英語学習へのヒント」  
母語でない外国語習得（第二言語習得）はどのようにして起こるのか、どのようにしたら習得や学習がよりよく進むのか。 

現在までにわかっていることを紹介します。英語学習のヒントにして下さい。 
 

＜８月１１日（水）17：30～19：00＞ 准教授 若有 保彦 

第５講：「英語学習の目的と効果的な英語学習法」  
英語学習の目的及び効果的な英語学習法について、他校の生徒との話し合いも交えながら一緒に考えていきます。  

 

＜８月１８日（水）17：30～19：00＞ 准教授 エイドリアン・パターソン 

第６講：「英語発達史」  
This class is about where English came from, how it spread to so many parts of the world, and how it changed  

along the way. By studying the history of English, you can get a better cultural understanding of English 

speaking peoples, and why there are so many different kinds of English now. 

 

その他  

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。 

関連科目 英語 

開講日時 
7/7(水) 7/14(水) 7/21(水) 8/4(水) 8/11(水) 8/18(水) 

17：30～19：00 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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

 E-mail: conso@jimu.akita-u.ac.jp 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔2〕たのしく学ぼう！算数・数学 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

教育文化学部 学校教育課程 

講師 加藤 慎一 

授業概要 
算数・数学が好きなみなさん，「算数・数学って苦手だな」「算数・数学って将来役に立つの？」

と感じているみなさん。身近にある算数・数学を探る活動を通して，算数・数学を学ぶたのし

さを実感し理解を深めましょう。 

授業方法 

と留意点 

高校生のみなさんが主体的に考えることを大切にします。スライドや黒板を使い，体験

的な活動を取り入れながら授業を進めていきます。必要に応じて，資料を配布します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１２名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月３０日（金）17：30～19：00＞  

第１講：「たのしく学ぼう！算数・数学①小学校算数編」 

日常生活などみなさんの身近に潜んでいる小学校算数の内容について体験的に学ぶことを通して，小学

校で学んだ算数を振り返り，小学校算数を学ぶたのしさや小学校算数のしくみを追究します。 

 

＜８月 ３日（火）17：30～19：00＞  

第２講：「たのしく学ぼう！算数・数学②中学校数学編」  

  日常生活などみなさんの身近に潜んでいる中学校数学の内容について体験的に学ぶことを通して，中学

校で学んだ数学を振り返り，中学校数学を学ぶたのしさや中学校数学のしくみを追究します。 

 

＜８月 ５日（木）17：30～19：00＞  

第３講：「たのしく学ぼう！算数・数学③高等学校数学編」  

  日常生活などみなさんの身近に潜んでいる高等学校数学の内容について体験的に学ぶことを通して，高

等学校で学んだ数学を振り返り，高等学校数学を学ぶたのしさや高等学校数学のしくみを追究します。 

その他  

テキスト なし 

参考文献 適宜，授業内で紹介します。 

関連科目 
数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学A，数学B，数学活用 

（※これらの科目を学習していなくても取り組める内容です） 

開講日時 
7/30（金） 8/3（火） 8/5（木） 

17：30～19：00 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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

 E-mail: conso@jimu.akita-u.ac.jp 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔3〕フランス語・フランス文化入門 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

教育文化学部 地域文化学科 

准教授 辻野 稔哉 

授業概要 

フランス語での挨拶などから始めて、簡単なフランス語会話に触れてみましょう。また本授業

では、フランス文化についても様々な角度から解説します。大学の授業の雰囲気を味わいなが

ら、フランス語が使われている広い世界に最初の一歩を踏み出しましょう。 

授業方法 

と留意点 
毎回、プリントを配付して授業を進めて行きます。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ４日（水）17：30～19：00＞  

第１講：「フランス語を喋ってみよう！」 

難しいことは後回し。とにかくフランス語を聞いて、まねて、喋ってみよう！ 

 

＜８月１１日（水）17：30～19：00＞  

第２講：「フランスは面白い！」  

  知っているようで、良く知らない国フランス。フランスとフランス語圏のことをもっと知っていこう。 

 

＜８月１８日（水）17：30～19：00＞  

第３講：「様々なフランスの文化について」  

  フランス文学やフランス映画、フレンチポップスなど、いろんなフランス文化に触れてみよう。 

 

その他  

テキスト 講義内容についてのプリントを教員が用意し、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 

開講日時 
8/4（水） 8/11（水） 8/18（水） 

17：30～19：00 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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

 E-mail: conso@jimu.akita-u.ac.jp 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔4〕地域資源と地域活性化 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

教育文化学部 地域文化学科 

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 

【募集定員人数５０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２４日（土）11：10～12：40＞  

第１講：「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。 

 

＜７月２４日（土）13：20～14：50＞  

第２講：「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。  

 

＜７月２４日（土）15：00～16：30＞  

第３講：「地域資源と地域ネットワーク」  

  他地域との連携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 7/24（土）は昼食を持参ください。（昼食時間 12：40～13：20） 

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 
7/24（土） 

11：10～12：40 13：20～14：50 15：00～16：30 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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

 E-mail: conso@jimu.akita-u.ac.jp 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔5〕最新の遺伝子組換え技術への道 
生命科学への招待 

ー 遺伝子操作の基礎知識・基礎コース ー 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

理工学部 生命科学科 

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。 

授業方法 

と留意点 

パワーポイントとプリントを併用した説明をしていきます。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。「生物

基礎」や「化学基礎」を履修済みでなくても理解できるよう解説します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ３日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「遺伝子とは」 

DNA、RNAの種類と役割を説明します。また、DNAにコードされている動物細胞の遺伝子の構造と働きに

ついても詳しく解説します。 

＜７月１０日（土）13：30～15：00＞  

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、最新の遺伝子編集技術を含めて解説します。 

また、それらの技術の産業への応用についての概要も説明します。 

＜７月１７日（土）13：30～15：00＞  

第３講：「動物の遺伝子組換えと遺伝子治療」  

  動物個体における遺伝子操作について解説します。また、遺伝性疾患の治療技術とその問題点や課題 

についても触れます。 

 

その他  

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紹介します。 

関連科目 生物基礎、生物、化学基礎 

開講日時 
7/3（土） 7/10（土） 7/17（土） 

13：30～15：00 

会場 秋田大学 手形キャンパス 総合研究棟（理工学部6号館）１階 多目的共用講義室 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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: hikida@gipc.akita-u.ac.jp（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔6〕最新の遺伝子組換え技術への道 
生命科学への招待 

ー 遺伝子操作の基礎知識・応用コース ー 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

理工学部 生命科学科 

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。同時期に開講の「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」を履修済みのほうが理解しやすいと思います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ３日（土）15：15～16：45＞  

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。 

 

＜７月１０日（土）15：15～16：45＞  

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。 

 

＜７月１７日（土）15：15～16：45＞  

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。 

 

その他  

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紹介します。 

関連科目 生物基礎、生物、化学基礎 

開講日時 
7/3（土） 7/10（土） 7/17（土） 

15：15～16：45 

会場 秋田大学 手形キャンパス 総合研究棟（理工学部６号館）１階 多目的共用講義室 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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: hikida@gipc.akita-u.ac.jp（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔7〕基礎から創薬までを学ぶ生命科学（1） 

基 礎 編 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

理工学部 生命科学科 

教授 尾髙 雅文 

授業概要 

生命活動で中心的な役割を果たすタンパク質の様々な働きを学ぶことで、生命とはどんなもの

かをイメージできることを目指します。また、バイオテクノロジーや創薬などの利用技術につ

いてもわ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た説明をしていきます。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。「生物

基礎」や「化学基礎」を履修済みでなくても理解できるよう解説します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ３日（土）15：15～16：45＞  

第１講：「タンパク質とは何か」 

タンパク質とはどんなものなのか。基礎から始めて、細胞内ではたらくタンパク質について具体的な例

を挙げて説明します。高校で生物を学んでいない学生にも理解できるように、基礎から丁寧に講義をし

ます。 

 

＜７月１０日（土）15：15～16：45＞  

第２講：「タンパク質のかたちとはたらき」  

  タンパク質はそれぞれ決まった“かたち”と“はたらき”をもっています。いくつかの特徴あるタンパ

ク質を例に挙げ、“かたち”と“はたらき”に基づいたタンパク質研究例を説明します。 

 

＜７月１７日（土）15：15～16：45＞  

第３講：「タンパク質の利用技術と創薬」  

  タンパク質は工業・農業などの産業、あるいは創薬など様々なところで利用されています。身近な例か

ら先端の創薬技術まで、専門知識がなくてもわかるように、概要を解説します。 

 

その他  

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紹介します。 

関連科目 生物基礎、生物、化学基礎、化学 

開講日時 
7/3（土） 7/10（土） 7/17（土） 

15：15～16：45 

会場 秋田大学 手形キャンパス 総合研究棟(理工学部６号館)２階 講義室 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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: modaka@gipc.akita-u.ac.jp（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔8〕基礎から創薬までを学ぶ生命科学（2） 

応 用 編 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

理工学部 生命科学科 

教授 尾髙 雅文 

授業概要 

生物は外部の刺激や環境に対応し、また、細胞や組織間でコミュニケーションすることで生きて

います。この授業では細胞間でシグナルを伝達する仕組みから学び、関連する病気や治療薬につ

いてわ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た説明をしていきます。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。『基礎から

創薬までを学ぶ生命科学（1）基礎編』の応用編に相当します。「生物基礎」や

「化学基礎」を履修済みであるほうが理解しやすいと思います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ３日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「細胞のシグナル伝達」 

眼で光を感じたり，舌で味を感じる仕組みなど、細胞が刺激を受け取って応答する仕組みについて、高校

の範囲で理解できるようにわかりやすく解説します。 

 

＜７月１０日（土）13：30～15：00＞  

第２講：「シグナル伝達と応答」  

  例えば、血糖値が低下したときに肝臓はどう働くのか、というように、刺激やシグナルに対する応答を組

織や個体のレベルで考え、わかりやすく解説します。 

 

＜７月１７日（土）13：30～15：00＞  

第３講：「タンパク質の利用技術と創薬」  

  刺激に対する応答の失調は様々な病気の原因になります。いくつかの例をあげて解説するとともに、創薬

や治療についても紹介します。 

 

その他  

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紹介します。 

関連科目 生物基礎、生物、化学基礎、化学 

開講日時 
7/3（土） 7/10（土） 7/17（土） 

13：30～15：00 

会場 秋田大学 手形キャンパス 総合研究棟(理工学部６号館)２階 講義室 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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: modaka@gipc.akita-u.ac.jp（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔9〕身近な有機化学・有機化合物 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

理工学部 生命科学科 

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 

【募集定員人数２０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月１０日（火）10：30～12：00＞  

第１講：「有機化合物のかたち」 

身近な有機化合物の「分子のかたち」に関わる話題を説明します。 

＜８月１０日（火）12：50～14：20＞  

第２講：「スパイスの色と香りと刺激の有機化合物」  

  スパイスやハーブに含まれる有機化合物を紹介します。簡単な演示実験もあります。 

＜８月１０日（火）14：30～16：00＞  

第３講：「色調の変化する人工色素の有機化学」  

  機能を持った人工色素について紹介します。簡単な演示実験もあります。 

＜８月１１日（水）12：50～14：20＞  

第４講：「健康と天然有機化合物」  

  ヒトの健康に関わる天然由来の有機化合物の話題を紹介します。 

＜８月１１日（水）14：30～16：00＞  

第５講：「自然毒の有機化学」 

ヒトの健康に関わることの続きですが、食中毒に関わる毒素の話題を紹介します。 

その他 8/10（火）は昼食を持参ください。（昼食時間 12：00～12：50） 

テキスト 講義の各回資料を配付します。 

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） 

開講日時 
8/10（火） 8/11（水） 

10：30～12：00 12：50～14：20 14：30～16：00 12：50～14：20 14：30～16：00 

会場 秋田大学 手形キャンパス 総合研究棟(理工学部６号館)２階 講義室 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔10〕高校生のための応用化学 

（化学と社会の接点を知ろう） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

理工学部 物質科学科 

教授 加藤 純雄 他（計５名） 

授業概要 
応用化学は、化学の知識や研究成果を新しい物質や技術の開発に利用する学問であり、人間社会を

豊かにする重要な役割を担っています。応用化学が社会のどのような場面で活躍しているのかを、

先端的な研究例も取り上げて楽しく学びます。 

授業方法 

と留意点 

スライドを用いた講義形式で行います。受講者の理解を確認しながら、応用化学の魅力を易し

く楽しく解説したいと思います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月１０日（火）13：30～15：00＞ 准教授 小笠原 正剛 

第１講：「化学の眼で見る液体燃料と環境側面 ～二酸化炭素とSDGs～」  
  秋田で産出される「石油」を起点として、液体燃料について概説します。また、炭素循環と二酸化炭素、

SDGsとの関連を紹介します。 
 

＜８月１０日（火）15：15～16：45＞ 教授 村上 賢治 

第２講：「クリーンエネルギー」 
石炭やバイオマスなどの固体燃料からエネルギーを化学の力で上手く取り出すことがクリーン化に繋がるこ

とを解説します。 
 

＜８月１２日（木）9：30～11：00＞ 教授 寺境 光俊 

第３講：「身の回りで活躍する有機材料」  
  我々の日常生活では様々な有機材料が使われています。これら有機材料の特徴や機能について、分子レベル

から解説します。 
 

＜８月１２日（木）11：10～12：40＞ 准教授 髙橋 博 

第４講：「ビーカーや試験管の中の化学反応はどのようにして実用化されるのか？」  
  化学反応を利用して物質を生産する場合、どのようにして実用化されていくのでしょうか。高校の教科書に

は記載が少ない、化学の裾野の広さを知る良い機会となるでしょう。 
 

＜８月１２日（木）13：20～14：50＞ 教授 加藤 純雄 

第５講：「環境浄化に役立つ無機材料」 
社会を豊かにする技術の発展とともに問題となる、大気や水の汚染を防止し、浄化に役立つ無機物質、技術

を化学の視点から解説します。 
 

その他 8/12（木）は昼食を持参ください。（昼食時間 12：40～13：20） 

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を配付します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

関連科目 化学 

開講日時 
8/10（火） 8/12（木） 

13：30～15：00 15：15～16：45 9：30～11：00 11：10～12：40 13：20～14：50 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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: katos@gipc.akita-u.ac.jp（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔11〕脱炭素社会と電気化学 

（秋田県と電気化学の関り） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

理工学部 物質科学科 

講師 高橋 弘樹  

授業概要 
CO2が関係する環境問題と現行の発電方式を理解し、我が国が目指す脱炭素社会について電気化

学の観点から学習する。 

授業方法 

と留意点 

講義と実験を行い、最後に今後の日本が取り組むべき課題について議論をします。自由な

発想で、活発な議論ができることを期待します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月１２日（木） 12：50～14：20＞  

第１講：「人類とエネルギーの関係、電池と電解」 

エネルギー利用の歴史を振り返り、地球温暖化との関係、脱炭素社会に向けて重要な技術である電池と

電解について学習する。 

 

＜８月１２日（木）14：30～16：00＞  

第２講：「Zn電解採取と電解・燃料電池放電試験」  

  秋田県の重要な産業であるZn電解採取、そしてこの先キーテクノロジーとなる水の電解による水素

の製造と燃料電池放電試験を実施する。 

 

 

 

 

 

 

その他  

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 講義の中で紹介します。 

関連科目 化学、物理 

開講日時 
8/12（木） 

12：50～14：20 14：30～16：00 

会場 秋田大学 手形キャンパス 理工学部3号館3階 319講義室 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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: tkhshrk@gipc.akita-u.ac.jp（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 

 

大学等名 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔12〕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・職・氏名） 

理工学部 数理・電気電子情報学科 

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 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ７日（土）13：00～14：30＞  

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。さらに，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。 

 

＜８月 ７日（土）14：40～16：10＞  

第２講：「蓄電技術，バイオマスの利用とカーボンニュートラル」  

  再生可能エネルギーの有効利用と助けるリチウムイオン電池などの蓄電技術を説明します。また，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。秋田での取り組みについても紹介し

ます。 

 

その他  

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を配付します。 

参考文献  

関連科目 物理，物理基礎，化学，化学基礎 

開講日時 
8/7（土） 

13：00～14：30 14：40～16：10 

会場 秋田大学 手形キャンパス 理工学部１号館１階 D-130講義室 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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: kumagai@gipc.akita-u.ac.jp（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 

大学等名 秋 田 大 学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔13〕高校生のための最新人間情報学 

（ AI から VR まで ） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

理工学部 数理・電気電子情報学科 

教 授  有 川 正 俊 ， 水 戸 部 一 孝 ， 景 山 陽 一 

授業概要 

優れたサービスをつくるためには，人間に対する深い理解が必要です。ヒトに優しい人間情報

分野の最新技術について紹介し，秋田に住む人々の暮らしを良くするためのアイディと手段に

ついて一緒に考えたいと思います。 

授業方法 

と留意点 

スライドと配布プリントにより講義します。また，人間情報分野の最新技術を体験できる

デモンストレーションも用意しています。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月２１日（土）11：10～12：40＞ 教授 有川 正俊 

第１講：「空間情報学で活かす秋田の風土」 

GPSの精度は向上し，スマートフォンの進化は今後も加速していきます。「外国人や道に迷いやすい人

でも秋田の魅力を満喫できる」そんな未来をつくる技術について講義します。 

 

＜８月２１日（土）13：20～14：50＞ 教授 水戸部 一孝 

第２講：「バーチャルリアリティと5Gで拓く秋田の未来」  

  コンピュータの進化に伴いVRを身近に楽しめる時代になりました。「秋田に住みながら東京やニューヨーク

で琴を教える？」そんな未来をつくる技術について講義します。 

 

＜８月２１日（土）15：00～16：30＞ 教授 景山 陽一 

第３講：「画像・センシングで見守る秋田の暮らし」  

  Society5.0は秋田の人々の暮らしをどのように変えるでしょうか？「家族のように体調や気持ちの変化

に気付いてくれる」そんな未来を創る技術について講義します。 

 

その他 8/21（土）は昼食を持参ください。（昼食時間12：40～13：20） 

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 情報，生物，数学，物理，国語 

開講日時 
8/21（土） 

11：10～12：40 13：20～14：50 15：00～16：30 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

秋田大学 手形キャンパス  

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:arikawa@ie.akita-u.ac.jp（緊急の場合は当日も可） 
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令和３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 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔14〕3次元CADでシミュレーションを 

覗いてみよう in 秋田 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部 機械工学科 

准教授 髙橋 武彦 

授業概要 

未来を社会を支える機械システムから一般的製品まで、その開発では3次元CADによるモデル化

と各種シミュレーション（CAE）が使われています。本科目では、3次元CADによるモデル作成の

考え方、力学シミュレーションを学ぶとともに、機械工学の4力（材力，流体，熱，機力）をベ

ースとしたシミュレーションを体験します。 

授業方法 

と留意点 
PCを用いて3次元CAD(Solidworks）を操作しながら、授業を進めます。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ５日（木）14：00～15：30＞  

第１講：「パーツモデリング」 

Solidworksを使って、3次元CADのパーツモデリングを行ないます。スケッチによる作図と押出し、切り

取りなどのフィーチャを組み合わせることで複雑な形状もモデル化できます。 

 

＜８月  ５日（木）15：40～17：10＞          

第２講：「アセンブリモデリング」 

   Solidworksを使って、3次元CADのアセンブリモデリングを行ないます。パーツモデリングでモデル化

した複数の形状に対して、幾何学的な拘束を与えて組み立てます。拘束の与え方次第で、回転運動を

直線運動に変換するような単一の動きが実現できるようになります。                                                                                          

＜８月 ６日（金）14：00～15：30＞  

第３講：「物理の問題をシミュレーション」                          

  物理の力学にあるような問題を、Solidworksでシミュレーションします。いつもの物理では数式で考え

ている現象がどのような動きとなるのか、一緒に確認しましょう。 

 

＜８月 ６日（金）15：40～17：10＞  

第４講：「機械工学におけるシミュレーション」 

 機械工学で重要な4力学である材料力学，流体力学，熱力学，機械力学のそれぞれの

シミュレーションの事例についてSolidworksを用いて体験します。 
 

その他  

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 なし 

関連科目 物理，数学 

開講日時 
8/5（木） 8/6（金） 

14：00～15：30 15：40～17：10 14：00～15：30 15：40～17：10 

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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令和３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 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔15〕3次元CADでシミュレーションを 

覗いてみよう in 本荘 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部 機械工学科 

准教授 髙橋 武彦 

授業概要 

未来を社会を支える機械システムから一般的製品まで、その開発では3次元CADによるモデル化

と各種シミュレーション（CAE）が使われています。本科目では、3次元CADによるモデル作成の

考え方、力学シミュレーションを学ぶとともに、機械工学の4力（材力，流体，熱，機力）をベ

ースとしたシミュレーションを体験します。 

授業方法 

と留意点 
PCを用いて3次元CAD(Solidworks）を操作しながら、授業を進めます。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月２日（月）14：00～15：30＞  

第１講：「パーツモデリング」 

Solidworksを使って、3次元CADのパーツモデリングを行ないます。スケッチによる作図と押出し、切り

取りなどのフィーチャを組み合わせることで複雑な形状もモデル化できます。 
 

＜８月２日（月）15：40～17：10＞          

第２講：「アセンブリモデリング」 

   Solidworksを使って、3次元CADのアセンブリモデリングを行ないます。パーツモデリングでモデル化

した複数の形状に対して、幾何学的な拘束を与えて組み立てます。拘束の与え方次第で、回転運動を

直線運動に変換するような単一の動きが実現できるようになります。  

                                                                                         

＜８月３日（火）14：00～15：30＞  

第３講：「物理の問題をシミュレーション」                          

  物理の力学にあるような問題を、Solidworksでシミュレーションします。いつもの物理では数式で考え

ている現象がどのような動きとなるのか、一緒に確認しましょう。 
 

＜８月３日（火）15：40～17：10＞  

第４講：「機械工学におけるシミュレーション」 

 機械工学で重要な4力学である材料力学，流体力学，熱力学，機械力学のそれぞれの

シミュレーションの事例についてSolidworksを用いて体験します。 
 

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。 

情報：秋田県立大学 由利本荘市土谷字海老ノ口84-4  

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 なし 

関連科目 物理，数学 

開講日時 
8/2（月） 8/3（火） 

14:00～15:30 15:40～17:10 14:00～15:30 15:40～17:10 

会場 
秋田県立大学 本荘キャンパス  

受付：共通施設棟１階 事務室  授業会場：学部棟Ⅱ２F CADコンピュータ実習室（GII205）  

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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令和３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 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔16〕宇宙プラズマ科学入門 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部 機械工学科 

教授 杉本 尚哉 

授業概要 

宇宙にある物質の99%は、「プラズマ」状態にあると言われています。授業では、「プラズマと

はどのようなものか」から始めて、プラズマの性質を基に宇宙で起こっている現象について説

明していきます。 

授業方法 

と留意点 

基本的に予備知識無しであることを前提に授業を行いますが、「プラズマ」などのキーワ

ードについては、インターネットなどで眺める程度でもいいので自分で調べておいてほし

いと思います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月１９日（木）17：30～19：00＞  

第１講：「「プラズマ」とは何か？」 

・物質を温め続けるとどうなる？ 

・宇宙全体から見ると地球環境はかなり特殊！？ 

 

＜８月２６日（木）17：30～19：00＞          

第２講：「太陽も星（恒星）もプラズマでできている」 

・「プラズマ」の塊・太陽 

・太陽から吹いてくるプラズマの風 

・オーロラもプラズマ現象                                                                                           

＜９月 ２日（木）17：30～19：00＞  

第３講：「宇宙に漂うプラズマ」                          

・宇宙空間で輝いている雲の正体 

 ・なぜ色んな色で光って見えるのか？ 
 

＜９月 ９日（木）17：30～19：00＞  

第４講：「宇宙でみられるプラズマディスクとプラズマジェット」 

 ・プラズマでできたコンパクトディスク？ 

・ある特定の方向にだけ流れ続けているプラズマ 
 

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。 

情報：秋田県立大学 由利本荘市土谷字海老ノ口84-4  

テキスト 資料を配布します。 

参考文献 授業で紹介します。 

関連科目 物理学、数学 

開講日時 
8/19（木） 8/26（木） 9/2（木） 9/9（木） 

17：30～19：00 

会場 
秋田県立大学 本荘キャンパス 

受付：共通施設棟1階事務室    授業会場：共通施設棟3階K336 

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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令和３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 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔17〕プログラミング言語Python入門 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部  

知能メカトロニクス学科 

准教授 廣田 千明 他（計3名） 

授業概要 

Pythonは人工知能の開発によく使われており，最近人気のコンピュータ言語です。この授業で

はPythonの使い方を学び，最大公約数を求めたり，データを並び替えたりといった簡単なプロ

グラムを作ります。 

授業方法 

と留意点 

実習を交えながら授業を進めます。クロムブックをお持ちの方はご持参ください。端末が

ない場合は貸し出します。その場合でもGoogleアカウントのIDとパスワードがあると作成

したプログラムを残しておくことができます。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 １日（日）13：30～15：00＞  

第１講：「Pythonでプログラミングをしてみよう」 

Pythonでのプログラミング方法を学びます。 

 

 

＜８月 １日（日）15：15～16：45＞          

第２講：「いろいろな計算をしてみよう」 

最大公約数を計算したり，データをソートしたり，Pythonで実際にいろいろな計算をします。                                                                                        

 

その他 

担当教員：准教授・廣田千明 准教授・松下慎也 助教・橋浦康一郎 
 

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。 

情報：秋田県立大学 由利本荘市土谷字海老ノ口84-4  
 

★クロムブックをもっている場合にはご持参ください。端末がない場合は貸し出します。その場

合でもGoogleアカウントのIDとパスワードがあると作成したプログラムを残しておくことができ

ます。 

テキスト 当日資料を配布します 

参考文献 「ゼロからやさしくはじめるPython入門」，クジラ飛行機机著，マイナビ出版 

関連科目 数学，情報 

開講日時 
8/1（日） 

13：30～15：00 15：15～16：45 

会場 
秋田県立大学 本荘キャンパス 

受付：共通施設棟1階事務室    授業会場：学部棟Ⅰ GⅠ417 

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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令和３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 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔18〕Ｃ言語プログラミング 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部 情報工学科 

准教授 廣田 千明 他（計4名

） 

授業概要 
パソコンやスマートフォンで動くアプリケーションはプログラミング言語でプログラムされていま

す。本科目では代表的なプログラミング言語であるＣ言語を講義と実習により学習します。 

授業方法 

と留意点 

実習を交えながら授業を進めます。 

本科目は，秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科必修科目「プログラミングⅠ」の３

回分の授業に相当します。本科目受講生は希望すれば，本科目を単位取得予約型授業に切り替

え，残りの１２回の授業を受講することで単位を取得することが可能になります。     

（※別途高校生科目等履修生としての手続きが必要となります） 

授  業  計  画 

【募集定員人数２０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月３１日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「プログラミング入門（１）」 

ソフトウェア開発の手順を学び，必要となるツールの使い方を学びます。 
 

＜７月３１日（土）15：15～16：45＞          

第２講：「プログラミング入門（２）」 

フローチャートの書き方を学び，実際にフローチャートを描いてみます。                                                                                       

＜８月 ２日（月）13：30～15：00＞  

第３講：「C言語の基本的規則（１）」                          

 プログラムから実行可能ファイルを作る手順を学びます。 
 

＜８月 ２日（月）15：15～16：45＞  

第４講：「C言語の基本的規則（２）」 
標準入出力について学び，簡単なインタラクティブなプログラムを作ります。 

 

＜８月 ３日（火）13：30～15：00＞  

第５講：「簡単な計算・プリプロセッサ（１）」                          

簡単な計算を行うプログラムを作ります。 
 

＜８月 ３日（火）15：15～16：45＞  

第６講：「簡単な計算・プリプロセッサ（２）」 

べき乗や平方根を計算する関数を学び，三角形の面積を計算するプログラムを作成します。 

 

その他 

担当教員：准教授・廣田千明 准教授・渡邉貫治 助教・橋浦康一郎 助教・伊東嗣功 

★単位の取得については初回の授業で詳しく説明します。 

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。 

情報：秋田県立大学 由利本荘市土谷字海老ノ口84-4  

テキスト 当日資料を配布します 

参考文献 「Cの絵本」，アンク著，翔泳社 

関連科目 数学，情報 

開講日時 
7/31（土） 8/2（月） 8/3（火） 

13：30～15：00 15：15～16：45 13：30～15：00 15：15～16：45 13：30～15：00 15：15～16：45 

会場 
秋田県立大学 本荘キャンパス 

受付：共通施設棟1階事務室    授業会場：学部棟Ⅰ GⅠ417 

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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令和３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 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔19〕コンピュータ，役に立ちます 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部 情報工学科 

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解決するために必要な基礎的考え方や様々な技術の

活用法を学びます。 

授業方法 

と留意点 
 

授  業  計  画 

【募集定員人数２０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２９日（木）14：30～16：00＞  

第１講：「プログラミングを学ぼう」 

准教授 廣田 千明 

コンピュータを使いこなせるようになるためにプログラミングとはなにかを学びます。 

 

＜７月２９日（木）16：10～17：40＞           

第２講：「パケットの中身をみてみよう」 

助教 寺田 裕樹 

   コンピュータを使ってデジタルデータをみてみます。                                                                                          

＜７月３０日（金）14：30～16：00＞  

第３講：「音の仕組み，音を作る（創る）には」 

准教授 渡邉 貫治                           

  音の物理的な側面，感覚的な側面に基づくコンピュータによる音の合成の話です。 
 

＜７月３０日（金）16：10～17：40＞  

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。 

情報：秋田県立大学 由利本荘市土谷字海老ノ口84-4  

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 

開講日時 
7/29（木） 7/30（金） 

14：30～16：00 16：10～17：40 14：30～16：00 16：10～17：40 

会場 
秋田県立大学 本荘キャンパス  

受付：共通施設棟1階事務室    授業会場：共通施設棟3階K333     

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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令和３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 秋田県立大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔20〕ヨーロッパ・ミュージアム建築の旅 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部  

建築環境システム学科 

准教授 込山 敦司 

授業概要 

ミュージアムは建築そのものが特色ある作品であり，芸術作品を展示保管するために，機能的

にも対応した空間が求められます。今回は，ドイツを中心としたヨーロッパの事例を旅しなが

ら，その魅力にふれていただく機会とします。 

授業方法 

と留意点 
特にありません。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月２１日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「歴史あるミュージアム建築の魅力」 

ルーブル美術館（フランス，パリ），ウフィッツィ美術館（イタリア，ミラノ），アムステルダム国立

美術館（オランダアムステルダム），シュテーデル美術館（ドイツ・フランクフルトアムマイン）を題

材に，建築の特徴と，改修や増築の際の建築家の提案について解説します。 
 

 

＜８月２８日（土）13：30～15：00＞          

第２講：「ミュージアム建築のアイデアと建築家の模索 

-ホワイトキューブを超えて」 

   単に白い箱（ホワイトキューブといいます）をつくれば便利でよいのか？光や風景との対話など，作品

と向き合うだけではない，視覚体験を模索した建築作品を中心に，解説を行います。                  

 

                                                                         

＜９月 ４日（土）13：30～15：00＞  

第３講：「ある芸術家，ある作品，ある街のための特別な空間」                          

  特に重要な芸術作品と向き合うための特別な空間が，建築に求められることがあります。秋田県立美術

館の「秋田の行事」のための空間などを例にあげることができます。また，街の歴史資源などをテーマ

にした展示空間では，街や歴史遺産との関係も考えられています。この回では，そうした事例をご紹介

します。 
 
 

その他  

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
8/21(土) 8/28（土） 9/4（土） 

13：30～15：00 

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 



- 21 - 
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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)     

〔21〕「女性の街づくり」マーケティング 

（秋田は女性にとって住みやすいまちですか？） 

科目担当者 
（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部  

経営システム工学科 

准教授 嶋崎 真仁 他（計3名） 

授業概要 
秋田を「女性の住みやすい街に」。そのために何が必要か？マーケティングにおける調査手法「商

品企画七つ道具」を活用して、アンケートを設計、実施、解析を通じて、皆さんと一緒に明らかに

していきます。 

授業方法 

と留意点 

秋田に愛着があり、問題意識を持っている女性の皆さんに参加してもらいたいです。若干の数

学的知識とパソコンで「MS-Excel」などの表計算ソフトを使います。もし手持ちのパソコンが

あれば持ち込んでください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月１０日（木）17：30～19：00＞ 准教授 嶋崎 真仁・助教 竹内 仁哉 

第１講：「なぜ「女性の街づくり」が必要かー地域の人口・経済分析ー」 

この授業を提供するきっかけとなった地域の人口・経済分析を紹介し、皆さんの問題意識を共有します。 
 

＜６月１７日（木）17：30～19：00＞ 准教授 嶋崎 真仁         

第２講：「商品企画七つ道具を学習しよう」 

   この授業で使用するマーケティング手法「商品企画七つ道具」の概要を紹介します。この手法ではグループ

インタビューを通じてニーズの探索とアイディアの絞り込みを行い、アンケートを分析して重要視するニーズ

を選び取ります。                  
 

＜６月２４日（木）17：30～19：00＞ Venus Club 代表 竹下 香織 

准教授 嶋崎 真仁・助教 竹内 仁哉 

第３講：「グループインタビューをやってみよう」                          

 この街に住み続けるにはどのような要素が必要か？これは年齢を重ねて初めて分かることが多いので、受講

者の皆さんから見て様々な経験をしている女性から情報を得て、街づくりに必要となる要素をたくさん割り

出します。 
 

＜７月 １日（木）17：30～19：00＞ 准教授 嶋崎 真仁 

第４講：「アンケートを設計してみよう」 

この街を評価するアンケートをつくってみる。アンケートはGoogleFormsを用いてオンラインで採れるものにし、

授業終了後にLINEやQRコードを使って調査依頼を行います。 
 

＜７月 ８日（木）17：30～19：00＞ 准教授 嶋崎 真仁         

第５講：「アンケートを解析してみよう」 

   アンケートの解析を実際にやってみて、アンケートを設計したときの仮説が正しかったかを検証します。

また、良い結果が得られたら、県庁や市役所の担当者に提言書を書きます。 

その他 
担当教員：准教授 嶋崎真仁、助教 竹内仁哉、Venus Club代表 竹下香織 

情報：中通サテライト 秋田市中通2丁目1－5 明徳館ビル2階 

テキスト  

参考文献 神田範明:神田教授の商品企画ゼミナール―Neo P7 ヒット商品を生むシステム,日科技連, 2013. 

関連科目  

開講日時 
6/10(木) 6/17(木) 6/24(木) 7/1(木) 7/8(木) 

17：30～19：00 

会場 中通サテライト 

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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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)     

〔22〕ドローンを作って飛ばそう 

（ドローンの理解から競技会まで） 

科目担当者 
（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部  

経営システム工学科 

准教授 嶋崎 真仁 他（計6名） 

授業概要 
ドローンの組み立てを通じて、ドローンの飛行原理を理解するとともにドローンの可能性につ 

いて学習する。 

授業方法 

と留意点 
若干の電子工作を行うので、制服が汚れないようにエプロンなどを持参すること。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ６日（金）13：30～14：20＞ 知能メカトロニクス学科 助教 長南 安紀 

第１講：「ドローンの可能性」 

ドローンを作り、飛ばす技術を持つことで広がる可能性を知る。 
 

＜８月 ６日（金）14：30～15：20＞ 機械工学科 准教授 境 英一         

第２講：「ドローンはこう動いている」 

   ドローンの構成と飛行原理を理解することで、ドローンの基本的知識を学ぶ。                  

 

＜８月 ６日（金）15：30～16：20＞ 情報工学科 助教 寺田 裕樹 

第３講：「ドローンをつくってみよう」                          

 自作用のドローンキットを組み立てることを通じて、第2講で学んだ内容を深める。 
 

＜８月 ７日（土）13：20～14：50＞ 生物資源科学部 アグリビジネス学科 

                  准教授 永吉 武志 

第４講：「ドローンを飛ばすために知っておくべきこと」 

ドローンを現実に飛ばすために知っておくべき知識を理解する。 

 

＜８月 ７日（土）15：00～16：30＞ 建築環境システム学科 助教 竹内 仁哉     

第５講：「ドローン競技会」 

   手作りしたドローンを使って、レースに参加して、タイムと撮影技術を競う。 

※創造学習参加の小中学生も合流 

その他 ※エプロンを持参ください。 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
8/6(金) 8/7(土) 

13:30～14:20 14:30～15:20 15:30～16:20 13:20～14:50 15:00～16:30 

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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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)     
〔23〕高校数学から大学への数学へ 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

システム科学技術学部  

経営システム工学科 

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 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月３１日（土） 9：30～11：00＞  

第１講：「大学1・2年生で学ぶ数学（解析学・線形代数学）」 

一般的な極限の考え方や、実数、ベクトル、空間などの概念を紹介する。高校数学からの新たな数学の

世界の広がりが感じられると思われる。 

 

＜７月３１日（土）11：10～12：40＞          

第２講：「データサイエンスの基礎（数理統計学）」 

数理統計学はデータサイエンスを学習する上で重要となる数学分野である。数理統計学の基本的な内容

について紹介する。 

                                                                         

＜７月３１日（土）13：20～14：50＞  

第３講：「現実問題を解決する数学（数理最適化・ゲーム理論）」                      

最短路問題の最適解や、非協力ゲームの均衡解など、現実問題を解決する数学として数理最適化とゲー

ム理論について紹介する。 
 

その他 昼食を持参ください。（昼食時間：12:40～13:20） 

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 
7/31(土) 

9:30～11:00 11:10～12:40 13:20～14:50 

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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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)     
〔24〕日本人のための英会話基礎練習 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

総合科学教育研究センター 

准教授 山崎 健一 

授業概要 

英語によるスピーキングを行う際の特徴と解決法を指導する。ペアワークによる英語スピーキ

ング練習を行い、日本人同士での英会話練習を行う。継続的に行える英会話練習法など、英会

話の導入的練習を行う。 

授業方法 

と留意点 

英会話に関する基本的な指導は行うが、日本人学生同士による英会話練習が主な内容であ

る。高い英語力は必要ないものの、英語でコミュニケーションをとる意欲のあるものが望

ましい。また、基本的な英会話練習なので、すでに英会話練習を積んでいる学生には不向

きである。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ２日（月）15：00～16：30＞ 

第１講：「英会話の基礎知識」 

日本語と英語の根本的な違いから始め、日本人が陥りがちな英会話における問題点の解決法を明示する。

その後、ペアワークによる英語スピーキング練習を行う。 

 

＜８月 ４日（水）15：00～16：30＞ 

第２講：「高校英語で英会話」 

   高校で学ぶ英語がいかに英会話に役に立つかを明示する。反復練習ののち、ペアワークによる英語スピ

ーキング練習を行う。 

                                                                                          

＜８月 ６日（金）15：00～16：30＞ 

第３講：「よどみなく話すには」                          

日本人が英語で話す際によくみられる長いポーズを解消するための方法や、一人でも継続的に練習でき

る英会話練習法を明示する。その後、ペアワークによる英語スピーキング練習を行う。 
 

 

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。 

情報：秋田県立大学 由利本荘市土谷字海老ノ口84-4  

テキスト 当日配布 

参考文献  

関連科目  

開講日時 
8/2(月) 8/4(水) 8/6(金) 

15：00～16：30 

会場 
秋田県立大学 本荘キャンパス  

受付：共通施設棟1階事務室    授業会場：共通施設棟3階K333          

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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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)     

〔25〕微積と物理の密接な関係     

（物理公式の暗記から解法される） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

総合科学教育研究センター 

准教授 宮本 雲平 

授業概要 

物理は公式を覚えてその使い方をマスターする科目だと思っていませんか？実は、微積を使え

ばどんな問題も公式なしで解くことが出来ます。受験に役立ち、物理が美しいと実感できる授

業です。 

授業方法 

と留意点 

プリントを配布し、それに沿って授業を進めます。「数学Ⅲ」（微分・積分）と力学をあ

る程度学習したことがある人に推奨します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月１２日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「微分方程式入門」 

ニュートンの運動方程式は、数学的には《微分方程式》と呼ばれるものです。まずは、微分方程式とは

何かということから初め、簡単な微分方程式の解き方を学びます。 

 

 

＜６月１９日（土）13：30～15：00＞          

第２講：「微分方程式としての運動方程式」 

 《等加速度運動》《速度に比例する摩擦がある運動》《単振り子》という3つの簡単な運動について、

運動方程式を立て、それを微分方程式として解いていきます。                

 

                                                                         

＜６月２６日（土）13：30～15：00＞  

第３講：「種々の保存則の導出」                          

力学には、運動方程式以外にも《運動量と力積の関係》《運動エネルギーと仕事の関係》《運動量

・力学的エネルギーの保存則》など、様々な公式があるように見えます。しかし、それらは単に運

動方程式を積分したものであることを学びます。 
 

その他  

テキスト 講義内容をまとめたプリント教材を配付します。 

参考文献 兵頭俊夫『考える力学』学術図書出版 

関連科目 数学、物理 

開講日時 
6/12(土) 6/19（土） 6/26（土） 

13：30～15：00 

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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■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)     

〔26〕バイオテクノロジーへの招待 

（動物・植物・微生物・食品醸造の科学） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

生物資源科学部 応用生物科学科 

准教授 村口 元 他（計6名） 

授業概要 

高校で学ぶ化学や生物の知識がどのように活用されて私たちの生活に役立つものになって行く

のかを、伝統的な手法から最新のバイオテクノロジーまで幅広い研究方法を交えながら、分か

りやすく専門家が解説します。 

授業方法 

と留意点 
授業はオムニバス形式で行います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月１８日（日）13：30～15：00＞ 准教授 村口 元 

第１講：「応用生物科学科の研究紹介とゲノム科学」 

本学科の構成と、学科で行われている研究を紹介します（第２講以降の研究紹介は除く）。また、ゲノ

ム科学について解説します。 
 

＜７月１８日（日）15：15～16：45＞ 准教授 尾崎 紀昭         

第２講：「バイオイメージング：ミクロとナノの世界を観る」 

   生物や生体分子を直接観察できる最新の顕微鏡技術について紹介します。                  
 

＜７月２４日（土）13：30～15：00＞ 准教授 張 函 

第３講：「食品の品質と美味しさの科学」                          

 食品の品質評価の重要性および食べ物の美味しさに関わる要因について紹介します。 
 

＜７月２４日（土）15：15～16：45＞ 助教 岩下 淳 

第４講：「生物の発生と疾病に関わる遺伝子について」 

脊椎動物の初期発生や再生、疾病に関わる遺伝子の情報伝達について紹介します。 
 

＜７月３１日（土）13：30～15：00＞ 助教 牟田口 祐太         

第５講：「D-アミノ酸のバイオケミストリー」 

   医療・美容・食品業界で近年注目されているD-アミノ酸。その基本と最新研究を紹介します。 
 

＜７月３１日（土）15：15～16：45＞ 助教 矢野 裕子         

第６講：「食感を科学するレオロジーの世界」 

   マヨネーズは固体？液体？身近な食品の不思議をレオロジーという学問に絡めて紹介します。 

その他 会場地図をご確認ください。 

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 生物、化学 

開講日時 
7/18（日） 7/24（土） 7/31（土） 

13:30～15:00 15:15～16:45 13:30～15:00 15:15～16:45 13:30～15:00 15:15～16:45 

会場 秋田県立大学 秋田キャンパス 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：018-872-1529（平日9：00～17：00） E-mail: h-ito@akita-pu.ac.jp 
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■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)     

〔27〕植物アグリサイエンスのいま！ 
（植物を科学する。農業を科学する。未来を科学する。）  

科目担当者 
（学部・学科・職・氏名） 

生物資源科学部 生物生産科学科 

准教授 櫻井 健二 他（計4名） 

授業概要 
ヒトの営みに欠くことができない「食」、その「食」を支える農業、農業を科学する植物アグリサイエンスを

深掘り。植物そのモノや植物由来のモノ、これらの新しいモノやモノづくりの技術の「いま」を紹介します。

そして、その未来を語りましょう。 

授業方法 

と留意点 

生物生産科学科の教員によるオムニバス形式の講義です。各授業終了後に、簡単な授業の感想レポート

を書いて頂きます。植物を対象とする生物学、植物に関連する仕事や産業、「食」だけではなく、「健

康」や「美容」分野、農業に関心を持つ高校生の受講を期待しています。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月１７日（火） 9：30～11：00＞ 教授 藤 晋一 

第１講：「植物アグリサイエンスで変わる魅力ある農業」 
皆さんにとって農業とはどんなイメージでしょうか？私たちが生活する上で、「食」は欠かせないものです。これから

の農業において安全・安心な食料の生産技術の開発はとても重要ですが、植物を科学することで、その機能を巧みに利

用した高機能作物の生産や物質（モノ）づくりが実現してきています。ここでは、これからの農業を魅力あるものにす

る植物アグリサイエンスを紹介します。 
 

＜８月１７日（火）11：10～12：40＞ 教授 小川 敦史         

第２講：「これからの新しい野菜の栽培方法の話をしよう！！」 
   農業を行ううえで、これからの目標は「安全・安心で身体にいい農産物（高付加価値）」になっていきます。高付加価

値な農産物を栽培するためには大きく分けて、「栽培学的手法」「育種学的手法」の二つがあります。この講義では人

工的に栽培環境を調整して栄養成分を高めたり、食事制限のある人でも食べることのできるようにしたりした野菜の栽

培方法について紹介します。                  
 

＜８月１８日（水） 9：30～11：00＞ 助教 川上 寛子 

第３講：「植物組織培養によるモノづくり～美しく、有用な植物のカルス～」      

人は日頃から健康や美容のために、「有用物質」を利用しています。植物は有用物質を生産している生き物の一つです。

私は植物を培養して、有用物質を効率的に生産するための研究をしています。植物は、組織を切り取られて、未分化の

脱分化細胞（カルス）になった後、元の植物に戻ることができる「分化全能性」という凄い機能も持っています。講義

では、実際に培養物を観察しながら、その不思議さ、美しさ、有用性を感じてみましょう。 

 

＜８月１８日（水）11：10～12：40＞ 准教授 櫻井 健二 

第４講：「レアプラントハンターによる「秋田伝統野菜」の発掘」 
希少金属は「レアメタル」と言われますが、同様に「あきた伝統野菜」は希少な植物という点で「レアプラント」と言

えます。また、有用植物などの新種を求めて世界中を探索する人のことを「プラントハンター」と呼んでいました。こ

れらのことから希少な植物である「あきた伝統野菜」を探索し、それらに新しい価値を付与する活動は「レアプラント

ハンター」と呼ぶことができます。その「レアプラントハンター」の発掘活動を紹介します。 
 

＜８月１８日（水）13：20～14：50＞ 准教授 櫻井 健二          

第５講：「植物アグリサイエンスの未来を語り合おう！」 
   第1講～第4講までの内容を振り返り、興味深く感じた部分を受講生同士で共有して、理解を深めると共に、植物を科学

すること、農業を科学すること、未来を科学することの討論会を実施し、科目内容の理解を深めましょう。 

その他 8/18（水）は昼食を持参ください。（昼食時間：12:40～13:20） 

テキスト 授業ごとに資料を配付します。 

参考文献  

関連科目 生物学、農学、農芸化学 

開講日時 
8/17(火) 8/18（水） 

9:30～11:00 11:10～12:40 9:30～11:00 11:10～12:40 13:20～14:50 

会場 秋田県立大学 秋田キャンパス 

欠席連絡先 
秋田県立大学 秋田キャンパス 

電話：018-872-1529（平日9：00～17：00） E-mail: h-ito@akita-pu.ac.jp 
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■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)     

〔28〕生 物 環 境 科 学 へ の 招 待 
（ふるさとの自然環境から地球環境までを 

見つめるフィールドに密着した科学） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

生物資源科学部 生物環境科学科 

准教授 井上 誠 他（計3名） 

授業概要 

秋田の身近な地域から地球規模に広がる自然環境や生物資源の問題をフィールドに密着しなが

ら発見し、生物資源の人間生活（農林業など）への活用と保全、自然環境の修復と再生などに

取り組む生物環境科学を紹介します。 

授業方法 

と留意点 
基本的に、パワーポイントの投影資料による授業です。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月２１日（土） 9：30～11：00＞  

第１講：「生物環境科学がめざす持続可能な社会」 

教授 長濱 健一郎 

 

＜８月２１日（土）11：10～12：40＞          

第２講：「農業と環境―外部効果について―」 

教授 長濱 健一郎 

 

＜８月２１日（土）13：20～14：50＞  

第３講：「秋田の身近な気象と温室効果ガスに関する話」                          

准教授 井上 誠 

 

＜８月２１日（土）15：00～16：30＞  

第４講：「身近な世界規模の環境問題―八郎湖のアオコ問題について―」 

准教授 岡野 邦宏 

その他 昼食を持参ください。（昼食時間：12：40～13：20） 

テキスト なし 

参考文献 特になし 

関連科目 高校理科 (特に、生物・生物基礎、化学・化学基礎)、地域社会、数学 

開講日時 
8/21(土) 

9:30～11:00 11:10～12:40 13:20～14:50 15:00～16:30 

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：018-872-1529（平日9：00～17：00） E-mail: h-ito@akita-pu.ac.jp 
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大学等名 秋田県立大学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔29〕高校生のためのアグリビジネス入門 

（明日の農業を考える） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

生物資源科学部 アグリビジネス学科 

教授 岡田 直樹 他（計4名） 

授業概要 

私たちが生きるうえで、農業はなくてはなりません。そして、農業のあり方は、時代とともに

変わっていきます。本講座では、最新の技術開発について学び、農業・アグリビジネスの未来

について考えます。 

授業方法 

と留意点 
具体的な事例を多く用いながら、専門的なことがらでも、わかり易く講義します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数５０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月４日（水） 9：30～11：00＞ 准教授 上田 賢悦 

第１講：「アイカメラで『見える化』する農業の未来」 

視点の動きが分かるアイカメラで、ベテラン農業者の栽培ノウハウを探る、消費者の行動を理解する。

農業生産やマーケティングにおける『見える化』の最新研究を紹介します。 
 

＜８月４日（水）11：10～12：40＞ 准教授 永澤 信洋         

第２講：「未来のお米は？」 

   東北で栽培されているお米の品種や良食味米の品種改良の現状についてお話しします。ついで、これか

らのお米の新しい品種改良とその可能性についてお話しします。                  
 

＜８月４日（水）13：20～14：50＞ 准教授 北本 尚子 

第３講：「未来のリンゴ栽培」      

リンゴ栽培における機械化・省力化への取り組みについて、収穫ロボットや新品種の育成など最新

の研究・開発動向を紹介します。 

 

＜８月４日（水）15：00～16：30＞ 教授 岡田 直樹 

第４講：「アグリビジネスを学ぶこと－農業の未来を考えよう！－」 

アグリビジネスって何？アグリビジネスを学ぶことは、なぜ大切なの？世界の直面する状況を知り、新

しい農業の世界を秋田から発信していきましょう！ 

 

その他 昼食を持参ください。（昼食時間：12:40～13:20） 

テキスト 講義内容をまとめたテキストを配付します。 

参考文献 授業の中で紹介します。 

関連科目 生物学、作物学、果樹栽培学、農業経営学、社会経済論、グリーンライフ 

開講日時 
8/4(水) 

9:30～11:00 11:10～12:40 13:20～14:50 15:00～16:30 

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：018-872-1529（平日9：00～17：00） E-mail: h-ito@akita-pu.ac.jp 
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大学等名 秋田県立大学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔30〕おもしろ生物学 ここだけのはなし 

（生き物の不思議を科学する） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

生物資源科学部 アグリビジネス学科 

准教授 永澤 信洋 他（計4名） 

授業概要 

大学では机上の勉強だけでなく、研究を通じて新しい発見をすることができます。この授業で

は、教科書には詳しく書かれていない生物学のおもしろい話題について、県立大学教員の研究

なども交えて紹介します。 

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。生物学に興味がある生徒はもちろん、

そうでもない生徒の受講も歓迎します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月１１日（日） 9：30～11：00＞ 准教授 上田 健治 

第１講：「細胞の中でおこる不思議な現象」 

性染色体やオートファジーの役割について紹介します。 

 

＜７月１１日（日）11：10～12：40＞ 准教授 永澤 信洋         

第２講：「生き物の形を作る遺伝子の話し」 

   生き物、特に植物の形態（ボディプラン）を決める遺伝子がどのようにして発見されてきたか？ 

主に花の発生について紹介します。 

 

＜７月１１日（日）13：20～14：50＞ 准教授 佐藤 奈美子 

第３講：「いきものの進化のしくみ」      

進化のしくみについては、どんなことがわかってきているのか？現在進行中の研究を交えながら、

お話したいと思います。  

 

＜７月１１日（日）15：00～16：30＞ 准教授 岩崎 郁子 

第４講：「植物ってすごい！」 

太古の地球は火星のようだった。植物は地球を変えた。 

〜人類は今、植物に学んで《人工光合成》にチャレンジ中！〜 

 

その他 
昼食を持参ください。（昼食時間：12:40～13:20） 

会場地図をご確認ください。 

テキスト 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 生物学 

開講日時 
７/１１(日) 

9:30～11:00 11:10～12:40 13:20～14:50 15:00～16:30 

会場 秋田県立大学 秋田キャンパス 

欠席連絡先 
秋田県立大学 秋田キャンパス 

電話：018-872-1529（平日9：00～17：00） E-mail: h-ito@akita-pu.ac.jp  
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大学等名 国際教養大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔31〕国際教養学への招待 
（Invitation to International Liberal Arts） 

科目担当者 
（学部・学科・職・氏名） 

国際教養学部 国際教養学科 

助教 ルーク・ディリー（計4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

準備すべきか等を、国際教養大学の教員が各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 

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

による事前準備はありません。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ３日（土）13：30～15：00＞ 助教 ルーク・ディリー(Luke DILLEY) 

第１講：「Developing the Countryside: What is the Rural?」  
Rural areas across the world face a unique set of challenges. In Japan, rural areas are seeing dramatically falling  

and aging populations which has raised questions over the long-term viability of many Japanese rural  

communities. Elsewhere, rural communities face the opposite challenge. For example, in rural Kenya, an  

increasing rural population means that there is intense competition over land. If we are interested in tackling  

such rural issues, the first question we need to ask is “what is the rural”? This class will focus on how we  
might start to define ‘rural’ and why defining the countryside is important. (講義は英語で行います。) 
 

＜７月１０日（土）13：30～15：00＞ 教授 陳 風 (Feng CHEN)         

第２講：「中国の言語文化の多様性と標準語の特徴」   
56の民族と広大な国土を持つ中国の言語文化の多様性と標準語の特徴について具体的に紹介しながら、 

実際の発音指導などもまじえて、中国語の「魅力」や「面白さ」を「発見」・「体験」してもらう。 

(講義は日本語で行います。) 
 

＜７月２４日（土）13：30～15：00＞ 助教 パメラ・テイラー(Pamela TAYLOR) 

第３講：「The Psychology of Gossip:  

Why People Can't Stop Talking About Each Other」  
More than any other topic, people love to talk about other people. Such “gossip” is found in every culture of  
the world, which indicates that it serves a necessary social function. However, gossip is often untrue and can  

hurt the people being talked about. Given its moral downsides, why do humans love to gossip? Why do we like  

and trust someone more after sharing gossip with them? In this talk, we will discuss the social functions of  

gossip, the psychological and physiological reasons gossiping feels pleasurable, and how to resist to indulge in 

hurtful gossip.  (講義は英語で行います。) 
 

＜７月３１日（土）13：30～15：00＞ 講師 中田 俊介(Shunsuke NAKATA) 

第４講：「言語学入門 -形態論を中心に‐」  
「形態論」は、語の構造や機能を分析する、言語学の一部門である。様々な地域や時代の言語、古英語 

（８～１２世紀）、古典ラテン語（前１～後１世紀）、フランス語などを素材に、ことばの科学の手法について学ぶ。 

(講義は日本語で行います。) 
 

その他  

テキスト 特になし(担当教員が各講義において、資料を配布することがある。) 

参考文献  

関連科目  

開講日時 
7/3（土）中止 7/10（土） 7/24（土） 7/31（土） 

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：018-886-5931（平日9：00～17：00）E-mail: admissionoffice@gl.aiu.ac.jp 
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大学等名 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔32〕世界史と簿記会計の深いつながり 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

経済学部 経済学科 

教授 國井 法夫 

授業概要 
一見、世界史と簿記会計は全く関係がないと考えがちであるが、我々が生きていくのに必要な

ものを手に入れる活動と簿記会計は切っても切れない深いつながりがある。このつながりを世

界史を通して考えていきます。 

授業方法 

と留意点 
簿記・会計に関する知識がなくても面白く話が聞けるように工夫をしています。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月２９日（火）17：30～19：00＞  

第１講：「15世紀～16世紀イタリア・スペイン  

香料・数字・公証人・冒険貸借・価格革命」 
簿記が初めて公にされたのは1494年ルカ・パチョーリの『算術、幾何、比および比例全書』(スムマ)の中の

「計算及び記録に関する諸説」(わずか27ページ)が簿記書の始まりと言われています。舞台はベニスです。 
 

＜７月 ６日（火）17：30～19：00＞  

第２講：「17世紀～18世紀オランダ・イギリス  

世界初の株式会社・南海泡沫事件・産業革命」  
  ヨーロッパの人々は寒い冬を越すために、どうしても香料が必要でした。それを手に入れるために当初は中

東との貿易、のちには直接インドや東南アジアにまで航海をして手に入れようとした。その貿易のために必

要とされた組織が株式会社でした。 
 

＜７月１３日（火）17：30～19：00＞  

第３講：「18世紀～19世紀 イギリスとアメリカ  

鉄道事業・大量生産と分業」 
  イギリスにおいてはじめて産業革命がおこり、紡績・織布・毛織物産業が発達します。その後、製鉄業、鉄

道の発達をみます。その後、新興国のアメリカに舞台が移り、アメリカ東部から西部に領土が拡大していき

ます。この拡大につれて鉄道も拡大していきます。この運賃の計算をするのに必要とされたのが原価計算で

す。 
 

その他  

テキスト プリントにより 

参考文献  

関連科目  

開講日時 
6/29（火） 7/6（火） 7/13（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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大学等名 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔33〕日本の芸能ー歌舞伎と浄瑠璃 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

経済学部 経済学科 

教授 花田 富二夫 

授業概要 
日本の芸能を代表する歌舞伎と人形浄瑠璃に関して、その発生や特徴などを学習する。また、

代表作の二作品を取り上げて、その内容や文章について学ぶ。 

授業方法 

と留意点 

解説などはすべてプリントを用いる。毎回、DVDによる鑑賞を行い、受講内容を視覚によ

っても補充する。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月 ４日（金）17：30～19：00＞  

第１講：「歌舞伎の発生と概要」 
歌舞伎の発生と歴史について学習する。 

DVD鑑賞あり。 

 

＜６月１１日（金）17：30～19：00＞  

第２講：「歌舞伎「勧進帳」の世界」  
  歌舞伎の代表作「勧進帳」に関して、その内容とテーマに迫る。 

DVD鑑賞あり。 

 

＜６月１８日（金）17：30～19：00＞  

第３講：「人形浄瑠璃の発生と概要」 
  人形浄瑠璃の発生とその特徴について学習する。 

DVD鑑賞あり。 

 

＜６月２５日（金）17：30～19：00＞  

第４講：「人形浄瑠璃「曽根崎心中」の世界」 
近松門左衛門作の名作「曽根崎心中」を取り上げ、その内容や文章の美しさなどを鑑賞する。 

DVD鑑賞あり。 
 

その他  

テキスト すべてプリントで行う 

参考文献 特になし 

関連科目 高校国語古典 

開講日時 
6/4（金） 6/11（金） 6/18（金） 6/25（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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大学等名 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔34〕地域振興と民俗文化との関わり 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

経済学部 経済学科 

教授 鎌田 幸男 

授業概要 

1960年代の高度経済成長の波は、日本の産業構造に大きな影響を与えた。特に農山漁村の生活

様式は一変することになり、村の活性化は喫緊の課題となるのである。本稿では、地域振興と

民俗文化の役割を考える。 

授業方法 

と留意点 

1 高度経済成長の歴史的変遷経過の概要を知る。またバブル崩壊期とはいつごろで、ど

のようなことかを理解する。 

2 民俗文化とはどのような文化をいうのか。また地域振興とどのように関わるのかを考

える。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ２日（金）17：30～19：00＞  

第１講：「村づくり・町づくり」 

村づくりや町づくり（活性化）のためには、どのような問題があるかを理解する。 

 

＜７月 ９日（金）17：30～19：00＞  

第２講：「地域振興と民俗文化」  

  地域振興にとって民俗文化は、どのように役立つかを考える。 

 

   

 

その他  

テキスト 使用しない。講義時に資料を配布する。 

参考文献 講義の時間に紹介する。 

関連科目  

開講日時 
7/2（金） 7/9（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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大学等名 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔35〕国際機関勤務から見た国際教養 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

経済学部 経済学科 

教授 坂元 浩一 

授業概要 

世界規模での国際教養の内容を教員の次の国際経験を踏まえて説明する。日本国内における外国語

学習（English et Français）、国連勤務（アフリカ駐在）、他の国際機関勤務（インド政府、東

京の国際シンクタンク）、フランス・パリなどでのインタビュー、63か国を166回訪問。 

授業方法 

と留意点 

担当教員がこれまで実施した講演・講義（慶應義塾大学、東洋大学、上海外国語大学、復旦

大学、政府招聘官僚研修）を基に説明する。英語や易しい他言語（仏語、西語）も使用。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ６日（火）17：30～19：00＞  

第１講：「国際機関に勤務するには」 
東京、中国の上海における大学院生、大学生を対象とした日本語と英語の講義。適性、学習計画、応募方法、

勤務時の鉄則、キャリアアップ、人生設計。外国語の習熟方法も説明する。 

 

＜７月１３日（火）17：30～19：00＞  

第２講：「国際協力の実際」  
  東京における日本政府招聘官僚研修講師として、東南アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、東ヨーロッパか

らの経済・財政担当官僚に対して、講演・指導。また、日本政府および地方政府の官僚の研修も担当した。 

 

＜７月２０日（火）17：30～19：00＞  

第３講：「国際ビジネス、マーケティングの実際 

［大学での講義、パリなどでの調査］」 
  事例として、ブランド大国フランスの首都パリ。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』など具体的な商品を題材として取り上げる。 

 

＜７月２７日（火）17：30～19：00＞  

第４講：「国際ビジネス、マーケティングの実際 

［大学での講義、現地での調査］」 
事例： ロンドン、マドリード、ウィーン、東南アジア、東京など。 

 

その他  

テキスト なし。プリントを配ります。 

参考文献 
拙著（坂元）『教養系の国際経済論』、『世界金融危機-歴史とフィールドからの検証-』、  

以上は大学教育出版。『国際協力マニュアル』勁草書房。 

関連科目 国際経済学、国際協力論、外国（海外）投資論、フランス語、スペイン語 

開講日時 
7/6（火） 7/13（火） 7/20（火） 7/27（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔36〕科学的探究の方法 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

経済学部 経済学科 

准教授 村中 孝司 

授業概要 

自然界における現象には何かの原因が存在します。科学者たちは、現象の原因を解き明かし、

科学の法則を導いてきました。この授業では、大学生が実施した卒業論文や発表会を題材に、

科学研究の手法を解説します。 

授業方法 

と留意点 
授業最後に感想や意見などを記入する時間があります。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ７日（水）17：30～19：00＞  

第１講：「問題の発見：日常の何気ない疑問から」 

みなさんは日常生活の中で、ふと疑問に思うことはない内でしょうか。人間は大人になるにつれて知識

や経験が増加し、ちょっとした疑問に対しても、知識に基づいて物事を結論づけようとします。しかし、

そのような知識は、自然・社会現象の真実の断片に過ぎないかもしれません。第１講では、何気ない疑

問から始まった研究事例を紹介します。 

 

＜７月１４日（水）17：30～19：00＞  

第２講：「客観的手法の検討：科学的とは何か」  

  自分自身の主張や考えを他者に説明し、その内容を理解してもらうためには、客観的事実に基づく主張

を展開しなければなりません。科学では主観に基づく議論を遠ざけ、誰もが認める事実に基づく議論が

必要になります。第２講では、客観的手法に基づく研究事例を紹介します。 

 

   

その他  

テキスト 特になし 

参考文献 授業中に紹介する 

関連科目  

開講日時 
7/7（水） 7/14（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔37〕現代経済学の基礎 

（「私」の問題 ） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

経済学部 経済学科 

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ていきますので、自分の問題として真剣に考えてみましょう。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２１日（水）17：30～19：00＞  

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。自分の顔をじかに見ること

はできるのでしょうか。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。 

 

＜７月２８日（水）17：30～19：00＞  

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ましょう。  

 

   

 

その他  

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 哲学、倫理学、心理学、経済学 

開講日時 
7/21（水） 7/28（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔38〕なぜ学校は必要なのか？ 

（『脱学校の社会』から） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

経済学部 経済学科 

准教授 市原 光匡 

授業概要 
情報化の進展に伴って、学校以外のさまざまな場で知識や技術を獲得できるようになるなか、

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 

講義内容をまとめたプリント教材を毎回配布し、それに沿って授業を進めていきますが、

みなさんが議論する時間も持つ予定です。授業のテーマである学校の存在意義について、

みなさんなりに考えておいていただきたいと思います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２９日（木）17：30～19：00＞  

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。 

 

＜８月 ５日（木）17：30～19：00＞  

第２講：「なぜ脱学校は実現しないのか？」  

  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。 

 

   

 

その他  

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 
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 現代社会 

開講日時 
7/29（木） 8/5（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔39〕バイオベンチャーへの招待 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

准教授 石川 雅敏 

授業概要 
コロナウイルスに対するワクチンなどバイオテクノロジーを利用した画期的な薬がバイオベン

チャーによって次々に開発されています。バイオテクノロジーを駆使するバイオベンチャーの

世界へご招待します。 

授業方法 

と留意点 

社会において重要な役割を担いつつあるサイエンス型産業におけるバイオベンチャーの存

在意義を理解することを目的とする。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月３０日（水）17：30～19：00＞  

第１講：「バイオテクノロジーって何？」 

生命科学から発展した遺伝子組換え技術、抗体医薬、細胞医薬などのバイオテクノロジーの最新技術の

概要を説明する。 

 

 

＜７月 ７日（水）17：30～19：00＞  

第２講：「世界のバイオベンチャー、日本のバイオベンチャー」  

  コロナウイルスに対するRNAワクチンを開発したモデルナ、癌に対する抗体医薬を開発したGenentechな

ど世界における代表的なバイオベンチャーやペプチドリームなどの日本のバイオベンチャーの活躍の概

要を説明する。 

 

 

その他  

テキスト 特にありません 

参考文献 特にありません 

関連科目 生物、経済学 

開講日時 
6/30（水） 7/7（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔40〕世界史と法学 

（欧米の歴史から国のあり方を問う） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

教授 佐藤 寛稔 

授業概要 
法学、政治学、社会学において、国の成り立ちや歴史的な経緯を知ることは必須です。この授

業では、近代市民革命期から現代までの歴史をふまえつつ、人間と権力のあるべき姿、人の共

生について検討します。 

授業方法 

と留意点 

法や政治のさまざまな側面を扱います。中でも、国の成り立ちとの関りが最も深い、

「憲法」を思考の軸とします。時事的な話題も取り上げます。新聞やテレビのニュースを

よく見ておいてください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月 ５日（土）13：00～14：30＞  

第１講：「平等にしたい、この世界」 

世の中の「平等」が、本当の意味で平等といえるのかを、クイズ形式で問います。さらに、アメリカ独

立宣言、奴隷制度、人種差別など歴史から、多様化が進む現代を見直しましょう。 

 

 

＜６月 ５日（土）14：40～16：10＞  

第２講：「ぶっつぶしたい、その法律」  

  国の代表者が作った法律を、裁判官がなぜ無効にできるのでしょうか。イギリス、フランス、ドイツ、

アメリカの歴史や民主主義の思想から、議会と司法の関係を国際的な視点で学びましょう。 

 

   

 

その他  

テキスト 特になし。 

参考文献 授業中に資料を配布します。 

関連科目 世界史、日本史、現代社会、倫理、政治・経済、法学、政治学、社会学 

開講日時 
6/5（土） 

13：00～14：30 14：40～16：10 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学  

電話：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔41〕クイズで学ぶ『企業と法』 

科目担当者 
（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

教授 道端 忠孝 

授業概要 
企業活動にかかわる民法、会社法、手形小切手法、労働法のポイント並びに企業とそれらの法

律の関係を学び、クイズ形式で、それらの法律のポイントを解き、理解してもらいます。特に、

重要な株式会社企業を中心に講義します。 

授業方法 

と留意点 
受講者の意見を聞きながら、受講者の意見を反映して講義していきたいと思います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ４日（水）17：30～19：00＞  

第１講：「民法を学ぶ」 
企業とかかわる民法のポイントをお話しし、企業と民法の関係を明らかにし、民法に関するクイズ問題を出

し、その解答解説をします。民法は広大な法律で、融資を受ける際の保証・担保や不動産取引を取り上げます。  

 

＜８月１１日（水）17：30～19：00＞  

第２講：「会社法を学ぶ」  
  企業の中核的な法律である会社法のポイントをお話しし、企業と会社法の関係を明らかにし、会社法に関す

るクイズ問題を出し、その解答解説をします。

日本一大きい株式会社から資本金1円の株式会社を紹介します。 
 

＜８月１８日（水）17：30～19：00＞  

第３講：「手形小切手法を学ぶ」 
  企業の決済手段として使われる手形や小切手のポイントを学び、企業と手形法や小切手法の関係を明らかに

し、手形法や小切手法に関するクイズ問題を出し、その解答解説をします。手形と小切手は大きな違いです。 

 

＜８月２５日（水）17：30～19：00＞  

第４講：「労働法を学ぶ」 
 企業で働く労働者を保護する労働法のポイントをお話しし、企業と労働法の関係を明らかにし、労働法に関するクイズ問

題を出し、その解答解説をします。アルバイト生も労働法令により保護されることも講義します。 

 

 

その他  

テキスト パワーポイントを使用して講義し、資料は配布します。 

参考文献 講義の時にお話しします。 

関連科目 民法、会社法、手形小切手法、労働法、憲法 

開講日時 
8/4（水） 8/11（水） 8/18（水） 8/25（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔42〕グローバルイシューと日本の役割 

（新しいステージを生き抜くために） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

准教授 佐藤 克枝 

授業概要 
新型コロナウイルス禍の現在、国際的に問題となっている事柄（グローバルイシュー）は何で

しょうか。グローバルイシューについて理解を深め、これからの日本の役割について一緒に考

えていきましょう。 

授業方法 

と留意点 

プリントを配布して、それに従って授業を進めます。皆さんの意見も聴きながら進めます

ので積極的に参加してください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ８日（木）17：30～19：00＞  

第１講：「コロナ禍のグローバルイシューとは」 

現在の国際社会の問題について洗い出していきます。 

 

 

＜７月１５日（木）17：30～19：00＞  

第２講：「新しいステージでの日本の役割」  

  グローバルイシューを解決に導くために、わが国は何をしていくべきか一緒に考えていきます。 

 

   

 

その他  

テキスト 講義内容をまとめた資料を配布します。 

参考文献 適宜、授業の中で紹介します。 

関連科目 公民（現代社会、政治・経済）、地理、国際法、国際政治学、国際関係論 

開講日時 
7/8（木） 7/15（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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■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)     

〔43〕映画を観て考える私たちの生活 
科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

教授 石川 信 

授業概要 
今回の授業では、映画『レ・ミゼラブル』ミュージカル版（2012年英国作品）を観ながら、私

たちの「日常生活」のあれこれを考えましょう。 

授業方法 

と留意点 

映画『レミゼ』の場面を再生しながら、私たちの生き方を模索します。みなさんは、映

画の感想を実直に述べて下さい。それで十分です。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月１２日（土） 9：30～11：00＞  
第１講：『レミゼ』の紹介 
『レ・ミゼラブル』－－世界的に超有名な、この作品を紹介します。省略して『レミゼ』、日本では『ああ

無常』と訳して少年少女文庫を飾っています。いろいろなエピソードをお話しします。 

 

＜６月１２日（土）11：10～12：40＞  
第２講：『レミゼ』の鑑賞  

 『レミゼ』ミュージカル映画版を鑑賞します。監獄の場面（暗～い感じ）から始まりますが、心配無用！テン

ポよく話と歌が進み、少しも退屈しませんよ。さて、“百聞は一見にしかず”です。 
 

＜６月１９日（土） 9：30～11：00＞  
第３講：私たちの生活を考える 

  みなさんは『レミゼ」を観て、どう感慨しましたか。みなさんの感性を聞かせて下さい。そして、老齢の講

師（私）が映画の社会背景、作者の意図などを語りながら、私たちの日常生活と比較します。 

 

＜６月１９日（土）11：10～12：40＞  
第４講：私たちの民法を学ぶ 

 『レミゼ』の鑑賞は法学（民法）に通じます。「民法」の世界観、生活観を少し語って「法学」に誘い、そ

して、若いみなさんに「大学で学ぶコツ」「人生を生きる糧」をプレゼントして、授業を終えます。 
 

その他  

テキスト 教室で配付します（無償） 

参考文献 配付資料に併記しておきます。 

関連科目 
社会科系（世界史、政治経済、現代社会）、文科系（文学、心理学、音楽学）、 

法律系（憲法、刑法、民法） 

開講日時 
6/12（土） 6/19（土） 

9：30～11：00 11：10～12：40 9：30～11：00 11：10～12：40 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学  

電話：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔44〕高校生の買い物トラブル 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

准教授 川口 誠 

授業概要 
トラブルの解決方法としていろいろあります。最終的には「訴訟」もあります。私的なトラブ

ルの法的な解決方法について、基礎的なことを学びます。 

授業方法 

と留意点 

訴訟を含む私的なトラブルの解決方法について、興味や関心をもってもらいたいと思いま

す。できるだけ分かりやすく講義します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月２４日（木）17：30～19：00＞  

第１講：「高校生はメルカリを利用できない？」 

トラブルの解決方法を学ぶ前提として、まず高校生の法律的な地位について、基礎的な事柄をおさえま

しょう。 

 

 

＜７月 １日（木）17：30～19：00＞  

第２講：「アマゾンで注文した商品が壊れていたら。」  

  最終的なトラブル解決方法として訴訟があります。原則として誰でも訴訟を提起できるのですが、高校

生の場合はどうでしょうか？ 

 

   

 

その他  

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。 

関連科目 政治・経済 

開講日時 
6/24（木） 7/1（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔45〕心理学と人間科学からみた法学 

（恋愛と友情、財産、犯罪、性格分析） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

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 

【募集定員人数５０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月３１日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「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。 

 

＜７月３１日（土）15：15～16：45＞  

第２講：「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。 

 

＜８月 ７日（土）13：30～15：00＞  

第３講：「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。 

 

＜８月 ７日（土）15：15～16：45＞  

第４講：「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。 
 

 

その他  

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 
7/31（土） 8/7（土） 

13:30～15:00 15:15～16:45 13:30～15:00 15:15～16:45 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学  

電話：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔46〕選ぶつもりが制度に選ばされている!? 
（日本、ドイツ、アメリカの選挙と政党の新制度論的比較） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

講師 寺迫 剛 

授業概要 
今年は知事選に衆院選と、たしかに私達は当たり前のように選んでいます。しかし実際には、選挙

制度によって結果は大きく違いうることが、アメリカ大統領選挙やドイツ連邦議会選挙と比較する

ことで明らかになります。 

授業方法 

と留意点 

このシラバス執筆時点で、日本の衆院選の日程はまだ確定していない一方、これに相当する

ドイツ連邦議会選挙の日程は今年9月でほぼ確定しています。なぜなら両国で議会解散につい

ての制度が異なるからで、この違いは選挙結果にも大いに影響します。果たして、授業当日

の時点で衆院選は実施されているのか、いないのか？いずれにしても、状況に合わせてライ

ブ感のある授業を展開します。 
なお、この授業は手ぶらで参加できます。折しも竿燈まつり初日、少し早めに秋田市街地へ

来てカレッジプラザへ立ち寄りませんか？ 

授  業  計  画 
【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 
＜８月 ３日（火）13：00～14：30＞  

第１講：「議院内閣制と二元代表制、首相と知事と大統領の違いとは？」 
秋田県知事は皆さんの1票で直接選びましたが、菅総理はどうでしょうか？それではアメリカのバイデン

大統領は？ドイツのメルケル首相は？国のリーダーの選び方と、それに政党がどのように関わっている

かについての授業です。 

 

＜８月 ３日（火）14：40～16：10＞  
第２講：「小選挙区制と比例代表制、組み合わせ方で結果はまるで違う！」  

  日本の衆議院もドイツの連邦議会も、小選挙区制と比例代表制を組み合わせた選挙制度ですが、まさに「似

て非なるもの」です。また、日本では「うちわ」を配るとアウトですが、ドイツでは政党のロゴ入りのボー

ルペンやライター、子供に風船まで配ってもOKです。このような違いから本質に迫る授業です。 

 

その他   

テキスト 授業の際にレジュメを提供します。 

参考文献  各国の政府および主要メディア等のホームページ等から入手できる第1次資料等を用います。 

関連科目  政治経済、現代社会、地理、歴史 

開講日時 
8/3（火） 

13：00～14：30 14：40～16：10 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学  

電話：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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■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)     
〔47〕キリスト教、ヨーロッパ、政治思想 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 法律学科 

講師 中村 逸春 

授業概要 
キリスト教とは、どのような宗教でしょうか？ また、ルターやカルヴァンの宗教改革とは

、何だったのでしょうか？ さらには、宗教改革と近代の関係とは？ この授業では、これら

の問いについて一緒に考えていきます。 

授業方法 

と留意点 
当日は、プリントを配布して、講義を行います。筆記用具だけ持参してください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ２日（金）17：30～19：00＞  

第１講：「キリスト教とは？ 宗教改革とは？」 

キリスト教とは、どのような宗教なのか。また、ルターやカルヴァンの宗教改革とは、何だったのか

。今回は、キリスト教と政治との関係に焦点をあてつつ、こうした問いについて考えます。 

 

 

＜７月 ９日（金）17：30～19：00＞  

第２講：「宗教改革と近代の関係とは？」  

   宗教改革と、近代という時代との関係は、どのようなものでしょうか。今回は、フランスの宗教内乱

やイギリスの市民革命などの事例を紹介しつつ、この点について考えます。 

 

   

 

その他  

テキスト 毎回、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 世界史、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 

開講日時 
7/2（金） 7/9（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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■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)     

〔48〕外国人から見たサステイナブルツーリズム 

（観光のダークサイドの解決を探しに旅立つ） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

准教授 ディファルコ・リーアアン 

授業概要 
外国人観光客が増加した「ある国」は成功事例も失敗事例も･･･。外国人講師の視点から

サスティナブルツーリズム(持続可能な観光)とは何かを一緒に考えましょう。 

授業方法 

と留意点 
 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２１日（水）17：30～19：00＞  

第１講：「外国人からみたサスティナブルツーリズム」 

外国人観光客が増加した「ある国」は成功事例も失敗事例も･･･。外国人講師の視点からサスティナブ

ルツーリズム(持続可能な観光)とは何かを一緒に考えましょう。 

 

 

＜７月２８日（水）17：30～19：00＞  

第２講：「外国人からみたサスティナブルツーリズム２（仮）」  

  外国人観光客が増加した「ある国」は成功事例も失敗事例も･･･。外国人講師の視点からサスティナブ

ルツーリズム(持続可能な観光)とは何かを一緒に考えましょう。 

 

   

 

その他  

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 授業の中で紹介します。 

関連科目 地歴・公民、英語 

開講日時 
7/21（水） 7/28（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔49〕高校生のための国際航空論 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

教授 横田 恵三郎  

授業概要 
航空機や国際航空の歴史的発展を振り返りながら、国際航空の果たしてきた役割、また今後に

ついても考えることにします。 

授業方法 

と留意点 
画像や映像を多用し、高校生の興味・関心を引き出すよう工夫しています。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月 ２日（水）17：30～19：00＞  

第１講：「国際航空の発展プロセス①」 

「世界の空を飛ぶ夢を追い続けた人々 ～飛行機はなぜ浮いて、なぜ飛べるの？～」 初めて空を飛ん

だ人類はライト兄弟だと思われがちですが、果たしてそうでしょうか？あくなき挑戦をし続けた人々を

紹介し国際航空ビジネスが進化した道のりを辿っていきます。 

 

＜６月 ９日（水）17：30～19：00＞  

第２講：「国際航空の発展プロセス②」  

  LCCって何だろう。21世紀に入ってから急速に発展した新しい航空ビジネスの形です。最近の航空の変

化を理解し、将来の方向を考えることにします。 

 

   

 

その他  

テキスト プリント教材を毎回配付します。 

参考文献 都度、授業の中で紹介します。 

関連科目 航空力学 

開講日時 
6/2（水） 6/9（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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■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)     
〔50〕エアポートサービス 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

教授 横田 恵三郎  

授業概要 
国際空港ではたくさんの仕事があってみんなが連携して安全・安心な旅を提供しています。

多くの仕事をチームで支えている人々とりわけ「空港女子」にスポットライトを当て、高校生

の皆さんが国際航空に興味を持ち将来の夢を大きく拡げるきっかけを作る内容となっています。  

授業方法 

と留意点 

画像や映像を多用し、高校生の興味・関心を引き出すよう工夫しています。将来国際線

のCAや国際空港でGSになることを選択の一つに考えている人は是非受講してください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月２４日（木）17：30～19：00＞  

第１講：「エアポートサービス①」 

国際空港にはどんな仕事があると思いますか。10以上書ければ将来立派なエアポートサービス パーソ

ンになれる可能性があります。まず国際空港の仕事をチェックします。 

 

 

＜７月 １日（木）17：30～19：00＞  

第２講：「エアポートサービス②」  

  飛行機はパイロットだけで運航されるわけではありません。たくさんの仕事があって大きなチームとし

て連携して安全にそして定刻で快適な旅をお客様に提供しています。近年では航空や空港で活躍する

女性が急激に増えています。「空港女子」の今を探ります。 

 

   

 

その他  

テキスト プリント教材を毎回配付します。 

参考文献 都度、授業の中で紹介します。 

関連科目 航空力学 

開講日時 
6/24（木） 7/1（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔51〕留 学 の す す め 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

准教授 三浦 薫  

授業概要 
コロナ禍の今だからこそ、コロナ後を見据えて、留学の準備を始めましょう。留学は必ずあな

たを変えます。 

授業方法 

と留意点 
 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ８日（木）17：30～19：00＞  

第１講：「留学の価値について」 

今だからこそ日本を飛び出す価値があります。 

 

 

＜７月１５日（木）17：30～19：00＞  

第２講：「留学への準備」  

  これをやれば、有意義な留学生活を送れます。 

 

   

 

その他  

テキスト 資料を配布する 

参考文献  

関連科目  

開講日時 
7/8（木） 7/15（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔52〕チェコ・アニメと人形劇に見る歴史学 

（文化を通して中欧の小国の歴史に触れてみよう） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

講師 半田 幸子 

授業概要 
中欧の小国チェコはアニメ大国でもあり、人形劇が盛んですが、その背景には抑圧の歴史があ

ります。この授業では、まずチェコの土地柄や、人形劇やアニメという子ども向けの文化が発

展した背景を確認し、歴史の奥深さや文化史の面白さを学びましょう。 

授業方法 

と留意点 

全２回の授業です。講義形式の授業ですが、映像も交えて、皆さんともディスカッショ

ンしながら楽しく学ぶことに重点を置きます！ 高校では学べない中欧の小国のディー

プな世界にご招待します！ 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ３日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「そもそもチェコってどこ？ 

チェコ・アニメーションってどんなもの？」 

授業では、チェコの場所など基本的な概要や簡単な歴史を紹介し、チェコ・アニメーションの歴史や

多様な世界観をご紹介します。かわいいものもグロテスクなものもあるチェコ・アニメの世界にまずは

触れてみましょう！ 

 

 

＜７月 ３日（土）15：15～16：45＞  

第２講：「人形劇の誕生秘話」  

   チェコの人形劇は単に子ども向けというものでなく、チェコ人としての民族的アイデンティティーを

守る役割を果たした大事な文化でもあります。人形劇が民族的アイデンティティーを守るとはどういう

ことでしょうか？ 授業では、このようにちょっと難しそうな問題だけれど、分かると歴史が面白くな

るお話をご紹介します。 

   

その他  

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 授業の中で紹介します。 

関連科目 地歴・公民、美術 

開講日時 
7/3（土） 

13：30～15：00 15：15～16：45 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学  

電話：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔53〕言語と文化を巡るツアー 

（カナダ（英語・仏語）・スペイン語圏・チェコへの旅） 
科目担当者 
（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

准教授 ﾃﾞﾌｧﾙｺ･ﾘｰｱｱﾝ(計3名) 

授業概要 
海外旅行どころか国内旅行もままならない日々ですが、言語や文化の勉強を通した旅なら可能です。

この授業では、日本から遠く離れた世界の４言語（英語、フランス語、スペイン語、チェコ語）を

文化も含めてご紹介します。あまり身近でない外国文化の空気に触れてみませんか？ 

授業方法 

と留意点 

語学教員が、それぞれ専門の言語の特徴や面白さ、各言語が話される国の文化の一端につい

て、スライドを使用してわかりやすく講義します。知りたいことがあれば積極的に聞いてく

ださい。外国文化になんとなく興味があるという皆さん、ぜひお待ちしています！ 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月１３日（火）17：30～19：00＞ 准教授 デファルコ・リーアアン 

第１講：「英語・フランス語とカナダ文化： 

海外に行けない今だけどカナダに触れられる！」 
日本では体験できないカナダの○○を楽しく学びます。カナダへのバーチャル旅行に、カナダ人講師が英語

とフランス語で案内します。異文化を理解することはどのような意味があるのでしょうか。 

 
＜７月２０日（火）17：30～19：00＞ 准教授 三浦 薫 

第２講：「スペイン語の世界」  
  スペイン語を公用語とする国々ついて学びましょう！スペイン語は世界中の約4億人の人に話されている言語

であり、まさに21世紀の国際語です。つまりスペイン語を学べば、4億人の人とコミュニケーションを取れる

ということであり、その後ろにあるスペイン語圏の豊かな歴史と文化に触れることができるのです。 

 
＜７月２７日（火）17：30～19：00＞ 講師 半田 幸子 

第３講：「チェコ語とチェコ文化： 

チェコ語ってどんな言語？？」 

 ここを逃したらめったに出合えないチェコ語とチェコ文化の世界にご招待します。まったく耳にしたことが 

ないチェコ語に触れてみませんか？ 知らない言語に触れると世界が広がり、普段学んでいる英語の世界も

明るくなります。この授業では、他の言語や文化とのつながりも踏まえながら、言語と文化と歴史のお話を

します。 

その他  

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 授業の中で紹介します。 

関連科目 外国語（英語、フランス語等）、地歴・公民、現代文 

開講日時 
7/13（火） 7/20（火） 7/27（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔54〕人間社会はどうしたら良くなるのか 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

教授 木村 澄 

授業概要 
働くということは、労働者の生活全体につながりをもつことから、良い労働条件は生活水準を

向上させ、ひいては国民全体の経済的・文化的水準の向上をもたらします。仕事の法律がなぜ

に生まれ、機能しているかを学びます。 

授業方法 

と留意点 
労働に関する諸問題を法的に読み解く力を身につけることを目標とします。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月 １日（火）17：30～19：00＞  

第１講：「人間社会はどうしたら良くなるのか①」 

労働者を守る法律がどのように誕生し、どのような性格と仕組みの中でいかに役割を果たしているかを

学びます。 

 

 

＜６月 ８日（火）17：30～19：00＞  

第２講：「人間社会はどうしたら良くなるのか②」  

  労働者を保護する制度が具体的にどのように適用されているかを、事例をとおして学びます。 

 

 

その他  

テキスト 講義の際にプリントを配付します。 

参考文献 特にありません。 

関連科目 社会政策 

開講日時 
6/1（火） 6/8（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔55〕人間の人生をどのように保障するか 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

教授 木村 澄 

授業概要 
病気、けが、障がい、出産、失業、老後の問題などは、すべての人々にとって重大な日常生活

上の事がらです。   

社会政策の本質論を概観しながら、制度の具体的な適用を見ていくこととします。 

授業方法 

と留意点 

社会政策の生成と理論を理解したうえで、社会政策にまつわる諸問題を読み解き、職業生

活と人生において活かせるようにすることを目標とします。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月１５日（火）17：30～19：00＞  

第１講：「人間の人生をどのように保障するか①」 

人の生涯を保障する制度がどのような理由で生まれれきたのかを見ていきます。 

 

 

＜６月２２日（火）17：30～19：00＞  

第２講：「人間の人生をどのように保障するか②」  

  人の生涯を保障する諸制度を具体的に概観します。 

 

 

その他  

テキスト 講義の際にプリントを配付します。 

参考文献 特にありません。 

関連科目 労働法 

開講日時 
6/15（火） 6/22（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔56〕文学でたどる世界遺産の旅 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

教授 橋元 志保 

授業概要 
世界遺産の中には、優れた文学や芸術作品と深い関わりを持つものがあります。その中でも、

人気の高い日本の古都京都や、イギリスのロンドン、イタリアのヴェローナ等を中心に、文学

との関わりを分かりやすくお話します。 

授業方法 

と留意点 

パワーポイントを使用して、美しい都市の景観や文化財を楽しみながら、文学との関連

性を学んでいきます。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ７日（土）13：00～14：30＞  

第１講：「現代語訳『源氏物語』と古都京都の文化財」 

「千年の都」と呼ばれる京都は、正に日本的な美を有する建築・文化財の宝庫であり、外国人観光客に

も最も人気のある観光スポットです。平安時代の京都を舞台にした現代語訳『源氏物語』を読みながら、

古都京都の美を楽しみましょう。 

 

 

＜８月 ７日（土）14：45～16：15＞  

第２講：「シェイクスピアのロンドンと 

『ロミオとジュリエット』のヴェローナ」  

  シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』をはじめとする作品は約400年もの間、世界中の人々を楽

しませて来ました。その魅力の秘密を、イギリスのロンドン、イタリアのヴェローナ等の景観を楽しみ

ながら、一緒に考えていきましょう。 

 

その他  

テキスト 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 言語文化・古典探究・文学国語・地理・歴史 

開講日時 
8/7（土） 

13：00～14：30 14：45～16：15 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学  

電話：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔57〕『鬼滅の刃』の世界観 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

教授 橋元 志保 

授業概要 

人間にとって、「鬼」とはいかなる存在なのでしょうか。そして、私たちは何故、鬼狩りの

少年たちの物語に惹きつけられるのでしょうか。本講義では、日本の文化・文学をたどりなが

ら、『鬼滅の刃』に描かれた鬼や、鬼狩りの特色について、皆さんと一緒に考えていきたいと

思います。 

授業方法 

と留意点 

パワーポイント等を使用し、映像を見せながら、日本の文化・文学に表された「鬼」

「鬼狩り」について、わかりやすく解説します。当日は、資料もお配りします。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ６日（金）17：30～19：00＞  

第１講：「鬼とはいかなる存在か－鬼と人の文化史－」 

『鬼滅の刃』において、すべての鬼たちの始祖とされる鬼舞辻無残が生まれたのは、平安時代です。確

かに王朝時代の京都では、その闇の中を鬼たちが跳梁し、都人を脅かし続けていました。日本の文化・

文学をたどりながら、『鬼滅の刃』の世界の中の鬼という存在について、皆で考えていきましょう。 

 

 

＜８月２７日（金）17：30～19：00＞  

第２講：「鬼を滅ぼす者たち－鬼狩りの系譜－」  

  鬼との戦いの中で、煉獄杏寿郎をはじめ、たくさんの鬼殺隊の剣士が傷つき、倒れ、亡くなっていきま

す。何故、人が圧倒的に力の差のある鬼と戦う物語が、こんなにも好まれるのでしょうか。武士たちの

台頭と共に、文学に表された鬼狩りのルーツをたどりながら、『鬼滅の刃』における鬼狩りの意義につ

いて考えていきます。 

 

   

その他  

テキスト 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 言語文化・古典探究・文学国語・歴史 

開講日時 
8/6（金） 8/27（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔58〕アフターコロナの 

新しい旅を創造しよう 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

准教授 井上 寛 

授業概要 
新型コロナウイルスの流行により、不要不急の外出が制限され、行きたい場所にも自由に行く

ことができない今日この頃。近い将来やってくる日に向けて、アフターコロナの新しい旅を一

緒に考えてみましょう。 

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講義します。自分が知りたいことは、遠慮なく積極

的にリクエストしてください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月 ４日（金）17：30～19：00＞  

第１講：「あそびの時間の重要性」 

不要不急の外出が制限され、普段の生活から離れた「あそびの時間の重要性」について、世界中の人々

が再認識しました。社会が目まぐるしく変化する中で、ツーリズムはどのように変わっていくのでしょ

うか。 

 

 

＜６月２５日（金）17：30～19：00＞  

第２講：「新しいツーリズム」  

  働き方や学び方など人びとのライフスタイルも変化しようとしている中、ツーリズムのスタイルも変化

していく可能性があります。アフターコロナにむけて新しいスタイルのツーリズムを一緒に考えましょ

う。 

 

   

 

その他  

テキスト テキストは使用しません。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 地理歴史・公民 

開講日時 
6/4（金） 6/25（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔59〕ユニバーサルツーリズム 

（どんな人でも観光できる社会） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

准教授 井上 寛 

授業概要 
ユニバーサルツーリズムとは、すべての人が楽しめるよう創られた旅行であり、高齢や障がい

等の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行を目指す考え方のことをいいます。

ユニバーサルツーリズムの旅行プランを一緒に考えてみましょう。 

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講義します。自分が知りたいことは、遠慮なく積極

的にリクエストしてください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月１２日（土） 9：00～10：30＞  

第１講：「ユニバーサルツーリズムへの招待」 

のりものやテーマパーク、そしてまちの中や観光地は、どんな人でも旅行をしやすいように進化を続け

ています。ユニバーサルツーリズムば何を目指しているのかを紹介します。 

 

 

＜６月１２日（土）10：40～12：10＞  

第２講：「ユニバーサルツーリズムの旅行プラン」  

  いろいろなケースを想定してユニバーサルツーリズムの旅行プランを考えてみましょう。グローバルな

社会、そして高齢社会ではきっと役に立つテクニックが身につきます。 

 

   

 

その他  

テキスト テキストは使用しません。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 地理歴史・公民 

開講日時 
6/12（土） 

9：00～10：30 10：40～12：10 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 

ノースアジア大学  

電話：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔60〕高校生のための新しいツーリズム 
科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 
法学部 国際観光学科 

准教授 瀧森 威（計4名） 

授業概要 

世界中を旅する人も、その場所に住んでいる人も幸せにすることができること、それが「観光」

のすばらしさです。この授業ではさまざまなアプローチから楽しく観光を学べます。将来の進

路選択にも、見聞を広めるのにも役立ちます。 

授業方法 

と留意点 

観光に関する様々なジャンルの講師が、毎回スライドを使用してわかりやすく講義します。

自分が知りたいことは、遠慮なく積極的にリクエストしてください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月 ３日（木）17：30～19：00＞ 准教授 井上 寛 

第１講：「新しいツーリズムの世界へようこそ」 
新しいツーリズムは「テーマ」と「体験」がキーワードです。コロナウイルスによって、世界の人びと

の生活様式が大きく変わろうとしています。そのような中で大学で新しいツーリズムを学ぶメリットに

ついて講義します。 
 

＜６月１０日（木）17：30～19：00＞ 教授 橋元 志保 

第２講：「世界遺産をめぐる旅－エジプト・ヨーロッパ・日本編－」  
  世界遺産は、1960年代に水没の危機にあった古代エジプトの遺跡を守るために、ユネスコが世界各国に

支援を呼びかけたことから始まりました。ぜひご一緒に、古代エジプトの遺跡や、ヨーロッパの至宝、

美しい日本の文化をめぐる世界遺産の旅に出かけてみませんか。 
 

＜６月１７日（木）17：30～19：00＞ 教授 木村 澄 

第３講：「観光と法律」 
  新しいツーリズムを考える上で、法律からのアプローチは奥深い学びへみなさんをいざないます。 

 

＜６月２４日（木）17：30～19：00＞ 准教授 瀧森 威 

第４講：「ＶＲツーリズムを体感しよう」 
 最新のＩＴ技術を駆使した、ＶＲ(バーチャルリアリティー)を活用した観光の新しいスタイルが注目さ

れています。観光業界ではどのように活用されているのか体感しましょう。 
 

その他  

テキスト テキストは使用しません。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 地理歴史・公民、国語 

開講日時 
6/3（木） 6/10（木） 6/17（木） 6/24（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔61〕情報セキュリティ 

（ウィルス・サイバー攻撃、内部不正・情報漏えい） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

准教授 瀧森 威  

授業概要 
ITや情報技術、通信技術が飛躍的に進化している。一方でIT基盤を脅かす脅威が存在している。

この脅威の知識・現状について、ビデオを視聴しながら解説をする。 

授業方法 

と留意点 

情報・ＩＴの進展とセキュリティという観点で、毎回ビデオを使用してわかりやすく講義

します。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 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月１０日（木）17：30～19：00＞  

第１講：「ウィルス・サイバー攻撃編」 

標的型サイバー攻撃に備えたマネジメント、攻撃メールの手口と対策、パソコン乗っ取りの脅威と対策。 

 

 

＜６月１７日（木）17：30～19：00＞  

第２講：「内部不正・情報漏えい編」  

  情報を漏らしたのは誰だ？新入社員が知るべき情報漏えいの脅威、スマホ乗っ取りの脅威と対策。 

 

   

 

その他  

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 適宜紹介します。 

関連科目 「ＶＲツーリズム」、「ＡＩとロボット、プログラミングの基礎」 

開講日時 
6/10（木） 6/17（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔62〕AIとロボット、プログラミングの基礎 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

准教授 瀧森 威  

授業概要 
情報やＩＴの分野においては、ＡＩ、ロボット、ＩｏＴ、ウェアラブル、ビッグデータは重要

なキーワードとなってきている。その技術動向の解説とプログラミングの基礎であるフローチ

ャートの作成について学ぶ。 

授業方法 

と留意点 

情報・ＩＴの進展とプログラミングという観点で、わかりやすく講義します。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 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ８日（木）17：30～19：00＞  

第１講：「ＡＩとロボット技術について」 

ＡＩとロボットの技術の進歩について学習すると同時に、ＩｏＴ・ウェアラブル・ビッグデータの知識

も学ぶ。 

後半は、プログラミングの基本であるアルゴリズムとフロチャート作成について学ぶ。 

 

 

＜７月１５日（木）17：30～19：00＞  

第２講：「プログラミングの基本」  

  前回に続き、プログラミングの基本であるアルゴリズムとフロチャート作成について学ぶ。 

 

   

 

その他  

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 適宜紹介します。 

関連科目 「ＶＲツーリズム」、「情報セキュリティ」 

開講日時 
7/8（木） 7/15（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 ノースアジア大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔63〕VRツーリズム 

（ＶＲによる仮想観光、ＩＴや情報による観光振興） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

法学部 国際観光学科 

准教授 瀧森 威  

授業概要 
最新のＩＴ技術を駆使した、ＶＲ(バーチャルリアリティー)を活用した観光の新しいスタイル

が注目されています。 

観光業界ではどのように活用されているのか体感しましょう。 

授業方法 

と留意点 

情報・ＩＴと観光という観点で、毎回スライドを使用してわかりやすく講義します。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 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月１９日（木）17：30～19：00＞  

第１講：「ＶＲによる仮想観光」 

基礎的な知識として、情報やＩＴの技術の進化を解説する。観光地の仮想体験をＶＲをとおして行うこ

とができるようになってきている。ＶＲを利用した仮想観光について詳しく解説します。 

 

 

＜８月２６日（木）17：30～19：00＞  

第２講：「ＩＴや情報による観光振興」  

  総合戦略産業である観光において、情報やＩＴの力がもっとも重要である。情報やＩＴの活用実態を解

説します。 

 

   

 

その他  

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 適宜紹介します。 

関連科目 「ＶＲツーリズム」、「ＡＩとロボット、プログラミングの基礎」 

開講日時 
8/19（木） 8/26（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：018-836-4337（平日9：00～17：00）                                         

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 秋田看護福祉大学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔64〕ようこそ看護学の世界へ 

（扉の向こうにあなたの未来がある） 

科目担当者 
（学部・学科・職・氏名） 

看護福祉学部 看護学科 

教授 渡邉 知子 他（計4名） 

授業概要 

人々の健康や生命を守る看護の本質に触れながら、看護を必要とする方たちの健康と生活を支

援する看護学の魅力を紹介します。看護学科の専門領域の授業を通して、看護学の今後の可能

性を高校生の皆さんと共に考えていきます。 

授業方法 

と留意点 

大学で行っている「看護学」の講義や演習を身近に感じてもらうために、受講者参加型の

講義と演習で構成し、有意義な授業となるよう努めます。 

授  業  計  画 

【募集定員人数５０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月１７日（土）12：00～13：30＞ 准教授 畠山 禮子 

第１講：「‟心の健康”の大切さとは 」 
 心の健康は生活の質に大きく影響します。心の健康を保つための意義や方法について一緒に考えて

いきましょう。 

 

＜７月１７日（土）13：45～15：15＞ 准教授 黒澤 繭子 

第２講：「無菌操作とは ～清潔な処置のために必要な技術について学んでみよう～ 」  
  無菌操作とは、患者の体内に病原微生物が侵入すること（＝感染）を防ぐために、滅菌状態を保ちなが

ら行う操作のことです。感染予防のためにも必要な操作技術について知識や技術の実践を演習を交えな

がら学びましょう。 

 

＜８月２１日（土）12：00～13：30＞ 助教 千葉 孝子 

第３講：「看護師はひとの体の調査隊 ～健康チェックの技術を学ぼう～ 」  
 看護師の大きな役割には、患者さんの観察があります。小さな変化を見逃さず異常を発見し、適切な援

助を提供するためには感性と知識、そして技術が必要です。この授業で健康状態を判断する基本的技術

を学びましょう。 

 

＜８月２１日（土）13：45～15：15＞ 教授 渡邉 知子 

第４講：「患者と家族の看護を考えましょう ～脳血管障害疾患の看護～」 

  秋田県に多い脳血管障害は、突然、発病して身体に色々な障害が生じることがあります。そのため、患者

さんとご家族の生活に大きな影響が生じますが、看護師の援助によって軽減できることをお話します。 

その他 
この授業は、秋田看護福祉大学を会場に開講します。  

住所：大館市清水２丁目３－４   

テキスト 適宜資料を配布します。 

参考文献  

関連科目 基礎看護学、成人看護学、精神看護学 

開講日時 
7/17（土） 8/21（土） 

12：00～13：30 13：45～15：15 12：00～13：30 13：45～15：15 

会場 秋田看護福祉大学 

欠席連絡先 
電話：0186-45-1717（代表）（平日9：00～17：00） 

E-mail：conso@well.ac.jp 
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令和３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 秋田看護福祉大学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔65〕医 療 と 福 祉 の 探 究 
科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

看護福祉学部 医療福祉学科 

准教授 石岡 和志 他（計4名） 

授業概要 

高齢者や障害者が住みなれた地域で普通に暮らすために、医療と福祉の連携・充実の重要性が

増しています。本授業では、現代社会が抱える課題を医療や福祉の視点から考え、その実践を

学ぶとともに、医療や福祉の魅力について考え知る機会とします。 

授業方法 

と留意点 

医療や相談援助の現場での実践的な課題を提示し、授業参加者とともにその解決について

考えていきます。積極的な参加を期待します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数３０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月１７日（土）12：00～13：30＞ 准教授 石岡 和志 

第１講：「地域福祉の実践～誰も見捨てない！引きこもり者の自立を支援する取り組み～」 
 地域における引きこもり者や障害者等に対する支援について、社会福祉協議会の実践内容を紹介し

ます。地域福祉の取組みや今後のあり方を、様々な視点で一緒に考えていきましょう。 

 

＜７月１７日（土）13：45～15：15＞ 助教 小野 聡子 

第２講：「私たちの生活と福祉」  
  私達は生まれた瞬間から最期を迎える時まで、社会保障制度との繋がりを持って生きていきます。福祉

や社会保障と聞くと、わかりにくく、身近なものではないように感じているかもしれません。この講義

では自身の今の生活や暮らしと照らし合わせながら、福祉について知っていきましょう。  
 

＜８月２１日（土）12：00～13：30＞ 助教 田中 誠 

第３講：「喜びも悲しみも患者さんとともに ～医療ソーシャルワーカーのちから～」  
 「福祉とは何か」「ソーシャルワーカーとはどんな仕事をする人か」「寝たきりや難病の方にソーシャ

ルワーカーはどのような援助ができるのか」を高校生の皆さんと共に、新たな視点で考えていきます。 
 

＜８月２１日（土）13：45～15：15＞ 准教授 今野 修 

第４講：「チーム医療と医療的ケア」 

  医療職と連携しながら福祉職が医行為を行うことの重要性を「医療的ケア」を通して解説します。喀痰

吸引をシミュレーション人形に実際に行いながら、理解を深めていきましょう。 

その他 
この授業は、秋田看護福祉大学を会場に開講します。  

住所：大館市清水２丁目３－４   

テキスト 適宜資料を配布します。 

参考文献  

関連科目 医療福祉学・社会福祉学・精神保健福祉学・障害者福祉学 

開講日時 
7/17（土） 8/21（土） 

12：00～13：30 13：45～15：15 12：00～13：30 13：45～15：15 

会場 秋田看護福祉大学 

欠席連絡先 
電話：0186-45-1717（代表）（平日9：00～17：00） 

E-mail：conso@well.ac.jp 
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令和３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)     

〔66〕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・職・氏名） 

看護学部 看護学科 

准教授 糸川 紅子（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 

【募集定員人数５０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月２１日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「現代社会における看護師の活躍と役割」 

                     講師 北林 真美 

 さまざまな場面で活躍する看護師の様子から看護師の役割について理解を深めます。 

 

 

＜８月２１日（土）15：15～16：45＞  

第２講：「がん治療による美容の悩みを看護の力で解決」  

                              准教授 糸川 紅子 

  がんの治療に伴う肌の悩み、脱毛の悩みなどを楽しみながら解決するための看護について学びます。 

前半はがん治療による美容の変化に関する知識、後半は美容の変化に対する看護の実際を紹介します。  

 

その他  

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 
8/21（土） 

13：30～15：00 15：15～16：45 

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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令和３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 秋田公立美術大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔67〕超絶素描の体操 

（柔らかい感性と手の動きのために） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

アーツ＆ルーツ専攻 

教授 藤 浩志 

授業概要 

素描をやったことのある人、やったことのない人、超絶上手な人、全く描けない人のための超

絶素描の体操。頭を柔らかくし、素描の基礎となる考え方、描き方を藤浩志独自の視点で説明

し時間内出来る限り数多くの素描を描きます。素描を始める人にぜひ知ってほしい手を指と頭

の体操です。 

授業方法 

と留意点 
様々な素材を利用して多くの種類の線を描きます。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月１日（日）10：00～11：30＞  

第１講：「手の動きと線の動きの体操からはじめます」 

 

＜８月１日（日）13：00～14：30＞  

第２講：「モチーフを選んで加工してたくさん描いてみる」  

   

＜８月１日（日）14：50～16：20＞  

第３講：「もっとモチーフを選んで加工して描いてみる」  

   

この授業は、美大サテライトセンターを会場に開校します。 

住所：秋田市中通２丁目８番１号 フォンテAKITA６階 

 

その他 
8/1（日）は昼食を持参ください。（昼食時間 11：30～13：00） 

持ち物：鉛筆、消しゴム（練りゴム）、スケッチブック等 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
8/1（日） 

10：00～11：30 13：00～14：30 14：50～16：20 

会場 秋田公立美術大学 サテライトセンター デッサン室 

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@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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令和３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 秋田公立美術大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔68〕イラストレーション演習 

（インフォグラフィック／ワークショップ） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

ビジュアルアーツ専攻 

教授 小田 英之 

授業概要 
日常生活の中でイラストを目にしない日はありません。イラストレーションの歴史、機能や役

割についての講義と、課題に基づくイラストレーション作品を実習します。 

授業方法 

と留意点 

アイデア、構想を重視し、教員が対話によるアドバイスをします。 

完成した作品は壁面にプロジェクターで拡大表示し、展示鑑賞します。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月２１日（土） 9：30～11：00＞  

第１講：「イラストレーションとは？」 
導入・講義・課題説明 

 

＜８月２１日（土）11：10～12：40＞  

第２講：「作品制作１」  
  構想・アイデアの展開 

 

＜８月２１日（土）13：20～14：50＞  

第３講：「作品制作２」  
  作画 

 

＜８月２１日（土）15：00～16：30＞  

第４講：「作品制作３・講評と鑑賞」  
  仕上げ、作品講評の準備、壁面に大きくプロジェクターで投影し展示・鑑賞します 

その他 

描画用具：鉛筆／消しゴム・ペン・カラーペン、水彩用具、アクリル絵の具、筆、筆洗、

ウェスなど、各自の好みに合わせて準備してください 

8/21（土）は昼食を持参ください。（昼食時間 12：40～13：20） 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
8/21（土） 

9：30～11：00 11：10～12：40 13：20～14：50 15：00～16：30 

会場 秋田公立美術大学 大学院棟G1S 

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@akibi.ac.jp 

前日までに欠席連絡 
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令和３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 秋田公立美術大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔69〕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・職・氏名） 

ものづくりデザイン専攻 

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」。誰の名前にも家族や

名付けた人達のいろいろな願いが込められています。そんな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 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月２９日（日） 9：30～11：00＞  

第１講：「デザインを決める」 
自分の名前をモチーフにデザインを決めます。 

 

＜８月２９日（日）11：10～12：40＞  

第２講：「型下図をつくる」  
  決定したデザインを元に型染の下図を制作します。 

 

＜８月２９日（日）13：20～14：50＞  

第３講：「型紙を彫る」  
  型下図をつくる型紙に写し、デザインカッターで彫っていきます。 

 

＜８月２９日（日）15：00～16：30＞  

第４講：「彩色する」  
  バッグに型紙を置き、彩色していきます。 

その他 

【事前学習】自分の名前にどのような由来や意味が込められているか、家族や親戚に取材し

てみましょう。それを元にデザイン案を考えてきて下さい。 

持ち物：筆記用具、スケッチブック（エスキース帳）、デザイン資料等 

8/29（日）は昼食を持参ください。（昼食時間 12：40～13：20） 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
8/29（日） 

9：30～11：00 11：10～12：40 13：20～14：50 15：00～16：30 

会場 秋田公立美術大学 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@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） 



- 70 - 

令和３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 秋田公立美術大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔70〕リ・デザイン 

（社会に充満するデザインの 

有用性、社会性、意味を探る） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

コミュニケーションデザイン専攻 

教授 阪口 正太郎 

授業概要 

世界はデザインで埋め尽くされている。そのデザインは私たちの生活を豊かにし、楽しく便利にして

くれます。ヒトからヒト、社会からヒト、モノからヒトへ。それらをつなぐモノがデザインです。授

業ではヴィジュアルデザインを中心に講義し、簡単な制作実習を通してデザインの有用性と意味を考

えます。 

授業方法 

と留意点 

２コマ目は写真撮影（スマホ可）をしてデザイン収集のフィールドワークをします。見つけた

デザインを改善するリデザイン制作を各自行います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２５日（日）10：00～11：30＞  

第１講：「社会を埋め尽くすデザイン（講義）」 
・これもデザイン、あれもデザイン。 

・社会で役立つデザインとは。 

・見えるデザインと見えないデザイン。 

 

＜７月２５日（日）12：10～13：40＞  

第２講：「デザインを探す。分類する。感じる。（フィールドワーク）」  
  フィールドワークを行い、収集した気になるデザインを元にグループワークショップを行います。 

 

＜７月２５日（日）13：55～15：25＞  

第３講：「リデザインする（制作）」  
  ・デザイン思考のプロセス、問題発見から問題解決へ。 

・リ・デザインする。  

・制作したデザインの発表と講評。 

・今日のまとめ 

 

この授業は、美大サテライトセンターを会場に開講します。 

住所：秋田市中通２丁目８番１号 フォンテAKITA６階 

 

その他 7/25（日）は昼食を持参ください。（昼食時間 11：30～12：10） 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
7/25（日） 

10：00～11：30 12：10～13：40 13：55～15：25 

会場 秋田公立美術大学 サテライトセンター デッサン室 

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@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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令和３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 秋田公立美術大学 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔71〕景観デザインワークショップ 

（地域資源の気持ちになって考えよう） 

科目担当者 
（学部・学科・職・氏名） 

景観デザイン専攻 

准教授 菅原 香織 

授業概要 
地域資源を生かした景観デザインを考えるワークショップ形式の授業です。秋田駅西口バスターミナ

ルを参考事例としたケーススタディ、「地域資源クエスト」を用いたフィールドワーク、デザインワ

ークを行います。 

授業方法 

と留意点 

フィールドワークとデザインワークはチーム編成をして行います。能動的な態度を心がけてく

ださい。活動中は交通事故や体調不良・怪我に気をつけ、天候に応じた適切な服装で参加して

下さい。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月２２日（日）10：00～11：30＞  

第１講：「地域資源を生かした景観デザイン 地域資源クエストとは（講義）」 
 地域資源を生かした景観デザイン事例紹介「秋田駅西口バスターミナル」 

「地域資源クエスト」の開発経緯と使い方・本日の進め方説明 

 

＜８月２２日（日）12：10～13：40＞  

第２講：「地域資源フィールドワーク 秋田駅周辺（現地調査）」  
  【地域資源のみつめなおし（フィールドワーク）】 

【地域資源のまなびなおし（ストーリー）】 

 

＜８月２２日（日）13：50～15：20＞  

第３講：「フィールドワークのまとめと共有  

ディスカッションとワークショップ（演習）」  
 【地域資源のおもいおこし（ディスカッション）】 

【地域資源のみなおし（ワークショップ）】 

 

＜８月２２日（日）15：30～17：00＞  

第４講：「地域資源デザインワーク アイデア展開とふりかえり（演習）」 

  【地域資源のつなぎなおし（アイデア）】 

【地域資源のふりかえり（リフレクション）】 

 

この授業は、美大サテライトセンターを会場に開講します。 

住所：秋田市中通２丁目８番１号 フォンテAKITA６階 

 

その他 8/22（日）は昼食を持参ください。（昼食時間 11：30～12：10） 

テキスト 地域資源クエスト https://ru-cas.jp/rediscovery/quest/ ※授業の際プリントを配布します 

参考文献 生業景デザイン研究所 https://ru-cas.jp/ 

関連科目 景観デザイン演習１、地域プロジェクト演習Ａ・Ｂ 

開講日時 
8/22（日） 

10：00～11：30 12：10～13：40 13：50～15：20 15：30～17：00 

会場 秋田公立美術大学 サテライトセンター デッサン室 

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@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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令和３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 秋田公立美術大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔72〕都市・建築の<かたち>を考える 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

景観デザイン専攻 

准教授 井上 宗則 

授業概要 

都市や建築は、目で見て把握することができる<かたち>を伴って私たちの前に現れてきます。

この<かたち>がどのようにして生み出されているのか、その背後にある原理を国内外の事例を

もとに解説し、これからの都市や建築をデザインする方法を考えます。 

授業方法 

と留意点 
座学を中心としつつ、個人ワークを行う予定です。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月３１日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「身近にある都市・建築の<かたち>」 

都市や建築が何らかの<かたち>を有していることは、当たり前のことではありますが、それゆえ見過ご

しがちです。第１講では、身近にある都市や建築の<かたち>を把握する方法を学びます。 

 

＜７月３１日（土）15：15～16：45＞  

第２講：「都市・建築の<かたち>のデザイン」  

  都市や建築の<かたち>がどのようにして生み出されているのかを、国内外の優れた事例を通して学びま

す。<かたち>の原理を知ることは、これからの都市・建築を考えることにつながっていきます。 

 

その他  

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
7/31（土） 

13：30～15：00 15：15～16：45 

会場 秋田公立美術大学 景観デザイン演習室 

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@akibi.ac.jp 

前日までに欠席連絡 
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令和３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 秋田公立美術大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔73〕首里城に見る琉球王朝文化の建築様式 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

美術教育センター 

教授 澤田 享 

授業概要 

沖縄（琉球）は、中国や東アジアの外交や貿易を行い、王朝文化が華開いた。その建築にも本

土では見られない特有の美しさを有していた。先の大戦で焼失してしまったが、それら復元資

料により、その特徴を解説したい。 

授業方法 

と留意点 

自作プリント、スライドにて、特徴のある構造や細部意匠の見所について解説し、理解を

深めて頂きます。持参するものは筆記用具だけです。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１５名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２４日（土）13：30～15：00＞  

第１講：「首里城 Ⅰ」 

琉球の王朝文化の歴史と建築について 

 

＜７月２４日（土）15：15～16：45＞  

第２講：「首里城 Ⅱ」  

  城の構造ならびに意匠を中心として 

 

 

その他  

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
7/24（土） 

13：30～15：00 15：15～16：45 

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@akibi.ac.jp 

前日までに欠席連絡 
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令和３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 秋田栄養短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔74〕食生活と健康 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

栄養学科 

教授 廣川 忠男（計4名） 

授業概要 

栄養は、運動・休養とともに健康の維持増進の重要な要素です。本講では、食品と健康の関係、

病気と栄養、健康作りのための食事と献立など最新の話題や情報を織り交ぜながら健康と食事

の関連性について解説します。 

授業方法 

と留意点 

講義時間は大学と同じ1講義90分です。大学の講義時間を体験してみてください。マスク

を着用の上ご参加ください（着席は十分に間隔をとれるように配慮します）。 

授  業  計  画 

【募集定員人数５０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月１７日（土）13：00～14：30＞ 教授 笹田 陽子 

第１講：「明日をつくる食事の力」  
栄養・食生活は、一生を通じての健康づくりの基本です。適正体重を維持するエネルギー量の算出方法や

健康な食事について演習を通して理解を深めましょう。 

 

＜７月１７日（土）14：40～16：10＞ 教授 廣川 忠男         

第２講：「病気の原因を探る－貧血はどうして起こるの？－」   
病気は正常な生理機能が破綻することによって起こります。病気が発症する原因（原理）と予防について

理解するために、本講では貧血を例にして解説したいと思います。 

 

＜７月２４日（土）13：00～14：30＞ 教授 秋山 美展 

第３講：「おいしく食べて健康になろう」  
何をどのように食べるかによってあなたの頭と体は良くも悪くもなります。食品と健康との関係について

最新の話題や情報を織りまぜてお話します。 

 

＜７月２４日（土）14：40～16：10＞ 助教 田中 景子 

第４講：「免疫力アップ－バランスの良い食事を考えよう－」  
私たちの体は、食べたものでつくられています。勉強、部活と忙しい日々を元気で健康に過ごすために、

料理カードを使って栄養素・おいしさ・彩りのバランスの良い献立を考えてみましょう。 

その他 

7/17、7/24（土）この授業は秋田栄養短期大学を会場に開講します。 

情報：秋田栄養短期大学 秋田市下北手桜守沢46-1  

※両日ともに、秋田駅東口と本学間のスクールバス（無料）をご利用ください。 

時刻表は、秋田栄養短期大学ホームページでご確認ください。 

テキスト 毎回、講義内容をまとめたプリントを配布して進めます。 

参考文献 必要に応じて授業の中で紹介します。 

関連科目 家庭、保健 

開講日時 
7/17（土） 7/24（土） 

13：00～14：30 14：40～16：10 13：00～14：30 14：40～16：10 

会場 秋田栄養短期大学 351教場 

欠席連絡先 

秋田栄養短期大学  

電話：018-836-1357（平日9：00～17：00）  

E-mail: kyomu@nau.ac.jp / yuuki-sasaki@nau.ac.jp 
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令和３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 聖霊女子短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔75〕ようこそ保育の道へ 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

生活文化科 生活こども専攻 

講師 畠山 君子（計5名） 

授業概要 
生活こども専攻で開講されている「保育内容総論」「幼稚園教育実習指導」「幼児理解」

「こどもの音楽」「乳児保育」の中から下記のような内容で５人の先生が授業を展開します。 

授業方法 

と留意点 

講義と演習を組み合わせて高校生にわかりやすく授業します。特別準備することはありません

ので楽しく参加してください。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２６日（月）13：00～14：30＞ 講師 畠山 君子 

第１講：「ようこそ保育の道へ」  
意外に知られていない幼児教育の歴史を学び、子どもとは、保育とは、保育者とは、などの問いを一緒に考

えてみましょう。 

 

＜７月２６日（月）14：45～16：15＞ 講師 藤田 洋子         

第２講：「子どもの世界をのぞいてみましょう」   
子どもは遊ぶことが大好きです。「やりたい」「もっとやりたい」の心が弾む幼児の遊びを体験しましょう。 

 

＜７月２７日（火）13：00～14：30＞ 講師 佐藤 眞由子 

第３講：「うたあそびとミュージックベル」  
音楽にあわせて手話や、手遊び、手合わせ遊びを、楽しみましょう。ミュージックベルで皆さんとアンサンブ

ルを楽しみましょう。 

 

＜７月２７日（火）14：45～16：15＞ 教授 織田 栄子 

第４講：「子どもを援助する」  
絵を使って子どもと仲良くしましょう。 

 

＜７月２８日（水）13：00～14：30＞ 講師 石井 美和子 

第５講：「乳児と遊び」  
赤ちゃんは「五感」をすべて使って遊んでいます。赤ちゃんの遊びを体験してみましょう。 

 

その他 

7/26（月）～28（水）この授業は聖霊女子短期大学を会場に開講します。 

情報：聖霊女子短期大学 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）「高野二区」下車（340円） 

テキスト 資料配付 

参考文献  

関連科目 保育内容総論、幼稚園教育実習、幼児理解、こどもの音楽、乳児保育 

開講日時 
7/26（月） 7/27（火） 7/28（水） 

13：00～14：30 14：45～16：15 13：00～14：30 14：45～16：15 13：00～14：30 

会場 聖霊女子短期大学 CB02 

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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令和３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 聖霊女子短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔76〕食品と栄養の基礎知識 

栄養士、管理栄養士、栄養教諭の仕事を理解するために 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

生活文化科 健康栄養専攻 

教授 塚田 三香子（計5名） 

授業概要 
栄養士養成課程で学ぶ栄養学、食品学、食品衛生学、給食管理、調理学といった分野について、基

礎的で簡単な実験や演習も取り入れながら解説。各講義で栄養士、管理栄養士、栄養教諭の業務と

講義の関連についても説明。 

授業方法 

と留意点 

授業の目的は高校生向けに食品と栄養に関する正しい知識を伝え、食生活に興味を持ってもら

うことである。資料は講義前にプリントとして配付する。筆記用具を持参してほしい。第１～

第５講のうち、第４講と第５講は聖霊女子短期大学で行う。 

授  業  計  画 

【募集定員人数２４名】先着順で募集を締め切ります 

＜６月 ５日（土）13：30～15：00＞ 講師 浅野 純平 

第１講：「健康と栄養」  
身体と栄養素について学び、実際に体組成計（体重計に筋肉量の測定機能がついた計器）を用いて自己の身

体を把握し、栄養状態について考えます。また、スポーツ栄養学の基礎を学習します。 
 

＜６月１９日（土）13：30～15：00＞ 講師 豊嶋 瑠美子         

第２講：「食品の栄養と成分」   
身近な食品の栄養素を食品成分表を用いて基本的な栄養計算の仕方を学びます。 

 

＜６月２６日（土）13：30～15：00＞ 教授 塚田 三香子 

第３講：「食品の安全を守るために」  
食品の安全をおびやかすもの（リスク）にはどのようなものがあり、私たちはこれを避けるためにどのよう

な対策を行っているのでしょうか。食品の安全を守るための様々な技術、制度を知りましょう。 
 

＜７月１７日（土）13：00～14：30＞ 講師 伊藤 雅子 

第４講：「給食を提供するということ」  
給食を提供する対象者によって栄養士の仕事は多岐にわたっています。安全でおいしい食事を提供する

方法について学びましょう。（会場：聖霊女子短期大学、集団調理の機器見学含む） 
 

＜７月１７日（土）14：30～16：00＞ 教授 髙山 裕子 

第５講：「こどもの食と栄養」  
こどもの健やかな成長・発達に欠かせない食と栄養について学びます。そして「幼児向けのおやつ」を

作ってみます。（会場：聖霊女子短期大学、調理実習のためにエプロン・三角巾持参すること） 
 

その他 

7/17（土）の第4、5講は聖霊女子短期大学を会場に開講します。 

持参品：7/17（土）エプロン・三角巾 

情報：聖霊女子短期大学 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）「高野二区」下車（340円） 

テキスト 配付資料 

参考文献 定めない 

関連科目 生物 化学 家庭科 保健体育 

開講日時 
6/5（土） 6/19（土） 6/26（土） 7/17（土） 

13：30～15：00 13：00～14：30 14：30～16：00 

会場 カレッジプラザ 聖霊女子短期大学 P201、試食室・調理室 

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 



- 77 - 

令和３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 日本赤十字秋田短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     
〔77〕身近な社会福祉の問題を考えてみよう 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

介護福祉学科 

教授 土室 修（計2名） 

授業概要 
私たちが暮らす地域の中にはどのような福祉課題があるのか、それらの解決に向けてどのよう

な仕組みづくりがなされているかについて解説していきます。 

授業方法 

と留意点 
主に講義形式で授業を行います。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１８名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月２８日（水）13：00～14：30＞  

第１講：「秋田の地域が抱える福祉課題について」 

                     教授 土室 修 

 

＜７月２８日（水）14：45～16：15＞  

第２講：「秋田における介護福祉の課題」  

                              准教授 藤沢 緑子 

   

その他  

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 
7/28（水） 

13：00～14：30 14：45～16：15 

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 
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令令和３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 聖園学園短期大学 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔78〕楽しく学べる保育科入門 

 （～子どもと共に歩む保育者をめざして～） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

保育科 

准教授 猿田 興子（計5名） 

授業概要 
本学保育科で開講している科目を複数の教員がオムニバス形式で紹介し、保育や保育者についての

興味・関心を高めると共に保育科短大への理解推進を図る内容を展開する。 

授業方法 

と留意点 

講義や演習を組み合わせた内容の授業を行う。子どもや保育に興味・関心があれば、事前に

細かな知識は必要ありません。 

授  業  計  画 

【募集定員人数５０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月 ６日（火）17：30～19：00＞  

第１講：「保育の面白さ～成長につながる遊びと生活～」(保育実習) 

准教授 猿田 興子 
 

＜７月１３日（火）17：30～19：00＞          

第２講：「福祉の初歩」(社会福祉) 

                                                                                             講師 藤原 法生 

 

＜７月２０日（火）17：30～19：00＞  

第３講：「遊びと心理学～遊ぶ力と発達～」(発達心理学) 

                                                                                            准教授 金澤 久美子 
 

＜７月２７日（火）17：30～19：00＞  

第４講：「読み解こう！絵本の世界」（児童文学） 

                                                                                   講師 大原 かおり 
 

＜８月 ３日（火）17：30～19：00＞  

第５講：「保育の面白さ～子どもと遊び～」（教育実習） 

講師 佐々木 啓子 

 

その他  

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
7/6（火） 7/13（火） 7/20（火） 7/27（火） 8/3（火） 

17：30～19：00 

会場 カレッジプラザ 

欠席連絡先 
聖園学園短期大学  

電話：018-862-0337（平日9：00～17：00） E-mail: kyomuka@misono-jc.ac.jp 
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令和３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 秋田職業能力開発短期大学校 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔79〕てづくりの面白さ 

 （ろう接でオリジナル指輪をつくる） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

生産技術科 

教授 田山 英臣 

授業概要 
製品をつくる方法は数多くあります。その中で金属をつなげる方法の一つ、ろう接技術を使い、

手づくりによるものづくり技術の紹介と楽しさを体験します。 

授業方法 

と留意点 

ろう接技術が、身近なところで用いられていることを知ってもらい、指輪づくりを通して

手づくりの難しさと楽しさを知る。また、ものづくりへの興味・関心をもってもらう。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ５日（木）10：30～12：00＞  

第１講：「ろう接技術」  

金属を接合する方法のひとつである、ろう接技術について学ぶ。更にろう接技術の演習を行い、ろう接に

関する技術を習得する。 

 

＜８月 ５日（木）13：00～14：30＞          

第２講：「ろう接実習」   

指輪の下成形からろう接をおこない、オリジナル指輪を作成する。 

 

 

その他 
この授業は、秋田職業能力開発短期大学校を会場に開講します。 

昼食を持参ください。（昼食時間12：00～13：00） 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
8/5（木） 

10：30～12：00 13：00～14：30 

会場 

秋田職業能力開発短期大学校 404教室 

住所：大館市扇田道下6-1 

（秋北バス「市役所前」バス停より徒歩15分） 

欠席連絡先 
秋田職業能力開発短期大学校  

電話：0186-42-5600（平日9：00～17：00） E-mail: akita-college03@jeed.go.jp 
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令和３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 秋田職業能力開発短期大学校 

科目名 

(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     

〔80〕割り箸ブリッジコンテスト 

 （「軽く」「強い」構造を学ぶ） 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

住居環境科 

准教授 小林 健 

授業概要 
市販の割り箸と養生テープを使用して決められた支点間に掛ける橋を作り、どれだけの荷重に  

耐えられるかを競います。軽く作れば作るほどポイントが加算される質量係数を採用します。 

授業方法 

と留意点 

軽い構造体でいかに大きな荷重に耐えられるか、、、地震大国日本においては大きな課題です。

本講座では、割り箸ブリッジを作成することで力学的な知識が無くても感覚的に力の流れを

考え、具現化することを目的としています。 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜７月３０日（金） 9：30～11：00＞  

第１講：「割り箸ブリッジコンテストの概要」  
コンテストのルールを中心に、過去の記録や安全作業について説明する。 

 

＜７月３０日（金）11：10～12：40＞          

第２講：「割り箸ブリッジコンテストの概要」   
コンテストのルールを中心に、過去の記録や安全作業について説明する。 

 

＜７月３０日（金）13：20～14：50＞  

第３講：「製作」  
各自で制作をする。 

 

＜７月３０日（金）15：00～16：30＞          

第４講：「製作」   
成果発表と表彰式。 

 

その他 
この授業は、秋田職業能力開発短期大学校を会場に開講します。 

昼食を持参ください。（昼食時間12：40～13：20） 

テキスト 自作テキストを使用 

参考文献  

関連科目  

開講日時 
7/30（金） 

9：30～11：00 11：10～12：40 13：20～14：50 15：00～16：30 

会場 

秋田職業能力開発短期大学校 224教室 

住所：大館市扇田道下6-1 

（秋北バス「市役所前」バス停より徒歩15分） 

欠席連絡先 
秋田職業能力開発短期大学校  

電話：0186-42-5600（平日9：00～17：00） E-mail: akita-college03@jeed.go.jp 



- 81 - 

令和３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 秋田職業能力開発短期大学校 

科目名 
(ｻﾌ゙ ﾀｲﾄﾙ)     〔81〕ＡＩ入門 

科目担当者 

（学部・学科・職・氏名） 

電子情報技術科 

教授 浅野 英樹 

授業概要 

はじめにAIを含む情報科学の基本を知るために、計算機と通信に関する歴史について学びます。

後半では、現在のAIの基本である機械学習(ニューラルネットワーク)の基礎を学び、プログラミ

ングにも挑戦します。 

授業方法 

と留意点 
 

授  業  計  画 

【募集定員人数１０名】先着順で募集を締め切ります 

＜８月 ５日（木） 9：30～11：00＞  

第１講：「計算機と通信の歴史」  
計算道具から機械式計算機、電子計算機への変遷を概観します。通信の歴史を科学の発展を交えて概観

します。また、インターネットおよびブラウザがどのように誕生したかを学びます。 

 

＜８月 ５日（木）11：10～12：40＞          

第２講：「ニューラルネットワーク入門」   
現在のAIを支える技術はディープラーニングですが、その基礎はニューラルネットワークです。ニュー 

ラルネットワークの入門としてパーセプトロンについて学びます。 

 

＜８月 ５日（木）13：20～14：50＞  

第３講：「Pythonプログラミング入門」  
プログラム言語 Pythonの基本を学びます。 

 

＜８月５日（木）15：00～16：30＞          

第４講：「Pythonによるパーセプトロン、ニューラルネットワークの実装」   
プログラム言語 Python使用して、実際にパーセプトロンやニューラルネットワークのプログラムを作成

し動作を確認します。 
 

その他 
この授業は、秋田職業能力開発短期大学校を会場に開講します。 

昼食を持参ください。（昼食時間12：40～13：20） 

テキスト  

参考文献  

関連科目  

開講日時 
8/5（木） 

9：30～11：00 11：10～12：40 13：20～14：50 15：00～16：30 

会場 

秋田職業能力開発短期大学校 404教室 

住所：大館市扇田道下6-1 

（秋北バス「市役所前」バス停より徒歩15分） 

欠席連絡先 
秋田職業能力開発短期大学校  

電話：0186-42-5600（平日9：00～17：00） E-mail: akita-college03@jeed.go.jp 


