
四国学院大学 

１．出張授業プログラム 

大学の授業内容を、高校生向けにアレンジしてダイジェスト版でお届けします。 

 

 

 

 

申込方法 

下記内容を四国学院大学入試課までお知らせください。 

●ご希望の授業名と担当者名 

●希望日、希望時間 

 ※担当教員と日程調整をいたしますので第 3希望までお知らせください。 

●対象学年 

●出張授業の目的（例：生涯学習の一環等） 

お申込み頂いた後、日程調整をさせていただきます。ご不明な点、詳細等についてはお

気軽に入試課に問い合わせください。 

 

〈お申込・お問合せ先〉 

四国学院大学 入試課 

TEL：０１２０－４５９－４３３ 

E-mail :info@sg-u.ac.jp 

 

無償プログラム 

文学部 出張授業一覧・・・P1～6 

社会福祉学部 出張授業一覧・・・P7～11 

社会学部 出張授業一覧・・・P12～19 

教養教育 出張授業一覧・・・P20～21 

各メジャー等プログラム（無償） 

文学部・・・P1～5 

社会福祉学部・・・P6～9 

社会学部・・・P10～15 

教養教育・・・P16～17 

 

演劇を用いたワークショッププログラム（有償）・・・P18 



 

 

 

各メジャー等プログラム 
講師料、講師交通費も無償で提供しております。 
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文学部 

文学メジャー 

●授業名 ●授業内容 

『不思議の国のアリス』を読む  

-19世紀イギリス文化の光と影- 

ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』はディズニー映画で有名ですが、実際に

は 19世紀後半のイギリス文化が濃厚に描き込まれた大変奥深い作品です。本授業

では、挿絵の解説を含めて、作品中に描き込まれた作者の自伝的背景や当時の文

化的社会的背景を解説します。（パワーポイント使用） 

担当者名 教 授／菅田 浩一 

 

●授業名 ●授業内容 

夏目漱石『こころ』について 
夏目漱石の『こころ』を取り上げ、なぜこの作品が名作かを明らかにしたいと

思います。友情か恋愛かという図式的な理解では、はかり知ることのできない

奥深さを『こころ』は秘めています。まさに人間の「心」の深淵を描き出した

作品なのです。同時に本を「読む」とはどういうことかを考えたいと思います。 

担当者名 教 授／島 達夫 

 

●授業名 ●授業内容 

太宰治『走れメロス』の世界 

-義人メロスの死と再生- 

太宰治の『走れメロス』は、しばしば「愛と信頼の素晴らしさを歌い上げた明

るく単純な作品」として紹介されます。確かに「明るい」のですが、けっして

「単純」な作品ではありません。「愛と信頼」は、事実、本当に可能なのか。

「正義の人」メロスの挫折と再生のプロセスを追いつつ考えます。 

担当者名 教 授／丹羽 章 

 

 

 

哲学メジャー 

●授業名 ●授業内容 

Internationalization and 

"new knowledge" 

Internationalization and the knowledge of foreign languages are the 

keywords of the new century. Is Japan ready to meet this challenge? What 

is "new knowledge"?  

担当者名 教 授／チェレシネーシ・ラースロー 
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●授業名 ●授業内容 

考えることの魅力 
よく考えることは日常生活でも勉強でも大事です。しかし、それこそよく考え

てみると、なぜ大事なのか実ははっきりしていないことに気づきます。「よく

考えた方が間違いが少ないだろう」という漠然とした印象では説明になりませ

ん。そこでこの出張授業では、よく考えることにはもっとポジティヴで魅力的

な点があると説き、考えることの重要性をよりきちんと説明することを試みま

す。 

担当者名 教 授／重永 哲也 
 

 

 

 

歴史学・地理学メジャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

歴史を「知る」から「考える」

へ 

大学では、歴史について「知る」ことと同時に、歴史について「考える」こと

を大切にします。過去に生きていた人々はすべて、私たちと同じく、生まれる

時代も場所も選択できぬままに人生を与えられた人々です。そのなかで、彼ら

／彼女たちは、それぞれどう生きてきたのか、生活に密着した資料を読むこと

で、「考えて」みましょう。 

担当者名 教 授／倉敷 伸子 

●授業名 ●授業内容 

地図・地球儀に親しもう 
皆さんは、地図や地球儀に親しんでいるでしょうか。私たちの生活が営まれる

場、それがこの地球の上であります。その地球の模型が地球儀であり、地球表

面全体または一部を平面に描いたものが地図です。ですから、もっと地図・地

球儀を身近に覚えてみませんか。そうすることにより、世界について、日本に

ついてはもちろん、皆さんの郷土の見方、見え方が変わり、さらには、地図・

地球儀に楽しみを覚えられます。 

担当者名 教 授／速水 清隆 
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英語メジャー 

 

 

 

 

平和学メジャー 

●授業名 ●授業内容 

愉快な翻訳論 

 

"Yes, captain!"この簡単な英文を日本語に訳せますか？「はい、船長」？「了

解、機長」？「いいわよ、キャプテン」かもしれませんよ。「へい、ダンナ」

の可能性もあるし、「違うぞ、大佐」もないとは言えない。訳文は前後関係（文

脈）の中でしか決められないものです。文脈の大切さを中心に翻訳について愉

快に語ります。 

担当者名 教 授／赤井 勝哉 

●授業名 ●授業内容 

The Dance of Conversation 

 

Having a conversation is a lot like dancing. You need to practice the steps 

until you can do them smoothly with your partner. But what are the "steps 

of conversation"? How is conversation organized? How can you learn to do 

English conversation? This presentation will introduce some of the basic 

ideas of English conversation.  It's fun and it's easy. I can show you how 

to start having fast and natural conversations in just one day! 

担当者名 教 授／カロル・ドナルド 

●授業名 ●授業内容 

英語で比較文化論 
In this class, we will compare different cultures ― in the US, the UK and 

Japan ― through statistics about the three countries, including the use 

of maps. I have lived for long periods in all three countries, so I will 

also give personal impressions of cultural differences and similarities. 

The class will be delivered in a mixture of simple English and simple 

Japanese. 

担当者名 教 授／中西 ウェンディ 

●授業名 ●授業内容 

「裁判員制度と死刑を考える」 

 

裁判員制度とは、衆議院議員の選挙権を有する国民が、刑法で死刑又は無期懲

役・禁錮に当たる重罪に係る刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官との合議

体で、有罪・無罪の決定と量刑を言い渡す制度のことです。100年以上も死刑制

度を維持する日本に対して国連等が推奨する死刑廃止について、人権の面から

考えます。 

担当者名 教 授／ムアンギ・ゴードン 
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学校教育メジャー 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

教育現場における心理学の必要

性 

教育というのは、教科目について深い専門的知識があるというだけでは、決し

てうまくいきません。児童や生徒の個々の特徴や在り方をよく理解しなければ、

教育は成り立たないのです。そのために、心理学が必要となってくるのです。

教育心理学では、教育現場において、心理学が貢献できる内容について学んで

いきます。 

担当者名 教 授／大木 祐治 

●授業名 ●授業内容 

色彩の世界 
造形芸術の基本的な要素である「色」は，幼稚園や小学校における造形教育に

おいても基本的で重要な要素となります。本授業では，身近な物品を例にして

様々な配色の効果やその表情を紹介し，「色」についての理解を深めます。 

担当者名 教 授／松村 武夫 

●授業名 ●授業内容 

教員養成制度の現状と課題 

 

現在の教育職員免許法の構成を中心に、教員免許制度の構造あるいは教員免許

状の種類などを簡潔に解説します。また、併せて現在の教員採用の構造や特徴、

および現在求められている教員像などについても簡単に講義します。 

担当者名 教 授／元井 一郎 

●授業名 ●授業内容 

教職基礎論－現代社会と教員 

 

教員という職業について、その歴史的な構造や養成制度のあり方を解説しなが

ら、現代社会において求められている「教職」あるいは教員像について解説し

ます。特に、教員という「職業」の在りようについても分かりやすく講義をし

ます。 

担当者名 教 授／元井 一郎 

●授業名 ●授業内容 

メ デ ィ ア リ テ ラ シ ー IT

【information technology】の部 

教育の場においても、情報通信技術(ICT)は不可欠なﾂ—ﾙです。ITとICTは同義語

になります。また、環境もクラウド化に向かっています。今後、どのように個

人情報を守って上手に使用するかを学びます。皆さんのスマホとﾀﾌﾞﾚｯﾄPCを例

に取り上げて説明します。 

※インターネット接続、PC接続環境必要 

担当者名 教 授／深井 克彦 
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●授業名 ●授業内容 

どうして勉強するのか？ 
「なぜ、こんな役に立ちそうもない知識を覚えるのか？」「どうしてだれもが

勉強しなければいけないのか？」 だれもが一度は抱く学校や勉強への疑問に

対し、教育社会学の視点で考察します。あわせて、これからの新しい時代を生

きるための勉強の仕方をみんなで考えてみましょう。 

担当者名 教 授／六車 治 

●授業名 ●授業内容 

教員志望者のための教育学 
私たちは、誰もが児童や生徒として教育を受けたことがあります。そのため、

わざわざ大学で教育学を学ばなくても教員がつとまると考えている人がいるか

もしれません。そこでこの講義では「そもそも教育とはなにか」「なぜ教員志

望者は大学で教育学を学ぶ必要があるのか」について考えてみたいと思います。 

担当者名 助 教／藤本 駿 
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社会福祉学部 

社会福祉学メジャー 

 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

貧困問題と社会福祉 
日本の相対的貧困率は、16.1％（2012年）である。6.2人に1人が貧困線以下の

生活をしていることになる。貧困問題を社会構造の問題として捉える必要性や、

問題解決のために社会福祉、特に生活保護制度の果たす役割について話す。 

担当者名 教 授／金 永子 

●授業名 ●授業内容 

地域福祉を考える 

 

いま、地域福祉への関心、期待が高まっています。この授業では、地域福祉と

は何か、なぜいま注目されているのか、私たちにできることは何か、などにつ

いて具体的な実践例をまじえて説明します。また、自分たちが暮らしている地

域の課題として、これからの地域福祉のあり方を一緒に考えてみたいと思いま

す。 

担当者名 教 授／石井 洗二 

●授業名 ●授業内容 

18歳からの社会保障 
選挙権年齢をこれまでの20歳以上から18歳以上に引き下げる、改正公職選挙法

が2015年に成立しました。従来よりも一層、高校生までの間に、有権者として

判断できるだけの正しい知識と行動力を身につける社会保障教育を行うことが

求められています。そこで、まず社会保障とは何かについて一緒に考えてみま

しょう。 

担当者名 教 授／李 静淑 

●授業名 ●授業内容 

高齢者福祉―老後生活の支えに

ついて考える－ 

社会の高齢化にともなう課題が良く取り上げられます。長生きする人が増える

ことは社会にとってなぜ問題視されるのでしょうか。高齢者の医療、介護、福

祉のニーズをどのように充足されているのでしょうか。授業を通じて、これら

のことの一部を取り上げてご紹介しながら、これから必要となる支えについて

みなさんと一緒に考えていきたいと思います。 

担当者名 准教授／羅 佳 
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心理学・カウンセリングメジャー 

 

 

 

 

 

地域社会と福祉実践メジャー 

●授業名 ●授業内容 

ユングの『タイプ論』 

 

C・G・ユングは、人間には「タイプ」があって、タイプによって物の見方、考

え方が違うのではないかと考えました。「相補性」、「全体性」など、ユング

心理学の重要な概念に触れながら、人生について、人間関係について、「タイ

プ」という観点から考えてみようと思います。 

担当者名 教 授／丹羽 章 

●授業名 ●授業内容 

子どもたちを支える仕事 

-心理学- 

 

「子どもに関係する仕事って何がある？」と問われたら、どのような仕事を思

い付くでしょうか。幼稚園や保育所の先生、小学校の先生、中学校の先生とい

った「先生」と一般に呼ばれる職業を挙げることが多いでしょう。あるいは、

スクールカウンセラーや小児科医、弁護士、児童相談所職員、といった仕事を

想起することもあるでしょう。私が専門にしている心理学は、「子どもたちを

支える」ことを目的とします。この社会に生まれ、成長している子どもたちが

困ったとき、傷ついたとき、育つ環境に大きな問題があるとき、何らかの解決

が必要です。「支える」心理学は、この仕事に携わります。大学時代はその基

礎を学ぶ時期に当たります。 

担当者名 教 授／会沢 勲 

●授業名 ●授業内容 

心理学を学んだ人ができること 
「心理学を学ぶとどのような仕事に就くことができますか。」という質問を受け

ることがあります。心理学とはどのようなものか、そして心理学がどのように

私たちの社会に役立つことができるかを皆さんと一緒に考えていきたいと思っ

ています。 

担当者名 准教授／山口 孔丹子 

●授業名 ●授業内容 

対人援助技術を学ぶ 

 

イギリスの慈善活動からはじまり、アメリカにおいて体系化されたソーシャル

ワーク(個別相談援助)を概観しながら、主に援助者の視点や価値観、具体的な

援助技法等について、実践例を用いて分かりやすく解説します。 

担当者名 教 授／西谷 清美 
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こころとからだの福祉メジャー 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

障害者が暮らしやすい地域に 

していくために 

日本には、人里離れた施設で一生を過ごす障害者がまだ数多くいます。障害を

もつ人もそうでない人も身近な地域で一緒に暮らせる社会にしていくために

は、どうしたらいいのでしょうか。そのための活動を進めている事例を紹介し

ながら、一緒に考えていきます。 

担当者名 教 授／片岡 信之 

●授業名 ●授業内容 

子どもを虐待から守るために 

できること 

みなさんが将来親になった時、育児に関わることになった時、どのように子ど

もとかかわれば良いのか？実際に地域で保護者や支援者に実践されている親子

関係支援プログラムを体験し、子どもたちを虐待から守るためにできることは

何か考えます（パワーポイントとDVDを使用）。 

担当者名 助 教／北川 裕美子 

●授業名 ●授業内容 

医療と社会福祉  

-患者・家族の生活問題とその支援- 

医療機関には様々な専門職が働いています。その医療スタッフと協力し患者や

家族の抱える生活問題の解決や退院に向けた支援をするのが、医療ソーシャル

ワーカーと呼ばれる社会福祉の専門職です。授業ではその業務内容を紹介しな

がら、私たちが健康をそこなったときに直面する生活問題とその解決に向けた

支援についてお話します。 

担当者名 教 授／島影 俊英 

●授業名 ●授業内容 

思春期とメンタルヘルス 
からだは元気なのに何かおかしい。最近、自分が今一つしっくりこない。思春

期は、自分が何者であるかを探すために毎日があるようなものです。ちょっと

したつまずきが、しっくりこない自分を感じさせます。講義では、思春期のメ

ンタルヘルスの課題に焦点をあてながらメンタルヘルスの大切さについて授業

します。 

担当者名 教 授／富島 喜揮 
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子ども福祉メジャー 

 

 

 

 

スクールソーシャルワークマイナー 

●授業名 ●授業内容 

子どもが“育つ”ために考える

こと 

いま、子ども達の育つ環境を見ると様々な問題や課題が見えてきます。あなた

自身が抱える問題もまた「子どもの育ち」の問題と関連性があります。子ども

が成長するなかで、家庭・大人・地域社会に求められる役割を明らかにして専

門職者になったときに問われる課題を考えたいと思います。子どもが好きだけ

ではできない仕事。 

担当者名 教 授／野崎 晃広 

●授業名 ●授業内容 

子ども文化へのいざない 
わが国が生んだ「児童文化」という言葉には、子どもたちにこそ、”よいもの”

を届けようという思いが込められています。そうした児童文化を支えた文学家、

美術家、音楽家の思いや活動についてお話します。 

担当者名 教 授／大山 治彦 

●授業名 ●授業内容 

スクールソーシャルワーク  

～学校で子どもを支援するために～ 

現在の学校には、不登校、いじめ、非行、リストカット等、様々な形で支援を

必要としている子どもがいます。スクールソーシャルワークとは簡単に言うと、

学校のなかで様々な困難に直面している子どもたちを、子どもたちの側に立っ

て福祉の視点で支える活動です。その特徴について事例を用いながらわかりや

すく説明します。 

担当者名 教 授／浜田 知美 
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社会学部 

社会学メジャー 

 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

現代社会のなかで「大人になる」

ということ 

横溢し錯綜する情報と多様化するライフスタイルは、若者たちの大人社会への

道筋をかつてないほど複雑で困難なものにしているといわれています。それに

しても、「大人になる」とはいったいどういうことなのでしょう。私たちはな

ぜ「大人にならなければ」ならないのでしょう。この授業では、「大人になる」

ということの現代的意味とその課題について考えていきます。 

担当者名 教 授／佐藤 友光子 

●授業名 ●授業内容 

アウトドア系社会学〜社会調査

とフィールドワーク〜 

社会学って何？って思う方へ。社会学を支える社会調査とフィールドワークに

ついて説明します。社会調査とフィールドワークのノウハウは社会学だけでは

なく、他の学問領域にも応用可能。また、社会に出てからも社会人生活を支え

助けになる色々なヒントが詰まっています。 

 

担当者名 教 授／関 泰子 

●授業名 ●授業内容 

テキスト解釈の方法と実践 

 

インターネット上はもとより、出版刊行物や映像などさまざまな情報に囲まれ

て私たちは生きています。新聞記事・TVドラマ・音楽などの中にすら多種多様

の情報を読み取ることが可能です。この授業ではこうしたメディア媒体をテキ

ストと位置づけ、言説の読解を通じて社会構造の一端を確認する技法を習得し

ていきます。 

担当者名 准教授／竹本 達也 

●授業名 ●授業内容 

ヨソモノはつらいよ！？ 

 

新聞やテレビで「国際化」「グローバリゼーション」「地球市民」という言葉

を目にしたり耳にしたりすることがあっても、自分のこととして実感するのは

なかなか難しいことです。異なる文化・社会に飛び込んで、他人のこと・自分

のことを知ろうとする、文化人類学とフィールドワークについて話します。 

担当者名 教 授／吉田 世津子 
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メディア＆サブカルチャー研究メジャー 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

オリンピック・パラリンピック

から考える 

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催がメディアを賑わせています。

この大きな大会はこれからの日本の行方を定める大きな出来事となることでし

ょう。しかしオリンピック、パラリンピックとはそもそもどのようなもので、

どのような道をたどってきたのでしょうか。本授業ではオリンピック、あるい

はパラリンピックのトピックスを取り上げて社会学的視点から課題を明らかに

します。なお授業に際しては、オリンピック、パラリンピックのいずれかを主

題とします。 

担当者名 教 授／逢坂 十美 

●授業名 ●授業内容 

メディアと空間 

 

我々は日頃、テレビやラジオ、新聞やインターネットなど様々なメディアから

情報を得ていますが、自分以外の者とコミュニケーションすることで得る情報

も多くあります。これらのコミュニケーション行動を「空間」という軸で整理

し、日常のメディアとの関係について理解を深めていきます。 

担当者名 准教授／川又 実 

●授業名 ●授業内容 

テキスト解釈の方法と実践 

 

現代社会の人間関係には様々な様相があります。中でも近年目立ってきた「つ

るむ」という関係性の特異性を見逃すことはできないでしょう。それにしても

この関係性はいかなるものなのでしょうか。この授業では、ＴＶドラマや小説

を素材にそこで描かれている関係性を組織社会学の観点からひもといてみよう

と思います。 

担当者名 准教授／竹本 達也 

●授業名 ●授業内容 

「オタク」文化と社会学 

 

マンガ、アニメ、PCゲーム、コスプレ、鉄オタ、メイドカフェ・・・今やオタ

ク文化は、現代日本の文化シーンを語るうえではずすことのできない重要な要

素と考えられます。当然のことながら、社会・文化現象を理解し解釈する学問

分野である社会学の研究者たちもオタク文化に少なからず関心をよせていま

す。この授業では、社会学がオタク文化をどのように扱っているかを解説し、

オタク文化を社会学的な切り口で読み解いていきます。 

担当者名 教 授／佐藤 友光子 
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観光学メジャー 

 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

妖怪の比較文化論 
日本ではおなじみの妖怪。『ゲゲゲの鬼太郎』『妖怪ウォッチ』と人気アニメ

にもなっています。海外にも妖怪はいます。福を呼ぶ妖怪、人々を怖がらせる

妖怪等々。人間の想像力はなぜ妖怪を生み出してきたのでしょう。そして、生

態や文化の違いは妖怪にどのような違いをもたらすのでしょう。妖怪を通じて

の比較文化論、現代文化論への誘いです。 

担当者名 教 授／関 泰子 

●授業名 ●授業内容 

スポーツとメディア 

 

近代スポーツの発展にメディアは大きな役割を果たしてきました。この授業で

はスポーツとメディアの関わりについての歴史を追いながら、メディアに映し

出されるスポーツを、少し離れたところから（客観的に）みることによって、

私たちとスポーツをつなぐ、まさに媒体としてのメディアの＜意図＞と＜機能

＞を探ります。 

担当者名 教 授／逢坂 十美 

●授業名 ●授業内容 

イベント・文化ツア－で世界を

知ろう 

旅の体験は私たちの世界を見る目を大きく開いてくれます。この授業では国内

外の祭や文化イベントを主な素材とする「イベント・文化ツア－」の魅力を、

身近な国内イベントツア－や、イギリスや韓国など海外の珍しい文化体験ツア

－を紹介しながらお話します。 

担当者名 教 授／橋本 一仁 

●授業名 ●授業内容 

観光景観論 

 

ユネスコが人類の至宝として登録する世界遺産は、そのほとんどが著名な観光

地になっている。近年、自然遺産のみならず、文化遺産においてもその文化的

景観が登録認可の重要な要素になっている。ここでは、観光資源の立場から文

化的景観について解説する。 

担当者名 教 授／伊藤 松雄 
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身体表現と舞台芸術マネジメントメジャー（演劇コース） 

 

 

 

国際文化マネジメントメジャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

観光開発論 

 

新しい観光素材の開発には、「新しい素材を作る」と「見落としている素材を

発見する」の２つの方法があります。このうちの「素材の発見」について、視

点を変えるだけで見つかる珍しくておもしろい香川県の観光素材を、いくつか

紹介します。 

担当者名 教 授／田尾 和俊 

●授業名 ●授業内容 

世界の舞台芸術 

～イギリスの舞台から～ 

舞台芸術は、演劇、オペラ、ダンス、音楽、芸能など多岐に渡り、私たちの生

活に「カイカン感」を生み出す重要な役割を担ってきました。この授業では、

世界の舞台芸術の中から、主にイギリスの演劇を中心的な題材として、その歴

史や今日の成果、また今注目の舞台芸術活動と快適な地域づくりの方法を実例

に基づいて学びます。 

担当者名 教 授／橋本 一仁 

●授業名 ●授業内容 

国際文化交流入門 

～四国学院大学の国際プログラムから～ 

現代国際社会は、実に様々な言語や文化で成り立っていますが、私たちは多様

な言葉や文化価値の違いをこえて、「共生」世界を作りだして行かなければな

りません。この授業では、四国学院大学が30年をこえて実践してきた、日韓国

際学生セミナ－や英国研修等を事例として、これからの国際文化交流のあり方

について学びます。 

担当者名 教 授／橋本 一仁 
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情報加工学メジャー 

 

 

 

 

 

ベースボール科学メジャー 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

発想力開発論 
「私はアイデアが出ない」「発想力がない」と言う人がたくさんいますが、世

の中のアイデアや発想のほとんどは天性の才能が生み出すものではありませ

ん。この授業では、アイデアを生み出すための初歩の手法をたくさん紹介しま

す。その「入り口」を知れば、あとは練習を積むことで発想力や創造力はどん

どん身に付いていきます。 

担当者名 教 授／田尾 和俊 

●授業名 ●授業内容 

マーケティング論 

 

「物やサービスを作って売る」という過程のすべてを総称して「マーケティン

グ」と言います。社会に出るまでの生徒や学生は「物を買う人、サービスを受

ける人」ですが、社会に出た瞬間、「物を作って売る人、サービスを提供する

人」の側に回ることになる。そのマーケティングの基本的な仕組みと意義をお

話します。 

担当者名 教 授／田尾 和俊 

●授業名 ●授業内容 

ベースボールの栄養学 
四国学院大学スポーツ科学研究室のこれまでの研究成果、また本学硬式野球部

が実際に行っている栄養補給のポイントや、『Water Loading』と呼ばれる効果

的な水分補給の方法などを交えながら、ベースボールプレイヤーにとって必要

な栄養学の基本をご紹介します。 

担当者名 教 授／漆原 光徳 

●授業名 ●授業内容 

ベースボールの歴史と展開 
ベースボールが日本に伝わってからの発展と変遷の経緯を述べ、ベースボール

と野球の違いについて考えます。そして、ベースボールが現在どのような学問

的アプローチを受けているのかを明らかにし、本学硬式野球部の活動内容と新

たな試みについて紹介します。 

担当者名 准教授／近藤 剛 
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健康・スポーツ科学メジャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

高校生のためのスポーツトレー

ニング基礎 

根性論だけでトレーニングしていませんか？トレーニングに計画性は？パフォ

ーマンスアップのために取り組まれるスポーツトレーニング、より効果的にな

るよう実技もふくめて、情報提供します。伸び盛りの高校時代、成長期の健康

についても一緒に考えていきましょう。そして、健康スポーツ科学により興味

を持ってください。 

担当者名 教 授／片山 昭彦 

●授業名 ●授業内容 

健康・スポーツのあゆみ 

 

近年では老若男女を問わず、多くの人が健康を求めスポーツに親しんでいます。

「健康」や「スポーツ」という用語がこれほど注目を浴びた社会は、現代が初

めてではないでしょうか。健康・スポーツと社会との結びつきを踏まえた上で、

今後の私たちの生活とどのような関わりを持っていくのかについて考えます。 

担当者名 准教授／近藤 剛 

●授業名 ●授業内容 

高校生のためのスポーツ社会学 
「スポーツとは何か」の定義、および現代スポーツの考え方を理解します。ス

ポーツの文化性に基づく、スポーツ観やスポーツ規範の重要性について学習を

深め、これからのスポーツの発展を考察します。 

担当者名 教 授／清水 幸一 

●授業名 ●授業内容 

高校生のためのスポーツ教育学 

 

スポーツは、人々に感動を与え、生きる力と勇気を与えます。スポーツを通し

て人々は、友情を培い、仲間の和を広げます。しかしその一方で、スポーツは

暴力と不正を生み、強い者は弱い者を支配したり、排除する場ともなります。

スポーツのもつ教育的可能性を探りながら、スポーツ教育の目的、内容、方法

について基本的な知識を講義します。 

担当者名 教 授／清水 幸一 
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教養教育科目 

 

 

 

 

 

 

 

●授業名 ●授業内容 

大学生になって好きになれる 

英語！  

大学での英語の授業は辛いものなのか、それとも楽しいものなのか…。高校の

英語の授業とは少し異なる実用的なコミュニケーション能力を身につけること

を目指した大学の英語の授業をぜひ体験してみてください。 

担当者名 准教授／中澤 加代 

●授業名 ●授業内容 

ゴミを通して物の性質を調べる 
身近な生活の中で見られるゴミを、簡単な化学実験を通してその性質を調べる。

そのことを通して生活の仕方の工夫を学び、ゴミの分別の必要性についての理

解を深める。小・中・高の理科・化学だけでなく、環境学習の内容も含む。 

担当者名 教 授／杉本 孝作 

●授業名 ●授業内容 

体験学習法  

－直接体験（遊び）から 

コニュニケーションを学ぶ－ 

「体験」は、何よりもすばらしい「学習のスタイル」です。ねらいを明確にし

た活動（遊び）を通した体験によって構成され、知識伝授型ではなく、参加者

（学習者）主体型の学習法です。実際に、いろんなゲーム（遊び）を体験する

ことによって、学び方を学びます。生涯にわたって様々な場面で活用すること

ができます。さあ、みんなで遊びましょう。 

担当者名 教 授／清水 幸一 

●授業名 ●授業内容 

日本語教育と 

コミュニケーション 

日本語が母語でない人に日本語を教えていると、色々な質問を受けます。「い

らっしゃいませ・こんばんは、と何故二つ同時に言うのですか。」また、「き

もい・うざい・きしょい・はずい・きょどいはいつ使いますか。」外国人がよ

く抱く日本語についての様々な質問を取り上げ、日本語を教える現場を紹介し

ます。 

担当者名 教 授／田中 千恵子 
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●授業名 ●授業内容 

デジタル時代の 

「リアリティ（現実感）」 

20世紀前半まで「実物の代理」と信じられてきた写真術は、映画やテレビ、ビ

デオ、VRへと発展する。21世紀のデジタル技術は精密な画像加工を実現し、虚

構の「リアルな世界」へと拡張している。「現実か虚構か？」、映像メディア

と「リアリティ」の問題を考える。 

【使用機器】プロジェクター、スピーカー、※可能ならばインターネット接続

（有線LANが望ましい）。 

担当者名 教 授／井上 雅義 

●授業名 ●授業内容 

日本語って不思議！ 
外国人に、「カ段・サ段には濁音（ガ段・ザ段）があるのに、ナ段・マ段には

どうして濁音がないの？」って聞かれたら何と答えますか？「『あげる』はgive、

『もらう』はget、『くれる』は何？」って聞かれたらどうでしょう？この授業

では、私達がいつも何気なく話している日本語の不思議を共に探っていきます。 

担当者名 准教授／齊藤 学 

●授業名 ●授業内容 

マンガはいかなる「文化」なの

か？ 

「クールジャパン」をはじめ、国際的にも「文化」として認知されるようにな

っている日本のマンガ。しかし他方で、それがどのような「文化」であるかを

説明することは予想以上に難しいものでもあります。本授業では、本屋とマン

ガとの関係の歴史的な変化から、以上の問題についてアプローチしていきます。 

担当者名 助 教／山森 宙史 

●授業名 ●授業内容 

日本とキリスト教 

—遠藤周作をめぐって— 

「日本人」としてキリスト教を学ぶことはどのような意味を持つのか？世界宗

教でもあるキリスト教は2000年の時を経て、今日にも続く生きた宗教として日

本社会に存在し、わたしたちの生活のあらゆる場面へと根を張らせていること

が確認できる（無意識的かもしれない）。この確かな現実に目を向けるとき、

私たちは「宗教」に内在する「力」に出会うであろう。作家遠藤周作の生涯を

かけた文学的・神学的課題を通し、キリスト教と日本の関係性に迫る。（パワ

ーポイント使用） 

担当者名 助 教／ネルソン・ジョシュア 



 

 

演劇を用いた 

ワークショッププログラム 
 

四国学院大学では、感受性や表現力を磨き、社会に通じるコミュニケーショ

ン能力を伸ばすために、演劇の手法を用いたワークショップ形式の授業を実施

しています。本学学生はこの授業を通して、プロの俳優を目指すだけでなく、

教員や保育士、社会福祉士といった指導者や福祉活動を目指す学生にとっても

必要なコミュニケーション力を高めています。また、一般企業の就職を考えて

いる学生も、面接や社会に出てから役立つ表現力を磨いています。高校生の皆

様にもこのような授業を体験して頂き、感受性や表現力を身につける一助にな

ればと考えております。 

このプログラムは、有償で提供しております。具体的な内容や費用につきま

してはご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。 
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●授業名 ●授業内容 

演劇から学ぶ 

コミュニケーション 

小グループに分かれ、短いシーンをグループ創作します。その話し合いで 

お互いの意見が違うことや自分のイメージを伝えることの難しさを体感しま

す。 

「言いたいことが上手く伝わらない」そこから人は他者とコミュニケーション

をとる努力をするのだと思います。 

演劇を通して、対話とは何かを考え、学べる体感型の授業です。 

担当者名 准教授／西村 和宏 

●授業名 ●授業内容 

即興演劇を活用した表現する力

を育てるワークショップ 

即興演劇とは、脚本も、設定も、役も何も決まっていない中で、その場で出て

きたアイデアを受け容れ合い、ふくらましながら、物語をつくり、場面を演じ

ながらシーンをつくっていく演劇です。即興演劇の基本方針は、「自由と協調」。

即興演劇を体験することで、自由な創造力と、相手と協調することを学びます。 

担当者名 准教授／仙石 桂子 

●授業名 ●授業内容 

動きの中で学ぶこと 

 

高度に進展したITによってヴァーチャルな世界が拡大した現代に生きる若者た

ちに、コンテンポラリー・ダンスという生身の身体を使った芸術を通して、身

体感覚やコミュニケーション能力を回復させる授業です。芸術を活用した授業

を行うことで、自信が養われ、批評的な思考力や規律を重んじる姿勢が生まれ

ます。 

担当者名 准教授／阪本 麻郁 


