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四国学院大学では、今自分たちが学んでいることが今後どのように活かせるのか、大学の授業は

どのようなものなのかを知っていただき、進路について考える機会として出張授業をご案内してい

ます。

本学教員が直接高校にお伺いし、授業を実施させていただきますので、総合的な探究の時間等

でぜひご活用ください。

お申し込みは、お電話（0120-459-433）、または、出張授業申込書（裏ページ）に必要事項を記

入し、実施日の1ヵ月前までにお申し込みください。日程調整し、ご担当者様にご連絡いたします。

日時や授業内容等につきましては、お気軽にご相談ください。

１．出張授業プログラム



20 年 月 日

四国学院大学（FAX：0877-63-5353）行

四国学院大学 出張授業申込書

貴校名

ご担当者氏名

ご連絡先 TEL MAIL

キ
リ
ト
リ
線

実施対象 （ ）学年 約（ ）名

ご希望日時

第1希望 月 日（ ） ： ～ ：

第2希望 月 日（ ） ： ～ ：

ご希望の授業

第1希望

教員名

授業名

第2希望

教員名

授業名

機材使用の可否 使用可能な機材がございましたら、〇をつけてください。 プロジェクター ・ スクリーン ・ PC

パンフレット配布の可否授業の前後に本学パンフレットを配布することは可能でしょうか。 可 ・ 不可

アンケート実施の可否 授業後にアンケートを実施することは可能でしょうか。（個人情報の記載は任意） 可 ・ 不可

ご要望・特記事項

※本学教員の授業の都合により、ご希望に添えない場合がございます。

お申し込みは電話でも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

お申し込みは、実施日の1ヵ月前間までにお願いいたします。

【お申し込み・お問合せ先】

四国学院大学 入試課

〒765-8505 香川県善通寺市文京町三丁目2-1

TEL：0120-459-433 FAX：0877-63-5353 MAIL：info@sg-u.ac.jp



授業名 講師名 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-

教授/菅田 浩一

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。
【使用機器】（パワーポイント使用）PC、プロジェクター

夏目漱石『こころ』について 教授/島 達夫

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。

太宰治『走れメロス』の世界
-義人メロスの死と再生-

教授/丹羽 章

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。

文学メジャー

授業名 講師名 授業内容

考えることの魅力 教授/重永 哲也

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。

人はなぜ考えるのか？ 教授/尾場瀬 一郎

わたしたちは日々、考えながら生きている。この考えるという作業は、人
間が生きていくということと切り離すことができない。しかし、なぜ人間
は考えるのだろうか？本出張授業では、アメリカの哲学者デューイの思
想を手掛かりにして、人はなぜ考えるのかという、哲学の根本問題に正
面から取り組みたい。

哲学メジャー

授業名 講師名 授業内容

歴史を「知る」から「考える」へ 教授/倉敷 伸子

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。

地図・地球儀に親しもう 教授/速水 清隆

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。

「東アジア史」から考える「日本
人」と「日本文化」

教授/金 泰勲

「日本人」とは誰ですか。「日本文化」とは何ですか。自明なもののよう
に思われるこの問いを「東アジア史」の観点から考えてみましょう。この
授業では、文化や伝統の普遍と特殊の問題について、縦の時間軸と横
の空間軸で眺めるアイデンティティの多様性という観点から学習します。

歴史学・地理学メジャー

講師料、講師交通費も無償で提供しております。

1

文学部

出張授業プログラム



出張授業プログラム

授業名 講師名 授業内容

やさしい暮らし
准教授/

ネルソン ジョシュア

2030年までによりよい世界を目指す「持続可能な開発目標」（SDGs）
の目標12「つくる責任つかう責任」を取り上げます。はじめに、「平和」と
「消費」の関係性を考えてみます。本当の「豊かさ」を求めて、私たちの
生活を見つめ直していきましょう。
【使用機器】（パワーポイント使用）PC、プロジェクター

市民がつくる平和条約
―映像で学ぶ戦争と平和―

教授/井上 雅義

国連では、各国が国益を主張すると話し合いが進みません。しかし、一
般市民の地道な活動が、平和条約を実現させました。1997年に国連
の「対人地雷全面禁止条約」が締結されました。主要国の反対を説得し
たのは、市民グループが結集した「地雷禁止国際キャンペーン」という
活動でした。
【使用機器】プロジェクター、スピーカー
※可能であればインターネット接続（有線LANが望ましい）

平和学メジャー

授業名 講師名 授業内容

愉快な翻訳論 教授/赤井 勝哉

"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。

大学での英語の授業を
体験してみよう

准教授/中澤 加代
大学での英語の授業は高校以上に難しいのだろうか、それとも楽しい
のだろうか。コミュニケーション力をUPさせるための「楽しい」授業をぜ
ひ体験してみてください。

音読で学ぶ英詩の世界
－ロバート・フロストと

Ｗ.Ｈ.オーデンの詩を通して－

教授/太田 眞理

詩歌は詩人の激しい思いが短い文の中にぎゅっと詰まった言葉の宝石
箱のようです。みなさんがいくつかの短歌や俳句を諳んじているように、
英語圏の人々もみんな知っているような詩があります。この授業では、
そのような有名な詩を、気持ちを込めて声に出して読みあげることによ
り、英詩のリズムや言葉の響きを楽しみながら、比喩や象徴的な表現を
味わってみましょう。

The Power of Vocabulary
助教/

エセックス マイケル

Although many English language students focus on
learning English grammar, vocabulary is even more
important for many different language purposes.
How much vocabulary is necessary for doing
various things in English? It‘s probably less than
you think! This class will focus on the usefulness
of vocabulary and vocabulary learning strategies. If
there is time, we will finish with a vocabulary
game.

英語メジャー

授業名 講師名 授業内容

教育現場における心理学の
必要性

教授/大木 祐治

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。この授業では、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。

色彩の世界 教授/松村 武夫

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。

教員養成制度の現状と課題 教授/元井 一郎

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
も簡単にお話しします。

メディアリテラシーIT
【informationtechnology】

の部

教授/深井 克彦

教育の場においても、情報通信技術(ICT)は不可欠なツールです。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
んのスマホとタブレットPCを例に取り上げて説明します。
【使用機器】PC※インターネット接続・PC接続環境必要

学校教育メジャー

２



授業名 講師名 授業内容

天文学で触れるプログラミング 准教授/清水 一紘

天文学というと、望遠鏡を使って宇宙を観測するイメージを抱く人が多
いかもしれません。しかし、天文学では、プログラミングを使って宇宙を
紐解く分野もあります。
この授業では、美しい宇宙銀河の写真を見ながら、それをプログラミン
グでシミュレートするとどうなるのかを動画を使って示しながら、天文物
理学の世界を紹介します。
【使用機器】（パワーポイント使用）PC、プロジェクター

科学教育マイナー

授業名 講師名 授業内容

どうして勉強するのか？ 教授/六車 治

「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。

グループ学習で重要なこと
―文化歴史的活動理論から考える―

教授/森川 由美

AIに代替されない仕事の特徴として、人間同士でコミュニケーションを
とりながら協同で進めることを挙げることができます。そのため、そうし
た力を伸ばすために、学校の授業でもグループ学習が増えてきていま
す。そこで、グループ学習において重要なことを、文化歴史的理論を用
いてみていきましょう。

学校教育メジャー

出張授業プログラム
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授業名 講師名 授業内容

地域福祉を考える 教授/石井 洗二

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、私たちにてぎることは何
か、などについて、自分たちが暮らしている地域の課題として、一緒に
考えてみたいと思います。

私たちの暮らしと社会保障 教授/李 静淑

公的年金は、老後だけでなく、若い時にも受け取ることができます。
ホント！？と、疑問に思うかもしれません。このように、社会保障は高齢
者だけが関係するものではなく、全ての国民が対象となっています。そ
こで、「私たちの暮らしと社会保障」というテーマで一緒に考えてみま
しょう。

社会福祉学メジャー

授業名 講師名 授業内容

心のセルフケア 教授/山口 孔丹子

心の健康を保つためには、筋弛緩法、呼吸法、リラクゼーションなど
様々な方法があります。授業では、そのうちのいくつかの方法を体験し
ます。また、心の健康のために大切な要素についてディスカッションをし
て、ともに学びましょう。

子どもたちを支える仕事
-心理学-

教授/会沢 勲

「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。

心理学・カウンセリングメジャー

授業名 講師名 授業内容

対人援助技術を学ぶ 教授/西谷 清美

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。

障害者が暮らしやすい地域
にしていくために

教授/片岡 信之

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。

子どもを虐待から守るために
できること

准教授/北川 裕美子

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。
【使用機器】（パワーポイント使用）PC、プロジェクター、DVD

災害は忘れた頃にやって来ない 准教授/岡田 多恵子

かつての自然災害は「災害は忘れた頃にやってくる」とその被害につい
て記憶がなくなるくらい後になって起こると言われていました。しかし、
現在は地球温暖化や異常気象現象、地震、台風被害や豪雨災害など
日本各地で毎年のように頻回に災害が起こるようになりました。防災、
減災を含めた避難行動や対処方法や災害に備えること、また災害が起
こった時に私たちに何ができるか災害ソーシャルワークを通して考えま
す。また、災害ソーシャルワークとは何か説明を行います。

地域社会と福祉実践メジャー

出張授業プログラム
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授業名 講師名 授業内容

子どもの成長と子育て
家庭を支える保育者の仕事

教授/野崎 晃広

子育て家庭にとって、子どもを育てながら仕事や家庭生活を両立して
いくことは言葉で言うほど簡単な事ではありません。一方で、子どもの
成長には、乳幼児期から児童期、青年期と、それぞれの発達段階にお
いて、必要な体験や経験の機会を子ども達に与えていくことで、子ども
を成長へと導いていきます。それらを担う大人は、親であり、子どもに
関わる専門職者です。特に、専門職者である保育者（※）は、子どもの
成長を高めることに関与していく他に、家庭の子育ての迷いや悩みに
寄り添いサポートすることが大切な役割とされています。“かがわの保
育者になろう”と考えている方に、保育者という仕事の奥深い世界を
知ってもらいたいです。
※「保育者」とは、保育士や幼稚園教諭を含めた立場を言います。

直接体験（遊び）から良き人間関
係（コミュニケーション）を学ぶ

教授/清水 幸一

「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。

子ども福祉メジャー

授業名 講師名 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～

教授/浜田 知美

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。

スクールソーシャルワークメジャー

授業名 講師名 授業内容

入門：精神科ソーシャルワーク 教授/富島 喜揮

精神保健福祉領域でのソーシャルワークは、他領域のソーシャルワーク
に比べ、当事者との関係（かかわり）を富に重視します。授業では、ワー
カー・クライエント関係に焦点をあてながら、精神保健福祉領域のソー
シャルワークの特徴を分かりやすく紐解きます。

思春期のメンタルヘルス課題 教授/富島 喜揮

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。授業で
は、思春期のメンタルヘルスの大切さについて話します。

地域で展開する
精神障害者生活支援

教授/西谷 清美

精神障害者の生活と労働を保障するという目的で始まった精神障害者
共同作業所「たんぽぽ」設立運動の理念とその顛末を紹介しながら、近
年の障害者福祉施策の動向に翻弄されながらも着実に地域に根付い
てきた精神障害者生活支援の実際を振り返っていきます。

地域社会と福祉実践メジャー

５

出張授業プログラム



授業名 講師名 授業内容

現代社会のなかで
「大人になる」ということ

教授/佐藤 友光子

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。

アウトドア系社会学
〜社会調査とフィールドワーク〜

教授/関 泰子

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。

ソーシャルキャピタルからみる
現代社会の変容

准教授/竹本 達也
人間関係資本などとも称される様々な様態の「つながり」にスポットを当て、
その社会的意味や歴史的変遷を概観しつつ、私たちが生きている社会の
実情をひもといていきます。

ヨソモノはつらいよ！？ 教授/吉田 世津子

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。

オリンピック・パラリンピック
から考える

教授/逢坂 十美

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大により、2020年開催予定の東京
オリンピック・パラリンピック競技大会は延期を余儀なくされました。そもそ
もオリンピック、そしてパラリンピックとはどのようなものなのでしょう。また、
これま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、
パラリンピックそれぞれの歩んできた歴史をみながら、社会学視点により
この大会の意味と課題を明らかにします。

人はなぜカリスマを
求めるのか？

教授/尾場瀬 一郎

ヒトラーやベルルスコーニ、トランプ。マイノリティ軽視や弱者切り捨てなど
に見られる人権意識の希薄さや強権的政治手法など、さまざまな点で物
議を醸すカリスマたち。だが、彼もまた正式な手続きを経て国民に選ばれ
たのである。人々はなぜカリスマを求めるのか、何を期待しているのか、社
会学的な観点から見ていきたい。

社会学メジャー

授業名 講師名 授業内容

メディアと空間 准教授/川又 実

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。

テキストとして新聞記事をよむ 准教授/竹本 達也

典型的な活字媒体である新聞は、ネットやSNSが普及した今日なお重要な
社会的位置を占めています。しかしながら、いわゆる「活字離れ」といわれる
現象の中でその位置が大きく変わりつつあるようにも思えます。そこでこの
機会に、ごく基本的な読解の技法をいくつかみていきたいと思います。

「オタク」文化と社会学 教授/佐藤 友光子

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。

妖怪の比較文化論 教授/関 泰子

日本ではおなじみの「妖怪」。大ヒットしている『鬼滅の刃』をはじめ、アニメ
でも人気の分野です。ところで海外にも「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。そしてその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。

メディアとスポーツ 教授/逢坂 十美

メディアは従来の情報メディアとしてだけではなく、私たち人間の「身体」を
拡張するものとしても捉えられています。そして近年のメディア・テクノロ
ジーのめざましい発展は、「身体」の活動であるスポーツの捉え方にも揺さ
ぶりをかけています。本授業ではメディアと「身体」の関係、そして「スポーツ
とは何か」を考えます。

メディア＆サブカルチャー研究メジャー

出張授業プログラム

６

社会学部



授業名 講師名 授業内容

デジタル時代の
「リアリティ（現実感）」

教授/井上 雅義

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）

メディア＆サブカルチャー研究メジャー

授業名 講師名 授業内容

イベント・文化ツア－で
世界を知ろう

教授/橋本 一仁

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・文化ツアー」
の魅力を、身近な国内イベントツアーや、イギリスや韓国など海外の珍
しい文化体験ツアーを紹介しながらお話します。

観光景観論 教授/伊藤 松雄

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。

フード・ツーリズム 助教/山中 雅大

日本における観光やレジャーの発展には「食文化」や「食環境」の繁栄
が背景にありました。本授業では、「外食」の変化や受容の変遷を視点
として、どのように「食の旅＝フード・ツーリズム」が誕生し現在に至った
のかを、かいつまんでご紹介します。

観光学メジャー

授業名 講師名 授業内容

世界の舞台芸術
～イギリスの舞台から～

教授/橋本 一仁

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。

アーツ・マネジメントマイナー

授業名 講師名 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～

教授/橋本 一仁

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40年をこえ
て実践してきた、日韓国際学生セミナー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。

国際文化マネジメントメジャー

授業名 講師名 授業内容

発想力開発論 教授/田尾 和俊

「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。

マーケティング論 教授/田尾 和俊

「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。

メディアを学問する 助教/福永 健一

私たちの身の回りには、多種多様なメディアがあります。それらのメディ
アは、いつからあって、なぜそのような様態として存在しているのでしょ
うか。また、メディアは私たちの生活様式や考え方をどのように規定して
いるのでしょうか。この授業では、メディアについて、社会学やメディア
論という学問から考えていきます

情報加工学メジャー

出張授業プログラム
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授業名 講師名 授業内容

日本野球文化論 准教授/近藤 剛

数あるスポーツの中で、日本で最も人気のあるスポーツとして定着して
いるのが野球です。そんななかで、日本で生活していると当たり前なん
だけど気がつかない高校野球だけの秘密がたくさんあります。なぜ高
校野球は地方大会でも全校応援ができるの？なぜ、高校野球の全国
大会だけNHKが全試合放送するの？
なぜ、高校野球はあんなに注目されるの？それらの疑問にお答えしま
す。

ベースボール科学メジャー

授業名 講師名 授業内容

高校生のための
スポーツトレーニング基礎

教授/片山 昭彦

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。

スポーツ文化論 准教授/近藤 剛

スポーツはいいもの！スポーツは素晴らしい！スポーツしている人は
イケてる！！！スポーツに興味・関心がある高校生の多くは、スポーツ
に対してこのような感情を持っているのではないでしょうか。でも、それ
は本当ですか？体罰、暴力、セクハラ・猥褻、いじめ、傷害、障害・死亡、
裏金、学力低下・・・。実はスポーツは、今もなお多くの問題を抱えてい
ます。こうした問題を抱えてしまう背景と日本のスポーツ文化について
考えてみましょう。

高校生のためのスポーツ社会学 教授/清水 幸一
「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。

健康・スポーツ科学メジャー

出張授業プログラム
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授業名 講師名 授業内容

演劇から学ぶコミュニケーション 准教授/西村 和宏

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。

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

准教授/仙石 桂子

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。

動きの中で学ぶこと 准教授/阪本 麻郁

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。

演劇ワークショップ

身体表現と舞台芸術メジャー

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。

なお、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。

出張授業プログラム
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