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出張オープンキャンパスとは、石川県にある20の大学･短期大学･高等専門学校の教員が高等学校や中学校
へ出向き、大学の模擬授業や進学説明会を開催するものです。
公益社団法人大学コンソーシアム石川は申請から実施までのお手伝いを致します。

出張オープンキャンパスに関するお問い合わせは下記まで

公益社団法人　大学コンソーシアム石川
TEL: 076-223-1633　FAX: 076-223-1644
E-mail：shucho@ucon-i.jp

出張オープンキャンパス
申請・実施にあたって

1. 実施対象
北陸3県（石川、富山、福井県）の高等学校
および石川県の小･中学校

2. 費用
受講料、講師の交通費：無料

3. 出張オープンキャンパスは2つの形式から
お選びください。
①模擬授業　大学の講義形式の授業
②進学説明会　1大学1教室での実施を推奨
＊ 模擬授業の中で講師の所属機関や学部の紹介を

行う場合があります。

4. 申請時期
実施希望日の2カ月前までにご提出ください。
実施希望日の1カ月前を回答の目安としますが、申
請時期によっては（回答に）時間を要す場合があ
ります。

5. 実施校のイベント内容
詳細計画書がある場合はコピーを一部添付願いま
す。また駐車場所をお知らせください。

6. 実施計画について
各高等教育機関の【入試日】【オープンキャンパ
ス日】などは講師の派遣が困難になりますので、
各講座リストに記載されている【実施困難日】や
各機関のホームページを参考に計画されることを
お薦めします。

7. 授業時間
模擬授業では基本は50分授業（その他は相談可）

8. 1機関への複数申請
複数申請は可能ですが、多数講座の集中がないよ
うご配慮願います。（同一学部基本1講座）

9. お願い
機材について　プロジェクター等は高校側でご準
備ください。難しい場合はご相談ください。
開催に際して、不都合が発生した場合、速やかに
ご連絡ください。
また、終了後に実施感想や写真（公開可能なもの）
がございましたら、ご提供ください。

出張オープンキャンパス
申請から実施までの流れ

詳細授業内容･質問事項
高校･中学校と高等教育機関間の詳細連絡は、回答書
に講師連絡先があれば直接に、なければ高等教育機関
窓口担当にご連絡ください

申請フォーマットの入手
【大学コンソーシアム石川】のホームページから申請
フォーマットをダウンロード

【http://www.ucon-i.jp】事業一覧⇒出張オープンキャン
パス⇒①平成28年度模擬授業申請書.xls or ②平成28年
度進学説明会申請書.xls

申請書の作成･送信
模擬授業の場合は、各高等教育機関の実施講座リスト
から１教室あたり３つの希望講座を選択、申請記入例
と記載の注意事項を参考に申請書を作成、大学コン
ソーシアム石川へ送信（shucho@ucon-i.jp）

申請書の確認（再検討依頼）
記載内容の確認後受付の返信（内容の訂正をお願いす
ることもあります。また、各機関との実施調整中で
あっても、3つの希望講座全てが実施できないことが
判明した時点で別の講座の再検討をお願いすることが
あります。）

申請結果の回答
希望講座から実施調整のついた講座名および派遣講師
名･連絡先、実施する高校または小･中学校への要望
等が記載された「回答書」の返信

大学コンソーシアム石川は平成28年度より公益社団法人に
認定されました。
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進学説明会について 

1．概　要

　出張オープンキャンパスで行う「進学説明会」は、多くの県内大学を一堂に会し、各大学が希望された高校
の教室をお借りし、自分の大学を紹介するイベントです。
　自分の目指す将来がまだ見えない高校生にとって、各大学で学ぶ具体的な分野や獲得可能な資格、就職先等
の説明を聞くことは、進路を考えるきっかけとなります。また複数の大学を比較することも、大学選定のポイ
ントをつかむ経験となり、保護者の同席は情報の共有化が図れます。

2．大学コンソーシアム石川が提供できる機関

○石川県内の大学・短期大学が対象です。
　公益社団法人大学コンソーシアム石川に希望する大学を申請することで、個々の高校で大学と交渉する必要
がありません。
＊ 専門学校や石川県外の大学の同時開催も可能ですが、当コンソーシアムの業務対象外となりますので、各高

校が個別に交渉していただくことになります。

3．対象者

○在学高校生
　［希望があれば卒業生も可］
○教　員
○保護者

4．実施例【参加者への案内】

本日のスケジュール 

１３H

１４H

H４２H５１H１３

H５２H６１H２３

トイレ １１Ｈ

１７H ２６H

１２H

講物生H７２H８１H１２レイト

会議室

H２２

講学化買購レイト

生徒玄関

金沢工業大学

北陸大学

金城大学

医療センター金沢看護学校

県立総合看護専門学校

県立大学

県立看護大学

金沢美術工芸大学

金沢医科大学

金沢学院大学
北陸学院大学

金沢学院短大

星稜大女子短大部

小松短大

北陸学院大短大

金沢星稜大学

金城大学短大部

金沢看護専門学校

県立保育専門学園

大学関係者 １年生 ２年生 希望する３年生 

８時２５分  体育館集合 

８時３０分 

８時４５分 

８時５０分 

参加大学関係者集

合（会議室） 

教室へ移動 

全体会 

スケジュールと，志望先決定について講話

（担当：教務課）

１回目の会場へ移動 

９時００分 

９時４５分 

２回目の会場へ移動 

９時５５分 

１０時４０分 

３回目の会場へ移動 

１０時５０分 

１１時３５分 

１１時４５分 

１２時００分 

全体会 アンケート記入後放課

１１時４５分 

１２時００分 

参加大学関係者集

合（会議室） 

【終了予定時刻】 

教室の撤収（担任・副担任） 

体育館の撤収（教務課・部活動） 

１回目のプレゼンテーション 

３回目のプレゼンテーション 

２回目のプレゼンテーション 

 体育館再集合 

視聴覚室視聴覚室

小会議室小会議室

県立保

各大学の会場の
配置図

参加者への
タイムテーブル

進学説明会
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校長名を記入（公印省略）

学校名、住所、連絡先（代表）
高校側の担当者情報を記入

申請書は、進学説明会に参加する高等教育機関 1 校につき 1 枚必要になります。
（大学と短期大学を別の教室で開催するのなら 2 枚必要です。）
1． 要請先の高等教育機関名を記入、申請№をつけてください。
2． 申請校側の情報と担当者の連絡先を記入。
3． 進学説明会の具体的なテーマ、予定日時、各大学の説明会の場所を記入。（1 大学 1 教室を推奨します。）
4． 実施回数ごとに時間、対象者、人数を記入。保護者が同席する場合は○をつけてください。
5． 当日の集合時間と場所を記入。アクセス方法、駐車場等の案内図を添付してください。
6． 備考欄には、大学側への連絡や問い合わせ等を記入ください。
7． 公益社団法人大学コンソーシアム石川会長宛に校長名で申請してください。（公印不要）

１

２

３

４

５

６

７
申込日を記入

進学説明会の具体的なテーマ、
予定日時、実施場所を記入（詳
細な要項があれば別途添付）

進学説明会の実施回数と時間、
対象人数、保護者同席の有無
などスケジュールを記入

当日の集合時間と場所を記
入。説明会の事前ミーティン
グを行う場合は備考欄に記載
する。

28

公益社団法人大学コンソーシアム石川　会長　　山崎 光悦殿

進学説明会　申請書　記入要領
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校長名を記入（公印省略）

学校名、住所、連絡先（代表）
高校側の担当者情報を記入

申請書は、進学説明会に参加する高等教育機関 1 校につき 1 枚必要になります。
（大学と短期大学を別の教室で開催するのなら 2 枚必要です。）
1． 要請先の高等教育機関名を記入、申請№をつけてください。
2． 申請校側の情報と担当者の連絡先を記入。
3． 進学説明会の具体的なテーマ、予定日時、各大学の説明会の場所を記入。（1 大学 1 教室を推奨します。）
4． 実施回数ごとに時間、対象者、人数を記入。保護者が同席する場合は○をつけてください。
5． 当日の集合時間と場所を記入。アクセス方法、駐車場等の案内図を添付してください。
6． 備考欄には、大学側への連絡や問い合わせ等を記入ください。
7． 公益社団法人大学コンソーシアム石川会長宛に校長名で申請してください。（公印不要）

１

２

３

４

５

６

７
申込日を記入

進学説明会の具体的なテーマ、
予定日時、実施場所を記入（詳
細な要項があれば別途添付）

進学説明会の実施回数と時間、
対象人数、保護者同席の有無
などスケジュールを記入

当日の集合時間と場所を記
入。説明会の事前ミーティン
グを行う場合は備考欄に記載
する。

28

公益社団法人大学コンソーシアム石川　会長　　山崎 光悦殿

回答書の例（進学説明会）

注意点
※1　実施不可の場合は、再申請が必要になります。申請内容もしくは申請先を再度ご検討ください。
※2　大学から依頼があった機材については準備が難しい場合、窓口担当者に直接ご相談ください。

その他、回答内容についての確認や、具体的な打ち合わせについては、直接高等教育期間窓口担当者もしくは当日の
担当教員・職員にご連絡ください。

実施不可について ※1

高等教育機関側の窓口担当者
の連絡先です

大学および担当者から
高校側への連絡事項が
記載されています※2

進学説明会には左記の担当
教員・職員以外にも複数名、
参加する場合があります。

28

公益社団法人大学コンソーシアム石川　山崎　光悦（公印略）

2016
公益社団法人大学コンソーシアム石川　会長　　山崎　光悦様
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同一機関に複数申請する
場合は連番 / 合計講座

学校名、住所、連絡先（代表）
高校側の担当者情報を記入

講座の実施時間を記入

校長名を記入（公印省略）

申請書は、1 講座につき 1 枚必要になります。
1． 要請先の高等教育機関名を記入、同機関に複数講座する場合は申請№をつけてください。
2． 申請校側の情報と担当者の連絡先を記入。
3． 模擬授業の希望実施日および予定時間を記入。
4． 予定している全講座数を記入。模擬授業講座一覧より 1 大学の 1 学類 / 学部から 1 講座につき第 3 希望まで記入。
5． 対象学年と受講予定人数を記入。
6． 当日の集合時間と場所を記入。アクセス方法、駐車場等の案内図を添付してください。
7． 備考欄には、大学側への連絡や問い合わせ等を記入ください。
8． 公益社団法人大学コンソーシアム石川会長宛に校長名で申請してください。（公印不要）

１

２

３

４

５
６
７

８

出張オープンキャンパス冊子
の模擬授業一覧より、同大学
の同学類 / 学部より第 3 希望
まで記入

28

公益社団法人大学コンソーシアム石川　会長　　山崎 光悦殿

模擬授業　申請書　記入要領
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同一機関に複数申請する
場合は連番 / 合計講座

学校名、住所、連絡先（代表）
高校側の担当者情報を記入

講座の実施時間を記入

校長名を記入（公印省略）

申請書は、1 講座につき 1 枚必要になります。
1． 要請先の高等教育機関名を記入、同機関に複数講座する場合は申請№をつけてください。
2． 申請校側の情報と担当者の連絡先を記入。
3． 模擬授業の希望実施日および予定時間を記入。
4． 予定している全講座数を記入。模擬授業講座一覧より 1 大学の 1 学類 / 学部から 1 講座につき第 3 希望まで記入。
5． 対象学年と受講予定人数を記入。
6． 当日の集合時間と場所を記入。アクセス方法、駐車場等の案内図を添付してください。
7． 備考欄には、大学側への連絡や問い合わせ等を記入ください。
8． 公益社団法人大学コンソーシアム石川会長宛に校長名で申請してください。（公印不要）

１

２

３

４

５
６
７

８

出張オープンキャンパス冊子
の模擬授業一覧より、同大学
の同学類 / 学部より第 3 希望
まで記入

28

公益社団法人大学コンソーシアム石川　会長　　山崎 光悦殿

注意点
※1　実施不可の場合は、再申請が必要になります。申請内容もしくは申請先を再度ご検討ください。
※2　大学から依頼があった機材については準備が難しい場合、窓口担当者に直接ご相談ください。

その他、回答内容についての確認や、具体的な打ち合わせについては、直接高等教育期間窓口担当者もしくは当日の
担当教員・職員にご連絡ください。

申請書の№と合致しているか
確認してください

実施不可について ※1

高等教育機関側の窓口担当者
の連絡先です

申請した希望講座の中から
模擬授業実施日に開講する
講座名が記載されています

模擬授業を担当する教員名
と連絡先です。

大学および担当者から
高校側への連絡事項が
記載されています ※2

28

公益社団法人大学コンソーシアム石川　山崎　光悦（公印略）

2016
公益社団法人大学コンソーシアム石川　会長　　山崎　光悦様

回答書の例（模擬授業）
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「足の構造と機能」

進学説明会

出張オープンキャンパス
の様子

「電子ディスプレイ、音響技術

ワイヤレス、携帯端末通信技術」

進学説明会

「お宅で看護を行う訪問看護」
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模擬授業
一覧

目　　次
□　金沢大学　………………………………………………  9
□　北陸先端科学技術大学院大学　………………………  20
□　石川県立看護大学　……………………………………  21
□　石川県立大学　…………………………………………  22
□　金沢美術工芸大学　……………………………………  23
□　金沢工業大学　…………………………………………  25
□　金沢星稜大学　…………………………………………  26
□　金沢医科大学　…………………………………………  30
□　北陸大学　………………………………………………  30
□　金沢学院大学　…………………………………………  32
□　金城大学　………………………………………………  34
□　北陸学院大学　…………………………………………  35
□　金沢学院短期大学　……………………………………  37
□　北陸学院大学短期大学部　……………………………  37
□　金城大学短期大学部　…………………………………  38
□　金沢星稜大学女子短期大学部　………………………  39
□　小松短期大学　…………………………………………  39
□　石川工業高等専門学校　………………………………  40
□　金沢工業高等専門学校　………………………………  41
□　平成27年度　出張オープンキャンパス実績　 ……  42

＊ 高等専門学校以外で中学校対象の授業は、備考欄に「中学生対応可能」
と記載があります。



金沢大学
講座を選択する時、1講座につき、1学類の中から第3希望まで選択し、記入してください。ただし、ご希望の講座で実施できない場合があ
ります。（1講座の中で学類をまたがないようにしてください。）

講座名称 講座の概要 講師名 備考

人間社会学域

人文学類　心理学コース

1 大学で学ぶ心理学
心理学は一般に認識されているイメージよりも広範囲にわたる心の科学
です。心理学を専攻した場合の授業内容・スケジュールと授業内容の一端
を紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

人文学類　人間科学コース

2 大学で学ぶ社会学・社会調査

社会学は、現代社会のあり方や変化を対象とする社会科学です。近年、急
速に社会は変化していますが、ある程度、規則性や方向性がわかっている
こと、そして、変化しにくいこともあります。社会学の成果や考え方、社会
調査によるデータの収集法など、大学での学びの一端を、わかりやすく紹
介したいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 現代社会における自然と社
会の関係

現代における自然と社会の関係はますます多様化、複雑化しています。こ
れまでのような素朴な自然保護や自然回帰思想では捉えきれない様々な
自然と社会の関係について、具体的な事例を紹介しながら考えてみます。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 ソクラテスにとっての
善き生

ソクラテスは、「大切にしなければならないのは、ただ生きることではな
く、善く生きることである」と主張しました。では、「善き生」とはどのよう
な生なのでしょうか。ソクラテスの言葉を導きの糸とし、「善き生」「幸福」
の内実について考えてみます。

本学教員 ※プロジェクター使用

人文学類　フィールド文化学コース

5 フィールドから
異文化を考える

金沢大学人文学類のフィールド文化学コースは、国内の大学でもほとん
ど類例のないユニークなコースです。世界中の有形、無形のさまざまな文
化を研究対象とし、フィールドワーク（現地調査）にもとづく実証的な研
究を行います。異文化への理解を深め、さらには自分自身の文化を見直す
ことを目指しています。講義では、具体的なフィールドワークの成果を通
して、文化を学ぶことの楽しさをお伝えします。

本学教員 ※プロジェクター使用

人文学類　歴史文化学コース

6 ドイツ・スイス中世の
都市と農村、市民と農民

ヨーロッパの歴史は12世紀以降、ダイナミックに展開していきます。そ
うした展開をもたらした要因の1つが中世都市の成立だと考えられます。
中世都市の成立によって、人々の生活はどう変わっていったのでしょう
か。この講義では市民や農民に焦点を当てて人々の日常生活について考
えてみたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 明清時代の中国と東アジア
17世紀には清朝が明朝に替わって中国支配を開始しましたが、本講義で
は、その王朝交替の意味を、日本も含めた東アジア全体の歴史のなかで捉
えながら説明してみたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

8 海外での考古学調査の実際
主に中近東地域で行う考古学調査の実情を紹介しながら、考古学という
学問の魅力と技術について解説します。また、エジプト文明やメソポタミ
ア文明の違いなども講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

人文学類　言語文化学コース

9 日本語の歴史について知る
過去の日本語を知ることによって、私たちが今使っている日本語を改め
て見つめ直すことを目的とした講義です。日本語の歴史の中から、それに
ふさわしい話題を選んでお話しします。

本学教員 ※プロジェクター使用

10 英語を認知言語学から観る 英語の語彙の意味や文構造に、ヒトの一般的な認知能力や認知プロセス
が反映していることを、興味深い言語現象を基に講義します。 本学教員 ※プロジェクター使用

11
外国文学を研究するという

こと
（ドイツ文学編）

グリム童話や『ハイジ』など、誰もがよく知るドイツ文学を例に、文学研究
のABC（いろは）を紹介します。大学で初めてドイツ語を学び、ドイツ語圏
の言語文化に興味を持ち、それについて卒業論文を執筆する（架空の）学
生のプロセスを追跡します。

本学教員 ※プロジェクター使用

12
外国文学を研究する

ということ
（フランス文学編）

『レ・ミゼラブル』をはじめとするフランス文学は、高尚なイメージがつき
まとっていますが、本当にそうなのでしょうか。代表作品を紹介しつつ、
なぜ日本では「おふらんす」が成立したのか、そのあたりの事情について
も説明し、「受容研究」の一端を垣間見ます。

本学教員 ※プロジェクター使用

13 外国文学を読むということ
（中国文学編）

高等学校で学ぶ「漢文」の作品を題材に、「漢文学」と「中国文学」との違い
や、漢文とはひと味違う、外国文学としての「中国文学」の楽しみ方とその
研究について、映像などを交えながらわかりやすく紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

9



講座名称 講座の概要 講師名 備考

14 ことばの研究
ことばは、それを話す人々が代々受け継いできた目に見えない文化財で
あると同時に、話し手の認識活動を映し出す鏡でもあります。この講座で
は、ことばのさまざまな性質を科学的に分析する学問分野である言語学
の研究の一端を紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

法学類

1 法と自由の関係について 現代国家の法体系は「自由」の理念とどのような関係にあるのでしょう
か。著名な学者の思想を紹介しながら解説します。 本学教員 ※プロジェクター使用

2 災害と「御すくひ」の法制史

いつの時代にもどこの場所にも、一人では生活できない困窮者や弱者が
います。江戸時代には、そのような困窮者には「御すくひ（御救）」の名で生
活の扶助が行われました。生活資金や食料の給付や貸与、租税の減免、更
には、仮の住まいの提供、そして、職業訓練や就職口の斡旋。現代に生きる
だれもがどこかで聞いたような対策ですが、さて、江戸時代の効果は？　
加賀藩の史料を中心に紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 中世ドイツの城塞の
歴史的意義について

中世ドイツで11世紀以降主に丘陵の上に城塞を建設することが一般化
するが、このような貴族城塞の周囲に形成された城主の支配領域ないし
城塞支配権が、多くの場合に、13世紀以後発展する領邦君主権力（ラント
Land）の地方行政組織（アムトAmt）の中核を構成したことを講義の内容
としたい。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 前近代中国法と日本人の
法意識

日本の法制度は、古代においては中国法の強い影響を受けていたが、現在
は西洋法（特に大陸法）を全面的に継受し、中国法の影響はほとんど見ら
れない。しかしながら、われわれ一般の日本人の法意識ないしは法感覚と
いったレベルにおいては、依然として中国法の影響が強く見られる。本講
義では、いくつかの例を挙げながら、現代に生きる前近代中国法の影響に
ついて明らかにする。

本学教員 ※プロジェクター使用

5 アメリカ法はでたらめか

喫煙の結果肺がんになった患者がタバコ会社を訴えたり、コーヒーをこ
ぼしたおばあちゃんがコーヒーが熱すぎたと言ってマクドナルドを訴え
たり、アメリカは、本来自己責任になるものを企業に責任転嫁をするでた
らめな国であり、法律の知識を持たない一般市民から構成される陪審員
が、被害者有利の評決でそれを後押ししているという見方があります。こ
の講義では、アメリカ法が本当にでたらめなのかどうかを考えます。

本学教員 ※プロジェクター使用

6 裁判員制度の功罪について
考える

裁判員制度の概要を説明した後、戦後初めて国民を一般的に公務に動員
しようとする同制度の功罪を最高裁やマスコミと異なる視点から考察す
る。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 地方分権改革と地方自治
1990年代以降の地方分権改革の動向が地方自治の拡充に繋がるもので
あるか否かについて、自治体の広域化の動向や自治体の裁量権の拡大の
意味合い等を通じて検討します。

本学教員 ※プロジェクター使用

8 生活の中の租税
租税は私たちにとって身近なものでありながら、どのような租税がどの
ような理由で課されているか、あまり考えたことがないかもしれない。本
講座では、所得税を素材に、課税のルールや考え方について考察します。

本学教員 ※プロジェクター使用

9 国際社会の中の日本と
国際法

日本ってどんな国？人権や環境保護、海洋資源の利用や宇宙活動など国
際社会のルールを定める国際法を通じて日本の将来と法の役割について
考えてみましょう。

本学教員 ※プロジェクター使用

10 犯罪成立要件論の基礎 構成要件該当性・違法性・有責性という犯罪成立の各要素及びそれらの体
系性の説明を通じて、全犯罪類型に共通のその成立要件論を解説します。 本学教員 ※プロジェクター使用

11 少年非行と法 犯罪を行った少年には、どのような手続きが待っているのだろうか。少年
のための’少年法’について、一緒に学び考えてみたいと思います。 本学教員 ※プロジェクター使用

12 「働く！　留意すべき
ルールは？」

「ブラックバイト」や「ブラック企業」を見聞する機会が増えましたが、ア
ルバイトや就職など働き始めると、トラブルに巻き込まれることがあり
ます。労働法に関する基礎的な法的知識を有していれば対応できること
が少なくありません。こうした点を事例を題材にして説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

13 医療保険法のしくみ
社会保障制度のひとつである公的医療保険は、私たちの健康を守るため
に重要な役割を果たしてきました。諸外国の制度と対比して、わが国の制
度の特徴を説明し、高齢社会における医療保険の課題を考えます。

本学教員 ※プロジェクター使用

14 家族と法
家族に関わる具体的な法的問題、たとえば、離婚、夫婦別姓、代理懐胎（代
理母）、相続等の問題を通して、法を学ぶということの意味についてお話
しします。

本学教員 ※プロジェクター使用

15 日常生活と契約法
私達の日常生活は無数の様々な契約を基盤として成り立っています。こ
のような契約の検討を通じて、市民社会の構成原理とも言われる民法と
はどのような法律であるかを紹介したいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

16 企業活動と法
株式会社という存在は多くの富と雇用を生み出しますが、ときに大きな
社会的問題を引き起こします。この功罪相反する存在について、会社法の
観点から説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

17 消費者と法
消費者はなぜ保護される必要があるのでしょうか。なぜクーリング・オフ
といった消費者保護を法は採用しているのでしょうか。そういった根底
の部分から、消費者と法の関係を示したいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

18
法律と隣接科学の交差点～
法律学習は国語だけじゃ

ない―企業と法律の関係を
中心として～

　企業活動は日本の経済活動を支える重要な役割を果たしており、これ
に関係する法律も多く制定されています。本講義では、法律の考え方の基
礎的な側面と、会計学や経済学などの近接する諸科学との交差点につい
て、企業活動を素材としながら説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

19 身近なもめごと、一件落着！

法律は、わたしたちが仲良く社会生活を送るためのルールですが、 わた
したちが社会生活を送る上では、些細なことから、周りの人々 と言い争
いやけんかといったもめごとが起こることがあります。 もめごとをその
ままにしておくのは、当事者にとっても社会的にも 望ましいことではな
いので、様々な方法でその解決――法による 解決もあれば、法によらな
い解決もあります――が試みられています。 この講座では、身近な紛争
とその解決方法の多様性を理解する とともに、よりよい解決方法を考え
てみましょう。

本学教員 ※プロジェクター使用

20
国境を超える法律

国際的な私法トラブルを
どう解決するか

国境を越えたヒトやモノ、さらには情報のやりとりが増えるとともに、例
えば、国際結婚が破綻した場合の離婚や子どもの親権の問題、あるいは企
業間の国際的な取引をめぐるトラブル、といった国境を越える民事紛争
も増加しています。この講座では、こうしたトラブルのよりよい解決方法
を考えます。

本学教員 ※プロジェクター使用

21 市場と法
市場における公正かつ自由な競争秩序を規律する複合的な法領域である
経済法、具体的には、公正取引委員会が中心的な担い手となっている独占
禁止法に関わる内容を素材として、法の役割を考察します。

本学教員 ※プロジェクター使用

22 本当はとっても役に立つ
法学の考え方

法学は知識を暗記していくだけの学問ではありません。大学で教える学
問としては神学についで2番目に古い歴史を持つ法学の構造を知れば、法
学が社会のどんな場面でも役に立つということがわかります。法学を概
観し、その学び方、活かし方に触れてもらうことで、これまでの法学部像
を変えます。

本学教員 ※プロジェクター使用

23 公共政策と行政
行政の役割、各種サービスを行政が行ってきた（行政が行う必要があっ
た）要因について確認しながら説明を進めます。また、その確認をふまえ
て、行政でなくともサービスが提供されうるヒントに触れたいと考えて
います。

本学教員 ※プロジェクター使用

24
選挙と民主主義：

国民が公職者を交替させる
原則と方法について

選挙の目的は何か、日本の選挙制度は平等なのか、多数者の意見が反映さ
れているかということを考えてみます。内容は①古代ギリシアの民主主
義制度、②選挙における平等の原則、③小選挙区制の問題点

本学教員 ※プロジェクター使用

25 選挙の意義と限界について
考える

国や地方の選挙の具体例等を題材にして、現代の民主政治における選挙
の意義と限界について考えてみたいと思います。 本学教員 ※プロジェクター使用

26 政治哲学入門
現代の英米系の政治哲学・倫理学の主要なテーマになっている、 「正義」

「公正」「自律」「平等」「共通善」「アーキテクチャ」 などについて主要論点
を紹介したうえで、「政治」について 哲学的に考える作法を紹介する。

本学教員 ※プロジェクター使用

27 政治とメディア、
情報（社会）論

私たちの生活において情報という言葉は非常に身近でありながら、実は
その意味を考える機会は多いとはいえないのではないでしょうか。そこ
で、日常生活とコミュニティー、地方、国レベルを視野に入れながら、政治

（選挙）と情報の結びつきについて考えます。
本学教員 ※プロジェクター使用

経済学類

1 経済学入門
経済は、社会生活と不可分の関係にあります。こうした私たちにとって無
視することのできない経済を把握するには、どのような方法があるので
しょうか。この講義では、経済を理解するためのアプローチの方法を、専
門的知見を交えて解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 経済の現象と私たちの生活
ユーロ危機や年金問題など私たちは多くの経済ニュースを日々耳にしま
す。一方でそれらがどこか遠い世界の話のように感じられることも事実
です。本講義では様々な経済現象が私たちの社会や生活にとってどのよ
うな意味を持つのか、専門的知見を交えて講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 地域の経済社会が直面する
諸課題を学ぶ

Think Globally, Act Locally!　地域の経済社会が直面する問題の背後に
は、グローバル経済や国民経済の構造があり、同時に、足下の地域からの
問題解決なくしては、世界の問題も解けません。この講義では、地域と経
済の関わりについて、事例を交え、導入的にお話しします。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 企業経営の仕組みを知る

企業は、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を駆使して経営を行って
います。本講義では、これらの内容を知ることで企業経営の仕組みを概観
し、更にいかに企業経営の改善を図っていくべきかについて解説します。
扱う領域が非常に幅広いため講義担当者によって多少講義内容が変化す
ることもあります。

本学教員 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

5 情報とビジネス

WEBやネットワークを介した情報のやりとりは、ビジネスの3要素（ヒ
ト、モノ、カネ）を支える血液のような働きをする必要不可欠なものとな
りました。情報の進化はめざましく、情報をどのように収集し、分析し、利
用するかを講義します。講義担当者によって多少講義内容が変化するこ
ともあります。

本学教員 ※プロジェクター使用

6 グローバル時代の
国際経済社会について学ぶ

通信や交通システムの進化に伴い、企業の国際展開、国境を超えた人の動
きが加速しています。本講義では、国際的な経済の結びつきの概要、その
歴史的展開、国際社会の変容に関することについて講義します。講義担当
者によって多少講義内容が変化することもあります。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 経済思想と現代社会
現代の日本の経済社会はどのような経済思想に基づいているのでしょう
か。また、より良い経済社会を作るためにはどのような経済思想が役立つ
のでしょうか。本講義ではこのような問題についてお話します。なお、担
当者によって多少、講義内容が変化することがあります。

本学教員 ※プロジェクター使用

学校教育学類

1 君は教師のスゴサを
知っているか？

私たちは、およそ30人の学級授業が成立していることを当然視してしま
う。しかし、必ずしも授業が好きではなく、また、役に立つとも思っていな
い。30人の生徒を相手に授業を成立させることは実は極めて難しいこと
です。講義担当者の専門でもある教育社会学の知見を生かしつつ、それが
なぜ可能となっているのかを探求しながら、学校の仕組みや教師の仕事
の面白さについて説明していきたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 おもしろい授業ができる
教師がよい教師

学校教育学類は「よい教師」を養成することを使命としています。では「よ
い教師」とはどんな教師なのでしょうか。ズバリおもしろい授業ができる
教師がよい教師です。子どもが学校で過ごす時間のうち、一番長いのは授
業時間。その時間がおもしろかったら不登校やいじめの抑止効果もあり
ます。どうやったら授業はおもしろくなるのでしょうか。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 「しょうがい」について
考える

みなさんは、「しょうがい（障害、障碍）のある人」に、どのようなイメージ
を持っているでしょうか。「しょうがい」には様々な種類があり、「しょう
がいのある人」が抱える困難にも、様々なものがあります。また、社会の

「しょうがい」や「しょうがいのある人」の捉え方も、昔と比べると、かなり
変わってきています。これらのことを解説すると共に、「しょうがい」につ
いてみなさんと考えていきたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 赤ちゃんと指さしのはなし：
指は何をさしている？

赤ちゃんは、ことばを話すようになるまで、自分の思いを伝えることがで
きないのでしょうか。いいえ、そのようなことはありません。例えば、指さ
し。指さしには、「あれを取って」「あれを見て」「あれは何？」「これだよ」な
ど、実に様々な意味を込めることができます。赤ちゃんと指さしの不思議
について、紹介したいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

5 現代民話入門

小学校の国語教科書には民話が掲載されていますが、民話っていったい
何なのでしょう？囲炉裏端でおばあちゃんが話してくれる古めかしいお
話のことでしょうか？実は、民話は非常に幅の広いもので、今まさに私た
ちの身の回りで生まれ続けている極めて現代的な一面ももっています。
本講座では、口さけ女などの都市伝説を中心に、現代の民話の魅力を紹介
します。

本学教員 ※プロジェクター使用

6 英語教師になるための知識
—第二言語習得論から—

英語教師になるためには、大学で様々な知識や技能を身につけます。英語
科教育関係の授業では、主に教え方に関する知識や技能を学びますが、そ
の中で第二言語習得についても学びます。どのように第二言語が習得さ
れるのかが解明されてきていますが、その成果は英語教育への示唆に富
んでいるといえます。その一端を紹介したいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 乳幼児の知的な発達を探る

人間であれば誰しもが大人になる過程で乳幼児期を経ます。しかし、自
分が赤ちゃんであったときや幼稚園に通っていた頃の記憶を持っている 
人は少ないでしょう。実は乳幼児期の子どもは独特の世界で生きている
のです。この講義ではそんな独特の世界を知的な発達の側面から見てい
きたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

8 頼れる教師になる

子どもは日々いろんなことに困っていて、中には深刻な事態に直面して
いることもありますが、それでも誰にも悩みを話せずに、一人で抱え込ん
でいることが少なくありません。どうしたら子どもから「あの人にだった
ら相談できる」と思われる教師になれるでしょうか。子どもから頼られる
教師になる秘訣に迫ってみます。

本学教員 ※プロジェクター使用

9 すごい思考力！
すごい創造力！

簡単な「描くこと・作ること」の演習によって、あなたの思考力と創造力が
きらめく瞬間を体験しよう。あなたはものすごい思考力と創造力を持っ
ている！

本学教員 ※プロジェクター使用

10 子どもは自然事象を
どう理解するか

子どもに理科の学習に興味をもたせ、自然事象を理解させるために、子ど
もがどのように自然事象を理解していくか、脳の働きから説明します。ま
た、脳をうまく働かせるために、どのように指導していけばよいかを説明
します。

本学教員 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

11
石川県内小中学校の

よりよい授業づくりへの
取り組み

石川県内の小中学校では「いしかわ学びの指針12か条」や、今日の社会で
求められる様々な力や知識、地域・学校の課題などを踏まえて、それぞれ
授業改善や教師一人一人の授業構想・実践力向上、学校全体での取り組み
の質的な向上に取り組んでいます。この講座では映像などを交えながら、
石川県の小中学校では今どのような授業改善の取り組みが行われている
のかを紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

12 世界の高校生が
学んでいること

PISAをはじめとする国際学力調査の問題や、諸外国の高校で行われてい
る学力テストを実際に解きながら、国によって学校教育のありようが違
うことを紹介し、グローバル化が進む現在求められている学力とは何か
について考えたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

13 教師は子どもの校外生活に
どこまで関わってきたか？

校則や生徒手帳等において、学校外の子どもの生活に関するきまりが定
められることは珍しくありません。近代以降、学校・教師は、学校外の子ど
もの生活をどのように管理しようとしてきたのでしょうか。本講座では、
戦前日本の校外監督の歴史事例から、現在の教育に引き継ぐべき教訓を
考えたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

14 算数・数学の優れた教師に
なるために

算数・数学の優れた教師になるための基礎となる数学的活動についての
講義を予定しています。 本学教員 ※プロジェクター使用

15 “障害”を生活する事から
考えてみませんか？

みなさんの身近に障害がある人はいますか。障害とはいった何なので
しょうか。毎日の生活に障害はどのように影響するのでしょうか。障害
について考えることは、障害がない人のことを考えることにもなります。
“障害”を通して、自分自身の人間観を問い直します。その上で、教育はどの
様な役割を担うのかを考えます。

本学教員 ※プロジェクター使用

16 手話体験講座
音声を使わない手話という言語。30分間音声なしで手話だけの時間を体
験します。そのうえで、手話とはどのような言語なのかを簡単に説明しま
す。

本学教員 ※プロジェクター使用

17 現代文から近代文学へ 「現代文」の授業で扱う小説を、一歩踏み込んで近代文学研究の立場から
とらえ直し、文学の豊かな世界に眼を開くことをねらいとします。 本学教員 ※プロジェクター使用

18 古典和歌の題材と表現 古今和歌集・新古今和歌集などの和歌について、四季の風物や暦との関
係、表現方法とその特色、後世への影響などの観点から解説します。 本学教員 ※プロジェクター使用

19 球面三角形のはなし 平面上で三角形を考えると、その内角の和は180°です。それを、球面上で
「三角形」を考えると、どうなるでしょうか？ 本学教員 ※プロジェクター使用

20 無理数の分数近似について いくつかの無理数を分数（有理数）で近似する古くから知られている方法
について説明いたします。 本学教員 ※プロジェクター使用

21 物理現象と温度
物質は、温度によってその性質が大きく変化し、様々なふるまいを示しま
す。いろいろな物理現象における温度の影響について、易しく解説しま
す。

本学教員 ※プロジェクター使用

22 遺伝子組み換え食品とは？ 遺伝子組み換え食品とは、遺伝子を組み換えた作物を原料に作られた食
品であるが、その作成方法や安全性についてわかりやすく解説します。 本学教員 ※プロジェクター使用

23 クロモトロピズムの化学
物理的あるいは化学的環境条件の変化によって可逆的に色が変わる現象
をクロモトロピズムといいます。クロモトロピズムを利用した身の回り
のグッズを紹介し、色を感じる仕組みや色の客観的評価法についても考
えてみたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

24 英語の不思議・難しさ・
楽しさ

世界中の人が共通語にしているのは「英語が簡単な言語だから」と思って
いませんか？そして「簡単なはずなのにできない」とも。「英語はとても難
しい言語」です。でも難しいところ、不思議に思うところには言語を学ぶ
楽しさが潜んでいます。皆さんが知っているはずの言語にどんな不思議
があるか、考えてみましょう。

本学教員 ※プロジェクター使用

25 イギリス植民地の歴史と
現在の英語

どのようにして英語は実質的な国際共通語となったのでしょうか？これ
にはおよそ400年に及ぶ、イギリスの植民地政策が大きく関係していま
す。本講義では、イギリスの歴史を中心に、なぜ「英語を学ぶのか？」を考
えてみましょう。

本学教員 ※プロジェクター使用

26
文系的環境問題への

アプローチ
―暗記のいらない"地理"に

向けて―

「環境問題」とは、温暖化、砂漠化、大気汚染………etcなどの現象が一般
的に想起されます。しかし、「環境問題」には"里山荒廃"や"耕作放棄地の増
大"、"獣害"、雪害……etcなど、より身近に起こっているものも含まれてい
ます。「大きい」ものも「小さい」ものも、 互いに独立して起こるのではな
く、それぞれが複雑な因果関係のなかでマルティスケールに展開してい
ます。こうした環境問題について、地理学独自のマルティスケールに捉え
る視点に触れることから「暗記のいらない"地理"」のヒントを示したいと
思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

27 人権の歴史と立憲主義 平和・人権・民主主義につき、歴史を遡って考えたいと思います。 本学教員 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

28 絵画から読む日本史

今から500年以上前に、『十二類合戦絵』という絵巻物が作られました。あ
る秋の夜、十二支の動物たちが歌会を催しました。のけ者にされ、さんざ
ん恥をかかされたタヌキは、恨みを晴らそうとほかの仲間たちをつのり、
十二支との合戦を決意するのですが・・・。絵巻物にかくされたなぞの
数々。そこから見えてくる新しい日本文化。日本史ミステリーツアーへよ
うこそ。

本学教員 ※プロジェクター使用

29 〈わたし〉の体は
わたしの〈もの〉？

私の体は私のもの、と普通は考えられます。私のものなのだから、私の自
己決定に基づいて、他人に迷惑をかけないかぎり、自由に処理してもい
い、とも考えられます。では、本当に「何でも」やっていいのでしょうか？
この講義では、生命倫理学の問題を幾つか取り上げて、身体の自己所有と
いう考えについて哲学的に検討してみたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

30 生活をどう学ぶ
～大学で家庭科？～

高校までの家庭科で学ぶこと、学んだことは生活するために基礎となる
知識・技術です。より良い生活を営んでいくためにはそれだけでは足りま
せん。もし、家庭科を教えることになればさらに深く学んでいかなくては
いけません。では、何を学んでいくのでしょう。本講義では、とくに生活経
営領域で学ぶ内容に焦点を当ててお話します。

本学教員 ※プロジェクター使用

31 「赤ちゃんポスト」から
考える家族と社会

2000年にドイツのハンブルク市に「赤ちゃんポスト」が設置され、その後
他の国々でも設置されるようになりました。日本では、2007年に熊本市
の民間病院が「こうのとりのゆりかご」と名付けて開設し、問題を問いか
ける契機となりました。「赤ちゃんポスト」をテーマに、現代の家族と社会
の課題を考えます。

本学教員 ※プロジェクター使用

32 下手な絵？ピカソ 20世紀の巨匠ピカソの絵画について、特に「ゲルニカ」を中心に作品に込
められたメッセージをわかりやすく概説します。 本学教員 ※プロジェクター使用

33 楽譜には何が
書かれているのか

西洋古典音楽の楽譜には、作曲者の様々な想いが記されています。その中
でもピアノ作品の楽譜を見ながら、説明していきます。 本学教員 ※プロジェクター使用

34 紙リコーダーを
作ってみよう！

工作用紙とストローで紙リコーダーを作り、簡単な曲を演奏してみま
しょう！　楽器の構造と音の出るしくみを知りましょう！ 本学教員 ※プロジェクター使用

35 今日の体育・スポーツの
課題を考える。

みんなは体育やスポーツに対してどのような感情を抱ていますか。「好
き」という人もいれば、「嫌い」という人もいると思います。現代の体育や
スポーツをすることの意味を考えるには、よい面だけでなく、課題につい
ても理解しなければなりません。今日の学校体育、スポーツにはどのよう
な課題があるのかを考えることを通じて、体育・スポーツによりよく付き
合うためにはどうしたらよいか考えたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

36 スポーツの中の物理学 身体活動の一領域であるスポーツについて、科学的、物理学的な視点から
概説していきます。 本学教員 ※プロジェクター使用

37 1600年前の教育パパの
漢詩

およそ1600年前の六朝東晋時代を生きた陶淵明。彼は自由と酒を愛する
隠逸詩人として有名ですが、その一方で、5人の子どもたちの勉学のこと
やその将来への思いについてたびたび詩文に詠んでいます。
そこに見える彼の教育論およびその基盤となる愛情、悲哀など読み解い
ていきたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

38 衣生活を考えよう

「家庭科」の授業の中で、生活をより豊かにするための知識を身につけて
きましたか？そして、衣生活について、ファッションだけでなく衣服の材
料、構成、そして管理などにも目を向けることができましたか？本講座で
は、衣服の様々な材料と製品を紹介し、その特徴をわかりやすく解説して
いきます。

本学教員 ※プロジェクター使用

※講座内容の変更や新設が行われる場合もございます。最新の情報については金沢大学Webサイトにてご確認ください。
　http://www.kanazawa-u.ac.jp/enter/kengaku/theme.html

地域創造学類　全体1

1 地域創造学入門

地域創造学は、地域に暮らす一人ひとりの幸福を探求する最先端の研究
領域です。それぞれの地域の持つ自然的、文化的資源、伝統、人材、資金、社
会関係などを総合的に活用し、自治を生かした地域固有のスタイルで、住
民の福祉・文化・産業・環境を発展させ、質の高い個性ある地域生活をど
のようにつくりあげるかを、学際的に考えてみたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

地域創造学類　全体2

2 現代社会と地域の課題

私たちが現に生きているこの社会は、どのような状況にあるのでしょう
か。そして、地域はどのような問題を抱えているのでしょうか。さらに、
地域の問題を解決し、地域を活性化するためにはどのようなことが必要
でしょうか。講義を通して、それらのことについて考えてみたいと思いま
す。

本学教員 ※プロジェクター使用

地域創造学類　環境共生コース

3 地域の環境との共生を考える 地域の人々の生活と環境とが共存できるように、様々な可能性を考える。 本学教員 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

地域創造学類　福祉マネジメントコース

4 地域で幸せに暮らすための
福祉を考える

老いても、障がいがあっても、子育てをしながら働いている人でも、誰も
が安心して暮らせるために人類が作り上げてきた仕組みが福祉制度で
す。少子高齢化、格差社会（貧困）、人権などの諸問題を解決しながら、「地
域で豊かに暮らす」「住民自らが地域の福祉をつくる」ためにはどうした
らよいのか、について考えてみたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

地域創造学類　地域プランニングコース

5 地域の課題とプランニング
地域はどのような課題に直面し、なぜそのような課題や問題が生じてく
るのでしょうか。そしてどのように解決をはかれば地域がより豊かにな
れるのでしょうか。地域の課題は多様であり複雑です。地域の現状、課題
や背景、解決の方策などについて、事例をもとに考えたいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

国際学類

1 国際社会の諸問題
古今東西の国際関係のあり方、それらをどのように学ぶべきか、また、国
際社会を学習することが我々にとってどんな意味があるのかを考えま
す。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 歴史・文化からみる
国際社会

歴史的・文化的な側面から国際社会を検討することで、現在の諸問題を解
く手がかりを考えます。 本学教員 ※プロジェクター使用

3 国際化と言語 国際化する現代社会と言語は深い関係を持っています。様々な外国語、あ
るいは日本語を取りあげながら、国際化と言語の問題を考えます。 本学教員 ※プロジェクター使用

理工学域

数物科学類　数学コース

1 数の世界

素数にまつわるいくつかの話題。整数については、知っているようで、実
のところは知らないことが多いと思います。それは、所謂、初等整数論を
高校の数学では体系的に学んでいないからです。当講義では、数の構成要
素である素数に関して、それが無数にあることの説明から始め、その後、
素数について知られている事実、また、未解決な問題（予想）などを紹介し
ます。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 関数と無限級数
「無限級数」とは、直観的には無限個の数（や関数）を次々に足して得られ
る数（や関数）です。循環小数などの簡単な例をあげつつ無限級数に関す
る不思議な事実（円周率と無限級数、素数と無限級数の関係）やその背景
にある数学について簡単に紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 ユークリッド幾何から
現代幾何へ

ユークリッド幾何学から始まる幾何学の歴史を概観し、現代の幾何学が
どういう目的意識をもって展開しているかを解説します。 本学教員 ※プロジェクター使用

数物科学類　計算科学コース

4 離散数学を垣間みる
コンピュータやネットワークの進化と情報化社会の展開にともなって、
アルゴリズムの基礎となる数学、すなわちグラフ理論、有限体上の数学、
組み合わせ論、などといった離散的な数学が重視されるようになってき
ました。離散数学の一端について、易しく解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

5 数値シミュレーションの
数理

社会や産業で利用されている様々な現象の数理モデルや、数値シミュ
レーションに現れる数学について解説します。水滴の運動や、雪の結晶モ
デル、水の流れ、ひび割れの進展などの具体的な例を通して、最先端のコ
ンピュータがどのように数学に裏付けられて利用されているかを紹介し
ます。

本学教員 ※プロジェクター使用

6
計算科学と

ナノ・バイオ・
グリーンテクノロジー

実験・観測と理論の他に、計算機シミュレーションが大きな役割を果たし
ています。その重要性は、計算科学として広く知られつつあります。ナノ、
バイオ、グリーンの3つのテクノロジーとも密接に関わっており、計算科
学の貢献の一端をできるだけ噛み砕いて講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 コンピュータで探る
サイエンス

コンピュータの性能向上に伴い、自然界の根本原理に基づいた方程式を
数値的に解くことにより、サイエンス（自然科学）を研究することができ
るようになってきました。これにより自然現象の新しい発見や解明ある
いは科学技術開発を、より迅速に推進することが期待されています。この
ような学問分野の一端を紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

8 スパコンが拓く新しい
ものづくりとエコ社会

京コンピュータのスピードが世界一と認定され、このようなスパコンを
社会の発展のためにどのように応用するかが課題となっています。本講
義では、ナノ物質をはじめとする新物質開発やエコ技術への応用につい
て講義を行います。

本学教員 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

数物科学類　物理学コース

9 素粒子の世界
素粒子物理学の基礎的な部分について、なるべく噛み砕いて紹介します。
特に、世紀の発見と言われる神の粒子、ヒッグス粒子の発見の意味、神岡
鉱山地下での超精密実験やヨーロッパの巨大加速器による実験とその計
画、素粒子と宇宙のつながりについて紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

10 宇宙の物理学
宇宙と言っても研究対象は幅広いです。例えば、宇宙には暗黒物質が存在
しますが、その観測的証拠及び暗黒物質の存在と素粒子の標準模型の関
係についてなど、テーマを決めて、宇宙の物理学分野について分かり易く
講義したいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

11 物質を探る

物質の性質は、温度・圧力・磁場などの環境で大きく変化するとともに、物
質のサイズや状態に依っても様々な性質を示します。超低温から、構造相
転移、プラズマ、生物物理、分子物理学、非線形物理、テラヘルツ物理まで、
さまざまな環境・サイズ・状態による物質の性質を探るための実験・研究
を分かり易く講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

物質化学類　化学コース

1 物質の構造と性質
原子の発見から、原子・分子の構造と性質およびイオンの性質を含め、大
学生レベルの知識を高校生にも理解できるよう分かりやすく講義しま
す。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 生命と化学 酵素のはたらきについて、身近に存在するものを例に取り上げて、基礎か
ら応用まで幅広くお話します。 本学教員 ※プロジェクター使用

3 環境をはかる
環境中には、天然、人工の様々な物質が存在しており、それらの性質や挙
動を調べるには、目的に合った計測方法が必要になります。物質のはかり
方を通じて環境を考えます。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 分子と金属イオンで
つくる化学

原子同士の共有結合により分子ができるように、分子と金属イオン、ある
いは分子と分子から、より大きな粒子（金属錯体、超分子）がつくられま
す。金属錯体や超分子の基礎から最先端の研究までをわかりやすく解説
します。

本学教員 ※プロジェクター使用

5 身の回りの炭素化合物の化学
－形と機能－

わたしたちの身の回りには炭素原子を含む化合物が多数存在しますが、
炭素原子のつながり方によって、多様な形と性質を示します。それらの物
質が身の回りの現象とどのような関わりがあるかを紹介します。 

本学教員 ※プロジェクター使用

6 放射線で見る化学
放射能・放射線についての基礎的な話から始め、それが化学の分野での利
用を含めて、人間の生活にどのように役に立っているか、環境中に存在す
る天然放射性核種と核実験等で生成される人工放射性核種の挙動等を講
義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 周期表の化学 周期表の典型、遷移金属元素からなる化学物質の基本および構造と性質
について解説します。 本学教員 ※プロジェクター使用

物質化学類　応用化学コース

8 洗剤だけじゃない。
界面活性剤の話

界面活性剤といえば、まずせっけんや洗剤が思い浮かぶと思いますが、身
の回りには快適な生活を支えるために、いたるところでいろいろな界面
活性剤が活躍しています。これらを紹介するとともに、機能を発揮する仕
組みについて説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

9 未来を支える電池の役割と
そのしくみ

我々の生活には電池は欠かせないものとなっています。次世代エネル
ギー技術の本命とも呼ばれる燃料電池を中心に、化学的な視点で電池の
仕組み（化学／電気エネルギーへの変換）と問題点、将来にわたる役割に
ついて説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

10 高分子（プラスチック）の
思議な世界

一般の分子（低分子）は分子量が高々数百であるのに対して、高分子は1万
以上（百万を超えるものもある）と桁外れに大きく、巨大分子であるがゆ
えに材料として様々な用途があり、人類は古くから天然高分子材料を利
用してきました。しかし、その化学が学問として確立したのは20世紀に
入ってからです。Bakelandによる最初の合成樹脂ベークライトの発明、
Carothersによる合成繊維ナイロンの発明は、今日のプラスチック時代
へと引き継がれ、社会を一変させました。本講義では、身近な、又は先端的
分野での不思議な高分子の化学について説明し、機会があれば実際に合
成を体験し材料に触れてもらいます。

本学教員 ※プロジェクター使用

11 分子次元の鏡の世界と
香りの化学

「鏡の国のアリス」を読んだことがありますか？「鏡の国」ってどんなとこ
ろでしょう？世の中には鏡に映したモノが元のモノと同一な場合と異な
る場合があります。実は私達の体も分子レベルで見てみると鏡に映した
体と「あべこべ」になります。本講義では、「香り」をキーワードに「鏡の国」
を分子レベルで案内します。大学で学ぶ「立体化学」と呼ばれる学問分野
の一端をのぞいてみましょう。

本学教員 ※プロジェクター使用
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12 環境問題と分析技術
地球温暖化、富栄養化、酸性雨、光化学スモッグ、地下水汚染、オゾン層減
少、重金属による水質汚染等の環境問題の中からトピックを選んで頂き、
ご要望に応じた課題に関して環境汚染のメカニズム、観測技術、対策技術
等について最新の研究成果を解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

13 空飛ぶ納豆菌

数千メートル上空にも微生物の世界があり、彼らは風に運ばれ、世界中を
旅します。こうした微生物はコスモポリタンと呼ばれ、世界各地のあらゆ
る環境に生息域を広げてきました。それ故に、風送される微生物は、健康
影響、環境影響、あるいは産業利用などに関わっている可能性が近年着目
されています。こうした背景、研究は進み、日本特有と思われる納豆菌も、
世界に蔓延る立派なコスモポリタンであることが分かって参りました。
本講義では、大気微生物研究における化学的アプローチ（DNA（核酸）研
究の最先端）や生物学的な技法（昔ながらの培養実験や顕微鏡観察）につ
いてお話いたします。

本学教員 ※プロジェクター使用

機械工学類

1 エネルギー・環境と機械工学
地球環境の保全、エネルギー消費量の削減、経済成長の維持というトリレ
ンマの克服のため、今後、普及が期待される創・省エネルギー技術、環境保
全技術、CO2回収・利用技術など最新の研究内容を交えてエネルギー・環
境と機械工学の結びつきについて説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 材料開発と機械工学

地球温暖化が叫ばれ二酸化炭素（CO2）排出量の削減が必要とされていま
す．さらに、原子力発電所の事故をきっかけに注目されているエネルギー
問題の解決も急務です。また、国内で製造される高性能機器には、レア
アース金属や貴金属など、高価で希少な元素が使われているため、使用量
の削減、代替材料の開発が不可欠です。これらの諸問題に、材料開発や機
械工学がどのように貢献しているか説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 機械とものづくり
自動車や家電など私達が普段目にする製品は、多くの部品を組み合わせ
てそれぞれの機能を持たせた機械です。工作機械、ロボット、食品、医療、
スポーツなど殆ど全ての分野で扱っている機械について、「ものづくり」
という観点からわかりやすく説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 機械工学を支える基礎科学
数学と物理学は、機械工学だけでなく工学の基礎を支えています。本講義
では、数学や物理学が工学の中でどのような役割を果たしているかを、身
近な具体例を使い、高校レベルの知識のみを仮定して解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

5 機械と制御
機械は、基本的には物理学や幾何学に則って動きますが、実際にはそれら
では扱いきれない「運動のずれ（誤差）」があります。ずれがあっても、それ
をセンサで測りモータ等の駆動を補正することで、できるだけ理想的に
動かそうという実用的な考え方が制御工学です。

本学教員 ※プロジェクター使用

6 機械と不思議
本テーマでは、機械や構造物とその周辺に見られるさまざまな物理現象
のうち、主に熱/流れ/材料/構造に関わる不思議な現象を取り上げ、機械
の高性能化/安全性向上に役立ち、応用される面白い現象などを幅広く紹
介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 ヒトのための機械工学
現在、機械は人間生活に密接に結びついています。例えば、現代の医療は
工学の支えなくしてはあり得ません。本講義では、医療の分野で工学がど
のように役立っているかなど、ヒトのための機械工学について分かり易
く説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

電子情報学類

1
形態を変えるエネルギー

～電気エネルギーは
どのように作って
利用するか？～

エネルギーとは何かという問題から、世の中で普段の生活に利用されて
いる種々のエネルギー（燃焼エネルギー、電気エネルギー、原子力エネル
ギー）を例にして、エネルギーとの関わりやその重要性を考えます。また、
簡単な燃料電池実験キットを用いた実験を行い、いろいろなエネルギー
の変換技術を体験することもあります。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 電子デバイス用材料の
新規開発について

様々な電子デバイスを作る際に使用される材料に関して、デバイスのス
ペック・特性（動作速度、消費電力、信頼性、コストなど）を起点として、ど
のような電子デバイス材料が必要となり、それを如何にして実現するか
について解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 身近な光技術
光技術は、メガネ表面のコーティング、DVDプレーヤーやインターネット
など、身の回りで広く利用されています。本講義では、光の干渉を利用し
た表面コーティング技術と光ファイバーについて、原理の説明と簡単な
実験等により理解します。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 情報化社会と集積回路
集積回路は機能と性能の両面で飛躍的な進歩を遂げ、高度情報化社会を
支える基礎となっています。その集積回路について分かりやすく講義し
たいと思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

5 電波と情報通信
テレビ、ラジオや携帯電話など、私たちの身の周りには電波を用いて通信
を行っている装置が数多くあります。電波とはどのようなものか、どのよ
うにして電波で情報を送ったり受け取ったりできるのか、などについて
最新技術も交えながら紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用
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6 宇宙探査における
電子情報通信技術について

通信情報工学研究室では、月探査衛星「かぐや」をはじめ、地球や惑星周辺
の宇宙空間の探査を行う人工衛星搭載用の電波観測器の開発をしていま
す。本講義では、人工衛星で宇宙探査をするのに必要な技術とはどんなも
のか、大学で学ぶ知識がどのように最先端科学に活かされるかを、わかり
やすく解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

7
ディジタル信号処理

～コンピュータで音声や
音楽を加工する～ 

PCやスマホ（Smartphone）で音声や音楽を加工するディジタル・オー
ディオ信号処理技術に関して、次の様なお話をします：
① 電話音声を聞き取りやすくするための技術 
② 楽音（歌声、音楽）の音色を人工的につくる技術
③ その他、様々な音の加工技術

本学教員 ※プロジェクター使用

8 計算機と数理の目で見る
複雑な現象

計算機の急速な進歩によって、実際に実験や観測をしなくても複雑な現
象を解析できるようになってきました。その研究の一端を講義したいと
思います。

本学教員 ※プロジェクター使用

9 コンピュータソフトウェア
の理論と技術

オペレーティングシステムやコンパイラ、オブジェクト指向、分散並列処
理、クラウドコンピュータなどのコンピュータソフトウェアの理論や技
術などを講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

10 反応性プラズマの世界
～プラズマを作ってみよう～

プラズマとは、電離反応により生成されるイオンや電子が含まれる気体
で、「固体」-「液体」-「気体」に加えて「第4の状態」と呼ばれるものです。自
然界ではオーロラや雷がプラズマですが、実は、皆さんの身の回りにも人
工的に作られたプラズマを利用しているもの、プラズマの性質を高度に
利用して作られているものが多くあります．講義では、プラズマの特性に
ついて説明するとともに、簡単な大気圧プラズマ生成実験を行います。

本学教員 ※プロジェクター使用

環境デザイン学類

1 コンポスト化のしくみを
考えてみよう

地球環境保全対策の一つとして取り組まれてきた「廃棄物を資源化する
技術」のうち、「コンポスト化技術」についての初歩的説明を行います。 本学教員 ※プロジェクター使用

2 下水を浄化する微生物を
みてみよう

下水処理のしくみを講義し、その浄化に係る微生物の顕微鏡観察を行っ
たりします。 本学教員 ※プロジェクター使用

3 空気中に浮かぶ粒子と
その環境影響

空気の中には1cm3あたり数千個から数万個の目に見えない粒子が浮か
んでおり、地球温暖化や人体の健康に大きな影響を与えています。この講
義では、粒子状物質がどのように発生し、空気中を移動してゆくのか、最
新の研究内容とともに紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

4
車両走行による

高架橋周辺における
振動問題について

高架橋上を大型車が走行した場合、地盤振動や低周波音などがその高架
橋から周辺家屋に伝播し、問題となることがあります。それらの振動問題
の事例やその対策についてお話します。

本学教員 ※プロジェクター使用

5 北陸地域における
水災害に学ぶ

大雨がもたらす洪水災害、発達した低気圧に伴う高波や高潮、海岸侵食、
地震による津波など、私たちは水に関わる様々な災害と隣り合わせに暮
らしています。これまでに北陸地域を襲った水災害の概要やメカニズム
と、その対策などについて紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

6 土砂災害と理科科目
（地学・物理・化学）の関係

局所的な豪雨の発生数の増加に伴い、土砂災害による犠牲が増えている。
これらの土砂災害の発生メカニズムや対策について、高校までの地学や
物理、化学といった科目との関わりを交えながら解説します。自分や家族
を災害から守るためにどのような知識が必要かを学習してほしいと思い
ます。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 豊かな地域づくり・まちづくり
人々が集まり、交流し、活力ある地域やまちにするために、また、便利で豊
かな暮らしをおくるためにどのようなまちづくりを行えばよいのか、ど
んな地域を目指せばよいのかをお話しします。

本学教員 ※プロジェクター使用

自然システム学類

1 生物のかたちと進化
最近の研究により生物の形をつくりだす遺伝子についての理解が進み、
多様な生物が遺伝子セットを共有することが明らかになっています。生
物はどのようなメカニズムで形をつくるのか、また、どのようにして多様
な形を進化させたのか、について解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 生物のくらしと環境
自然界の成り立ちを理解することは、人類存続のため欠かすことのでき
ない課題になりました。生物と環境の関係を多様な生物を例にとり、個
体、個体群、群集、生態系レベルで講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 生物のしくみと制御
全ての生物には、時には過酷な環境の中で、生命を維持し、次の生命を再
生していくための、いろいろな仕組みがあります。巧妙な生命の維持・制
御機構について講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 化学製品のものづくり
私たちの身の回りには様々な化学製品が用いられています。環境への負
荷を考慮しながら化学製品を創り出す、化学工学について説明します。最
先端の新素材やエネルギー変換技術、環境負荷低減技術まで、化学工学が
ものづくりに果たす役割について概説します。

本学教員 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

5 エネルギーと環境
エネルギーの需給関係の推移と将来見通し、環境問題との関連性などを
概説し、化学工学的観点からさまざまなエネルギーおよび環境問題の解
決に向けた対応策について説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

6 微粒子

微粒子とは、固体または液体の微小な物質であり、我々の生活によい影響
も悪い影響ももたらします。PM2.5や花粉症、ウィルスなどは「悪い」微粒
子と考えることができます。 一方、最近では、ナノテクノロジーなどの先
端技術において、微粒子は新しい機能性材料として大きな期待が寄せら
れています。微粒子とは何か？また、どのような性質があり、我々の生活
にどのような影響を与えるのかについて解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 バイオの力
バイオ工学は、生物学（とくにバイオサイエンス）の知識と工学的な発想
を融合した学問分野です。そのバイオの可能性について、講師の専門分野
に沿って講義を予定しています。

本学教員 ※プロジェクター使用

8 バイオによるものづくり
医薬・食品・化学・環境など様々な分野における‘バイオによるものづくり’
を行なう上で必要となる生物学的な知識やその工学的な利用技術に関す
る研究事例について講義を行います。

本学教員 ※プロジェクター使用

9 地球の環境と変化
地球は46億年前に誕生して以来、様々な環境変化を受けてきました。ま
たその過程で多くの生物が進化・絶滅をしてきました。これらの地球史の
一端やPM2.5や黄砂の成因、放射性物質の除去などについて、エピソード
を交えながら紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

10 変動する地球
なぜ日本には火山や地震が多いのか、それらが地球の構造や日本列島の
形成とどう関係があるかなどを、最新の知見などを交えながら、分かりや
すく説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

11 岩石と鉱物の科学
地球は層状の構造をしており、層ごとに主要な元素がことなります。また
地表近くだけをとりあげても様々な元素や鉱物から成り立つ岩石が見ら
れます。岩石や鉱物からみた地球の環境や成立過程を紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

医薬保健学域

医学類

1 分子細胞医科学研究の
フロンティア

医学類の概要とともに、学生生活、入試制度、教育内容、研究内容などを紹
介する。そのために、医学類において講義されている解剖学、生理学、生化
学、病理学、微生物学、再生医学、遺伝学、薬理学、免疫学、衛生学、公衆衛
生学といった学問分野の中から、あるトピックスを一つ選び高校生向け
にやさしく紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

薬学類・創薬科学類

1 医薬品を創る

新しい薬が創られ、患者さんに使用されるに至るまでには、長い時間と、
様々な情報、多大なる研究費用、そして熱意が必要です。また、最初に考え
た化合物が実際に患者さんに使われる可能性は数万分の1という低い確
率である現状と、何故難しいか、さらにそこに挑戦するためにどのような
専門性を持つ研究者達が関わっているか等をお話しします。

本学教員 ※プロジェクター使用

2 天然資源から薬を

ケシから得られるモルヒネや柳の成分から作り出されたアスピリン、青
カビの成分ペニシリンなど多くの医薬品が天然物から発見されていま
す。日本人が漢方薬から見つけた医薬品や高峰譲吉が麹菌から探し出し
たジアスターゼをはじめ、天然資源から探し出されたなじみ深い医薬品
のトピックを解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

3 楽しい化学の話
安定同位体の質量分析を利用した、私たちが毎日食べている食品の産地
偽装の見破り方や、現在サプリメントに加工されているいわゆる機能性
食品がどこまで科学的に検証されているかなど、薬学や健康に関するよ
うな化学の話を紹介・解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

4 環境問題と健康

地球温暖化や大気汚染といった地球環境問題は、遠い世界の話ではなく、
私達の生活や健康にまで忍び寄ってきています。自動車排ガス等による
大気汚染物質が引き起こす環境問題と健康影響には、まだまだ多くの謎
が残されています。私達が暮らす環境を守るための薬学類での先端研究
について講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用

5 生命科学の最前線

生命科学は日々進歩していますが、がん、糖尿病、アルツハイマー病など、
私たちの寿命を左右する大きな疾患についても、未だ不明な点が多くあ
ります。また、ゲノムの多様性による免疫応答の個人差が原因で移植拒絶
反応が起き、現在開発が進められている再生医療でも、この拒絶反応が実
用化の妨げのひとつとなっています。遺伝のしくみとともに、最近注目さ
れているiPS細胞ではこの問題点を解決できる等の紹介、世界的に求めら
れているより安全で有効なワクチンの現状や課題をなど、生命科学の必
要性や問題点などを含めて、講師の取り組んでいる生命科学の最前線に
ついて講義します。

本学教員 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

6 薬の動きと働き

投与された医薬品が投与部位から体の中をどの様に動いて疾患部位に到
達し、薬理作用を発揮するか、医薬品は生体にどういう反応を引きおこす
か、どうして注射や内服など様々な投与形態があるか、何故食前や食後の
指示があるか、飲食物がどのように影響するか、生体のどのような分子と
反応して病態を改善するか、医薬品の作用・副作用に認められる個人差は
何故生じるのか、などについて、具体例を挙げながら解説します。

本学教員 ※プロジェクター使用

7 くすりの適正使用と
薬剤師の役割

薬は、使う量やどの様に投与するのか等の条件が決められて初めて患者
さんに使うことができます。しかし、使い方の情報が少ないと、適切に薬
を使うことが出来ず、十分な効果が得られないまたは副作用が発症する
などの有害事象につながります。薬を効果的にかつ安全に使用するため
の取り組みと薬剤師の役割などを紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

保健学類看護学専攻

1 人々の健康に貢献する看護
担当講師の専門分野を例に、看護職者はどのような役割をもって人々の
健康に貢献するのか、そのために、看護師・保健師の基礎教育がどのよう
に大学教育で実施されているか説明します。また、卒業後の活動やキャリ
アアップ、助産師の教育課程についてもイメージできるよう説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

保健学類放射線技術科学専攻

2 最新放射線機器・薬品による
診断／治療技術

放射線機器及び薬品を用いた診断・治療技術はめざましく進化しており
ます.それらが医療にどのような貢献をしているか,もしくは放射線医療
における基礎から応用までの最新研究について講義します.（派遣講師に
よっては,病院における診療放射線技師の役割も混じえて）

本学教員 ※プロジェクター使用

保健学類検査技術科学専攻

3 臨床検査技師って
何ですか？

病院で行われている検査は、病理・生化学・血液・心電図・細菌・ウイルス・
免疫・遺伝子など様々な分野に渡っており、これらを一手に担っているの
が臨床検査技師です。本講義では、臨床検査についてはもちろんのこと、
本専攻に入学後、どのような科目・実習を履修するのか？卒後の進路や就
職は？などについてもわかりやすく説明します。

本学教員 ※プロジェクター使用

保健学類理学療法学専攻

4 リハビリテーション医療と
理学療法

リハビリテーションの理念を概説し、理学療法士の仕事内容を紹介しつ
つ、大学における理学療法学研究の一端を講義します。 本学教員 ※プロジェクター使用

保健学類作業療法学専攻

5 人の日常生活を支える
作業療法 

作業療法の“作業”とは？
それは、食事・着替えといった身の回りのことから、遊び・勉強といった生
活の様々な活動のことです。作業療法士は、子どもからお年寄りまで、ケ
ガや身体・精神の病気によって支援を必要とする方の”日常生活を支える”
ために働いています。
そんな作業療法の魅力をわかりやすく、熱く紹介します。

本学教員 ※プロジェクター使用

講師派遣が困難な日程
入試 12月～3月

イベント 8月～9月

出張講義の講座について変更の可能性がありますので，金沢大学Webサイト（以下のアドレス参照）で最新の講座名を確認の上，お申し込み
ください。

●学生部入試課学生募集係　076-264-5189　http://www.kanazawa-u.ac.jp/enter/kengaku/theme.html

北陸先端科学技術大学院大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

1 シミュレーションが
明らかにする生体内流れ

計算機の発達の歴史をみると、シミュレーション（科学技術計算）の高速
化を目指して開発されてきた。計算機の歴史を概観しながら、現在の高速
計算機の概要および一つの応用分野である生体内流れのシミュレーショ
ンおよび可視化結果を紹介する。

理事・副学長
松澤　照男

PC持参
（PCとプロジェクター
をつなぐコードは準備
をお願いします。）
※プロジェクター使用

2 デザイン思考でイノベー
ションを起こそう！

創造思考とデザイン思考を駆使し、様々な分野のイノベーションを起こ
す方法が世界的に注目されている。本講演では、国内外の事例を紹介する
とともに、講演者の携わったイノベーションデザイン法の実践事例を述
べる。

名誉教授
國藤　進

PC持参
（PCとプロジェクター
をつなぐコードは準備
をお願いします。）
※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

3 タングラムや清少納言
知恵の板で作れる形

タングラムや清少納言知恵の板は、どちらも正方形を7つのピースに分割
した、並べ替えパズルである。どちらも200年以上前から伝わる非常に古
いものである。本講座では、これらのパズルで作れる凸多角形の種類と、
理論上の限界を紹介する。

教授
上原　隆平

PC持参
（PCとプロジェクター
をつなぐコードは準備
をお願いします。）
※プロジェクター使用

4 複数の多面体を作れる
展開図

小学校で習う「展開図」は、辺に沿って切る場合しか考えない。しかし、面
の中も切ってよいとすると、展開図は驚きに満ちている。正20面体と四
面体が折れる展開図、複数の箱が折れる展開図などを紹介する。

教授
上原　隆平

PC持参
（PCとプロジェクター
をつなぐコードは準備
をお願いします。）
※プロジェクター使用

5 画像処理で機器を
使いやすくする方法

画像処理によってさまざまなシステムを使いやすくする技術について説
明する

准教授
吉高　淳夫

PC持参
（PCとプロジェクター
をつなぐコードは準備
をお願いします。）
※プロジェクター使用
※中学生対応可

講師派遣が困難な日程
入試 7月頃、10月頃、1月頃

イベント 入学式（4月、10月）、学位記授与式（6月、9月、12月、3月）、オープンキャンパス（5月、9月、11月頃）、フェスティバ
ル、シンポジウム（10～11月頃）　など

●大学戦略・広報室　広報係　0761-51-1031　http://www.jaist.ac.jp/

石川県立看護大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

看護学部　看護学科

1 対人援助における
コミュニケーションのつぼ

相手を援助する際のコミュニケーションとしてどのような注意が必要な
のかを楽しく学びます。

人間科学領域
教授

武山　雅志

プロジェクター、スク
リーンの準備が必要
PC持参
※プロジェクター使用

2 こころと身体の健康づくり
健康・体力づくりは、日ごろの生活を見直すことから始まります。食事・
運動・睡眠の過ごし方をふりかえり、健康的なライフスタイルを一緒に考
えてみませんか

人間科学領域
准教授

垣花　渉

プロジェクター、スク
リーンの準備が必要
PC持参
※プロジェクター使用

3 食と健康
私達が、姿勢を維持できるのはなぜか？骨の成長とそれを維持するシス
テムとは？どのような生活習慣が骨折を予防できるのか？など、「筋肉と
反射」と「骨の成長と健康」にフォーカスをあて、高齢者の転倒予防につい
て講義する。

健康科学講座
教授

長谷川　昇

プロジェクター、スク
リーンの準備が必要
PC持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可

4 視覚の不思議
残像が見えるのはなぜ？近視と乱視の違いは？誰の目にも盲点がある？
ブルーベリーは目に良いって本当？…身近な疑問や目の錯覚の体験を通
して、眼の構造と視覚の情報処理について学びます。

健康科学講座
講師

市丸　徹

プロジェクター、スク
リーンの準備が必要
PC持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可

5 ナースに必要なスキル ナースになるための基礎となる看護技術（コミュニケーションや日常生
活援助技術など）について学びます。

基礎看護学講座
准教授　中田　弘子
　講師　木森　佳子
　講師　林　静子

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要
対応可能時期：10月下
旬～3月（但し、月・火・
木曜日は除く）
※プロジェクター使用

6 開発途上国の母と子の健康
に関する国際協力について

世界の母子保健の現状と課題について理解するとともに、石川県立看護
大学が実施してきたJICA（国際協力機構）の母子保健事業について紹介
し、国際協力の実際や日本の役割について一緒に考えます。 

母性看護学講座
准教授

山岸　映子

プロジェクター、スク
リーンの準備が必要
PC持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可

7 子どもの虐待予防について
考えよう

不適切な養育を受けることが子どもの成長・発達にどのような悪影響を
もたらすかや、短期的・長期的視野での予防対策をお話しし、今一人ひと
りに何ができるかという視点で「社会で子育てを支援すること」の意味を
考えます。

小児看護学講座
教授

西村　真実子

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要
対応可能時期：8月～9月
※プロジェクター使用
※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

8 糖尿病の食事療法について
学ぼう

糖尿病食は、バランスのよい健康食といわれています。適正な摂取エネル
ギー量とは？バランスよく食べるとは？食品交換表とは？などについて
具体的に学びます。

成人看護学講座
准教授

岩城　直子

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要
対応可能時期：8月、9月
※プロジェクター使用

9 これからの高齢社会を
支える看護とは

国民の4人に1人が65歳以上という高齢社会を迎え、誰もが、健康寿命を
延ばしながら、住み慣れた地域で自分らしく生活できる支援が求められ
ています。老年期の特徴を学びながら、これからの高齢者へのかかわりの
基本を学んでみませんか?

老年看護学講座
教授

川島　和代

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要、
ビデオも使用します。
対応可能時期：6月～
9月は月・火曜日10 ～
12月は水曜日
※プロジェクター使用
※中学生対応可

10
「社会の発見」～身の周りの
「当たり前」を見なおして

みましょう

私たちは，「社会」の中で生きています。私たちが身近で体験している「当
たり前」を見なおし，新しい「社会の発見」を経験してみましょう。身近な
トピックスをいくつか取り上げて考えていきます。

地域看護学講座
准教授

阿部　智恵子

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要
対応可能時期：9月、11月
※プロジェクター使用

11 地域で活躍する看護職
 「保健師」とは！

地域で働く保健師の活動や保健師になるために大学で学ぶこと、進路選
択について紹介します。

地域看護学講座
准教授

塚田　久恵

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要
対応可能時期：10月、11月
※プロジェクター使用

12 お宅で看護をおこなう
訪問看護

私達は、病気や障害をもっていても住み慣れた家で家族と共にできるだ
け長く生活したいと誰もが願っています。そのような病気や障害をもつ
人々が安心してお宅で養生できるために、看護職がどのような役割を果
たしているのかをわかりやすくお話しします。

在宅看護学講座
教授

林　一美

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要
対応可能時期：8月～11月
※プロジェクター使用

13 こころの健康について
現代はストレス社会と言われており、約15人に1人が一生のうちにうつ
病にかかるといわれています。そもそも目に見えない「こころ」とは何で
しょうか？こころの健康･不健康とは？こころの病気にならないために
はどうしたらよいのかについて一緒に考えていきましょう

精神看護学講座
准教授

谷本　千恵

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要
対応可能時期：8月、9
月、3月
※プロジェクター使用
※中学生対応可

14 心の病気について
心の病気（うつ病、統合失調症など）や自閉症スペクトラム障害、精神看護
に関する話題をお話します。本人の気持ちや家族の気持ち、そして周囲の
関わり方を考えてみます。

精神看護学講座
講師 

川村　みどり
助教

大江　真吾

プロジェクター、PC、ス
クリーンの準備が必要
対応可能時期：4～9月
※プロジェクター使用

15 認知機能低下予防の
リハビリテーション

認知機能低下予防のためのリハビリテーションには様々なことが行われ
ています。しかし、その効果についてはあまり明確にされていません。最
近の研究から効果のあるデュアルタスクトレーニングについてご紹介し
ます。また、デュアルタスクトレーニングを皆さんと実際に行ってみま
しょう！

精神看護学講座
助教　

清水　暢子

プロジェクター、PC、
スクリーン、CDプレイ
ヤーの準備が必要
対応可能時期：4～9月
※プロジェクター使用

講師派遣が困難な日程
入試 2016年　9月24日、11月19日

2017年　1月15日、1月16日、1月28日、2月25日、3月12日

イベント 2016年　4月5日、5月29日、7月16日、10月29日、10月30日
2017年　2月中旬、3月18日

●事務局（教務学生課）　076-281-8302　http://www.ishikawa-nu.ac.jp/

石川県立大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

生物資源環境学部　生産科学科

1 微生物を利用して植物の病
害虫を防ぐ

植物に多種多様な病害虫が発生するため、この防除に多くの化学農薬が
使われています。環境保全の立場から、これらの化学農薬の代わりに植物
に共生している微生物を利用して病害虫を防除する方法を紹介します。

教授
古賀　博則 ※プロジェクター使用

2 植物の病気と
バイオテクノロジー

病害による農産物の被害は、年間8～10億人分とも算出されています。将
来の食糧問題解決の糸口を「植物病理学」という研究分野から考え、さら
に、近年の植物病理学研究に欠かせない「バイオテクノロジー」について
紹介します。また実験植物から「DNAを取り出す」ミニ実験を行います。

准教授
髙原　浩之 ※プロジェクター使用

3
福島第一原子力発電所
事故後の風評被害の

実態について

全国の消費者を対象に実施した福島第一原子力発電所周辺地域の農産物
に関する消費者意識調査の結果を基に発電所周辺地域の食品に対する風
評被害の実態について話をします。

准教授
有賀　健高 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

4 ヒツジの一生
石川県立大学付属農場ではサフォーク種ヒツジを飼育管理しています。
ヒツジは、胃が4つあり、植物を食べてエネルギーにするのに適している
反芻動物の仲間です。そんなヒツジが生まれてからお肉として出荷され
るまで、どのような生涯をたどるのか、紹介します。

教授
石田　元彦 ※プロジェクター使用

生物資源環境学部　環境科学科

5 自然エネルギーの活用
－水車で発電－

持続可能な自然エネルギーの活用法について、マイクロ水車発電の事例
を取り上げ解説します。

教授
瀧本　裕士 ※プロジェクター使用

6 雪を知り雪に親しもう 冬になると、なぜ日本海側の地域で雪が多く降るのか、そのメカニズムを
解説するとともに、雪による災害や雪の利活用にも触れる。

准教授
皆巳　幸也 ※プロジェクター使用

7 植物にひそむ菌たち
自然環境を彩る植物には、見えていないだけで実は「菌たち」がひそんで
います。高校では「分解者」としてだけ扱われる菌たちの重要な役割を紹
介します。

准教授
田中　栄爾 ※プロジェクター使用

8 自動撮影カメラで探る
動物たちの暮らし

森に暮らす動物たちを赤外線センサー付きの自動撮影カメラを使って調査
した研究とそれらの動物たちの生態系における役割について紹介します。

准教授
北村　俊平 ※プロジェクター使用

生物資源環境学部　食品科学科

9
入門！機器分析

～紫外線と可視光線を
使った吸光分析～

私たちは皆、普段の生活の中でさまざまな”分析化学”のお世話になってい
ます。その中から、吸光度分析について解説します。

教授
小西　康子

理系　2年生対象の講
座です
※プロジェクター使用

10 発酵と微生物
石川県には、多くの伝統発酵食品が存在しており、その熟成には微生物が
多くの役割を果たしています。彼らがどのように食材中で繁殖し、熟成を
導くのか、また微生物発酵とは何かについて、わかりやすく解説します。

准教授
小栁　喬 ※プロジェクター使用

11 好き嫌いを科学する
～海水は塩辛くない!?～

クジラは、海で口を開けても塩辛くないのでしょうか？同じ食べ物を食
べても、人（動物）によって違った味として認識している可能性があるこ
とをミラクルフルーツやギムネマ茶により実体験し、味を感じる仕組み
と好き嫌いが生じる原因について分かりやすく解説します。

准教授
海老原　充 ※プロジェクター使用

12 食品内部を切らずに見る技術
－食品のMRI－

食品の品質や製造過程における変化をモニターする時、外観だけでなく
内部の変化を知ることが大切です。そのような方法として病気の診断に
使われるMRIを使った、食品の計測について話をします。

教授
石田　信昭 ※プロジェクター使用

13 石川県の農産物、伝統食品の
成分と機能を探る

加賀野菜、中島菜などの地場産農産物、かぶらずし、能登の魚醤油イシル、
魚の糠漬けなどの伝統食品に含まれる成分についてわかりやすく紹介し
ます。また、これら食品の機能性や関与する微生物についても解説します。

教授
榎本　俊樹 ※プロジェクター使用

14 自分の体は自分で守ろう　
～食品と生体防御～

私達の体に備わっている自己防衛機能である免疫システムと食品の関係
について、わかりやすく解説します。

准教授
西本　壮吾 ※プロジェクター使用

15 私たちの身近な食と食中毒
－食卓から世界まで－

私たちが毎日食べる食品は安全なのか？そこに食中毒の危険性はないの
か？など、私たちに身近な食と食中毒の関係について、分かりやすく解説
します。

准教授
中口　義次 ※プロジェクター使用

16 バイオハッカーの扉を開く
ガレージで組み立てたPCからアップル社やマイクロソフト社が生まれ
たといわれている。同様に、今、バイオ研究のための機材を自宅でそろえ
て「ガレージラボ」を作るバイオハッカーと呼ばれる人々が出現してきて
いる。バイオハッカーとは何か、その可能性を紹介する。

准教授
海老原　充 ※プロジェクター使用

17 カキを食べよう！
海の生物、カキに秘められた栄養パワーとは？ノロウィルスは大丈夫？
年間を通したカキの生態変化を追いながら、旬との関係について解説し
ます。

准教授
吉城　由美子 ※プロジェクター使用

講師派遣が困難な日程
イベント 火曜日（複数週で会議が設定される）

●教務学生課　076-227-7408　www.ishikawa-pu.ac.jp

金沢美術工芸大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

美術工芸学部　美術科　日本画専攻

1 日本画と文化財保存
平安時代以前から現在へと受け継がれる伝統的な絵画技法で制作される
日本画。世界に誇れるこの文化を知る機会が少ないのも事実である。古来
使用される和紙や絹、顔料や膠などを現物から理解し、これらが文化財の
保存にも繋がることを平等院鳳凰堂壁画復元研究を事例に紹介する。

准教授
荒木　恵信

PCは持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

美術工芸学部　美術科　油画専攻

2 「絵」の不思議な世界
普段当たり前のように見たり描いたりしている「絵」。でもよく考えてみる
と、何もない平らな画面に何でも存在させてしまう、不思議な「絵」。エッ
シャーやマグリットから最近話題の3Dアートまで、様々な絵を鑑賞しな
がら、全ての絵が本来持っている不思議で面白い力について考えます。

教授
大森　啓

※プロジェクター使用
※中学生対応可

3 芸術と科学
星座の世界観やガリレオのデッサン、映画「月世界旅行」、アポロ宇宙船か
ら撮影された地球の写真等、歴史上芸術と科学が密接な繋がりを持つこ
とで人々が大きな影響を受けた出来事を学び、異分野の知識や経験を繋
げることの大切さを理解します。

准教授
鈴木　浩之

※プロジェクター使用
※中学生対応可

4 美術の楽しさとは
美術の楽しさについて、制作する側と鑑賞する側の両方の立場から、時代
や地域、表現ジャンルの傾向に触れながら学びます。また、制作者に求め
られる知識や技術を習得する場としての、美術大学について理解します。

准教授
高橋　治希

※プロジェクター使用
※中学生対応可

美術工芸学部　美術科　彫刻専攻

5 「彫刻・立体アートへの
誘（いざな）い」

普段はあまり触れることの少ない彫刻や立体アート。その多様性や楽し
み方を美大の活動を通して紹介します。また、彫刻に使われている様々な
素材や技法についても実演を交えてお話しします。ものづくりの楽しさ、
その原点に触れてみませんか。

教授
石田　陽介

※プロジェクター使用
※中学生対応可

美術工芸学部　美術科　芸術学専攻

6 日本の古い絵のかたち
－絵巻の鑑賞と取り扱い－

西洋の絵画と言えばまず四角い額縁に入った油絵や水彩画を思い浮かべ
るでしょう。これに対して日本の伝統的な形式の絵画は「絵巻（えまき）」

「掛幅（かけふく）」「屏風（びょうぶ）」など様々な“かたち”をしています。こ
の授業では古い時代の絵巻（レプリカ）を教材として鑑賞のポイントを講
義するとともにその取り扱い方を指導します。

教授
山崎　剛

スクリーンとカーテン
かブラインドのある教
室。教材としての絵巻

（レプリカ）、プロジェク
ター、PCは持参します。
※プロジェクター使用
スライド用
※中学生対応可

美術工芸学部　デザイン科　視覚デザイン専攻

7 20世紀を彩った
日本のCM達

みんなの生まれる前の昭和、平成の時代にトイレタイムと言われたテレ
ビのコマーシャル。そんなコマーシャルにも名作が沢山あります。そんな
時代を風靡したコマーシャルの解説をします。みんなの中から広告に興
味を持つ人が出てくれれば幸いです。

教授
工藤　俊之

VHSビデオデッキ、モ
ニターを使用するので
用意願います。
※中学生対応可

8 本の舞台裏
新聞、雑誌、漫画、参考書…。私たちはさまざまな本に囲まれて暮らしてい
ます。本はどうやってつくられているのか？デザイナーはなにをしてい
るのか？何気なく目に入る「情報」を手がかりに、デザインの文法を読み
解き、本制作の舞台裏を実例を交えながら紹介していきます。

准教授
坂野　徹

ホワイトボード使用
大きめの机が必要です。

（1500×600mm程度の
机を2台用意してくだ
さい。机を囲むように見
てもらいます）
※中学生対応可

美術工芸学部　デザイン科　製品デザイン専攻

9 共感・共鳴のデザイン
多くの人に「コレいいね！」「どうして今までなかったの？」といった共感
性を高める製品デザインの事例として
ドライヤーのデザイン開発を映像を交えて説明する。

教授
河崎　圭吾

最初に5分程簡単なス
ケッチを全員に行って
頂きます。A4コピー用
紙を人数分と少し太め
の水性ペンを人数分用
意願います。
※プロジェクター使用
※中学生対応可

美術工芸学部　デザイン科　環境デザイン専攻

10 環境デザインの世界
・ 環境デザインとは
・ 実社会における環境デザインの事例
・ 金沢のまちと環境デザインの関わり
・ 建築を基礎とした環境デザインの魅力

教授
鍔　隆弘 ※プロジェクター使用

大学院　美術工芸研究科　デザイン専攻　ファッションデザインコース

11 ファッションデザインの
世界

・ファッションとは
・社会におけるファッションデザインの役割
・どんな所で役立っている？
自身のこれまでの活動を紹介しながら、ファッションデザインの役割に
ついてをお話します。

准教授
村山　祐子

PCは持参します。
洋服のサンプルを数着 
ラックで持参します。
※プロジェクター使用
※中学生対応可

24



講師派遣が困難な日程
入試 11月中旬、1月～3月

イベント 7月中旬、11月第1週

●事務局　076-262-3531　http://www.kanazawa-bidai.ac.jp/

金沢工業大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

工学部　機械工学科

1
ものづくりデザイン

材料創製・加工プロセス
環境・エネルギー

ものづくりのための設計・応用技術、新材料とその加工方法、環境・エネル
ギーに関する技術について 本学教員 PC持参

※プロジェクター使用

工学部　航空システム工学科

2 航空機要素技術
航空機統合技術

航空機に働く揚力や推力を効率よく発生させるメカニズムとその制御技
術、航空機の構造・機能および安定した飛行を実現する統合システム技術
について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

工学部　ロボティクス学科

3
ロボット要素設計技術
システム統合化技術

計測・制御・知能情報化技術

数学・機械・電気の知識を応用したロボットの構成要素の設計、ロボットの
構成要素を統合した新しいシステムおよび機械やロボットをコントロー
ルするために必要な計測技術・制御技術・プログラミング技術について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

工学部　電気電子工学科

4
電気電子制御技術

電気エネルギー技術
電子デバイス技術

電気自動車、ロボットなどを動かすためのモータやセンサ技術の制御、太
陽光発電、風力発電、燃料電池などのクリーンな電気エネルギーおよび半
導体デバイス、電子回路、集積回路など多様な電子デバイス技術について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

工学部　電子情報通信工学科

5 電子ディスプレイ・音響技術
ワイヤレス・携帯端末通信技術

電子ディスプレイ、音響システムに使われるハードウェア、光エレクトロニ
クス、画像・音声信号処理技術、携帯端末・衛星などの通信方式および情報・
信号処理、通信ハードウェア、ネットワークなどの無線通信技術について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

工学部　情報工学科

6 情報基盤技術
ソリューション＆サービス

コンピュータやネットワークに関する基本技術、組込システム、ネット
ワークシステム、情報システムおよびクラウドサービスについて 本学教員 PC持参

※プロジェクター使用

情報フロンティア学部　メディア情報学科

7 メディアテクノロジー
メディアデザイン

CG、モバイル技術、ネットワークセキュリティーなどの最新の情報テク
ノロジーと、映像、音楽、Webサイトなどのコンテンツ制作のための感性
的な基礎について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

情報フロンティア学部　経営情報学科

8 ビジネスマネジメント
起業イノベーション

社会に有益なビジネスを新しく立ち上げるための素地や精神、立ち上
がったビジネス・組織を効率的に管理する知識や方法、さらに、それらを
実現するための基盤である情報技術について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

情報フロンティア学部　心理情報学科

9 社会と産業への応用
認知と感性の心理学

心のはたらきを活かしたものづくりと臨床場面にも対応できる心理学の
応用技術、心のはたらきを測定・評価する手法・技術について 本学教員 PC持参

※プロジェクター使用

環境・建築学部　建築デザイン学科

10
建築設計

都市・まちづくり
建築計画・意匠

建築設計・住宅設計・リフォーム設計・インテリアデザイン・景観デザイ
ン、まち・地域・都市の計画および建築計画・歴史意匠・保存改修などの計
画について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

環境・建築学部　建築学科

11
建築生産
建築構造

建築環境・設備

建設計画・施設運用・再利用・長寿命化技術、堅牢、長寿命かつ安心安全の
建築をつくる構造設計技術および快適で環境負荷の小さい建築・地域の
計画について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

環境・建築学部　環境土木工学科

12
土木設計・施工・維持管理

地理空間情報
地域・環境計画

快適で自然災害に強い社会インフラの計画・設計・施工・維持管理、高度
情報化社会を構築するGPS・地理情報システム・電子地図および地域の環
境計画・景観計画・交通計画などまちづくり・国土開発の計画・設計につ
いて

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

バイオ・化学部　応用化学科

13
環境化学

エネルギー機能化学
バイオ機能化学

水・大気・地球資源に関する化学、エネルギーおよび有機・無機の機能物
質に関する化学、有機・無機機能化学と生命・生物機能物質化学と融合し
た化学について

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

バイオ・化学部　応用バイオ学科

14
バイオ工学

脳科学
遺伝子工学

新機能分子創出などに代表されるバイオ工学、ゲノム解析や遺伝子解析
に関する遺伝子工学、人間の行動や感覚の仕組みを説明する脳科学につ
いて

本学教員 PC持参
※プロジェクター使用

講師派遣が困難な日程
イベント （春）オープンキャンパス　 4月24日（日）

（夏）オープンキャンパス　 7月16日（土）、7月17日（日）
（秋）オープンキャンパス　11月20日（日）

●企画部　076-246-4784　www.kanazawa-it.ac.jp

金沢星稜大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

1. 経済学科

経済学部・経済学科

1 行政の仕組みを
お金の面から考えてみる

私たちの生活に欠かせない県や市町（村）の役割は、実はかなり奥深いも
のがあります。
日頃あまり気にしていない、県や身近な市町（村）の仕事の仕組みをお金
の面から考えてみましょう。

准教授
青木　卓志

2 地震リスクの認知と
防災対策資料

いま住んでいる場所の自然災害の発生リスクをご存知でしょうか？この
講座では、地震に焦点をあてて、統計データから人々がそのリスクをどの
ように認識する傾向があるかを議論します。その上で、リスクに関する客
観的な情報を持っていると、地震に対する防災・減災行動がどう変化する
かを考えたいと思います。

准教授
石野　卓也

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用

3 私たちの生活と経済活動
主にミクロ経済学の観点から、様々な経済活動を考えます。アルバイトで
収入を得るのも、仕送りなど送金も、アルバイト収入から引かれる所得税
も経済活動です。これら経済活動の働きや役割を考えます。

准教授
小熊　和雄 ※中学生対応可

4 経済学へのいざない
経済学とはどういう学問だろうか。高校生をはじめ一般にもわかりやす
い内容をわかりやすく説明していきます。価格の決まり方についても説
明します。

教授
川島　哲

5 お金の流れをみると
何が分かる？

私たちは商品を手に入れるとき、お金を支払います。これは商品が動く際
に、必ずお金の流れがあることを意味します。逆に言えば、お金の流れを
みることで商品やそれを買う人々の行動がみえます。この講座ではお金
の面から経済活動をとらえてみましょう。

准教授
北野　友士

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用

6 中国のバブル崩壊は
あるのか？

習政権下の中国は経済成長が減速しつつあり、不動産価格の低下及び地
方政府債務の増大によるシャドーバンキングのリスク問題が大きく喧伝
されている。中国経済は崩壊するだろうか。中国経済の最新の現状と課題
を語り、日中経済関係の現状と課題も解説する。

教授
宋　涛

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

7 私たちに身近な制度について
～いのち、くらし、健康～

人が生まれ、そして死をむかえるまでの間を「ゆりかごから墓場まで」と
いう表現をします。その間、病気をした時、仕事を失った時、介護が必要
になったとき等、その時々に応じて、それぞれのライフステージに合わせ
て、さまざまな国の制度があります。
将来、何らかのアクシデントにあったときに利用できる国の制度を学び
ましょう。

教授
曽我　千春

PPT、DVD
※プロジェクター使用

8 グローバル社会に生きる私
たち

グローバル化はどこまで進んでいるのか？私たちの生活にはどのような
影響を及ぼすのか？私たちはどのように行動すればいいでしょうか？グ
ローバル化に関するトピック及び若者の課題についてご紹介します。

助教
張　琳

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

9 産業はどのように
変化するか

皆さんは、社会科や公民の授業で「産業」という言葉を聞いたことがある
と思います。自動車産業、鉄道産業、IT産業…でも、一言で「産業」と言って
も、その中では様々な企業がいろいろな行動をしています。そして、その
結果産業全体も変化をしていきます。そのような様々な産業の変化のし
くみについて、説明します。

准教授
花田　真一

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用

10 これからの社会保障を
どうするか

少子高齢社会となった日本では、今までと同じやり方では、年金や医療と
いった社会保障の維持は難しくなっています。この問題は、若い世代に
とってとりわけ重要です。どうしたら良いのか考えます。 

教授
原嶋　耐治 

11 経済史からみた
「北陸の宝塚」

「北陸の宝塚」と謳われた一大遊園地『粟ヶ崎遊園』を事例に、郊外電車の
発達や都市型消費経済の誕生の歴史を紹介する。現在に至る私鉄経営の
ビジネスモデルを作り上げた小林一三にもふれたい。

教授
本康　宏史

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用

12 古典で学ぶ経済学
公民の授業で名前だけは知っているアダム・スミス、カール・マルクス、
ジョン・メイナード・ケインズ。彼らの著作のさわりを読み進めながら、そ
の現代的意義について考えていきます。

教授
山本　英司

プロジェクターは無し
でも構いません。
※プロジェクター使用

2. 経営学科

経済学部・経営学科

13 カイゼン活動の
重要性と困難さ

就職すると人は毎日一生懸命に仕事をしている。誰も自分の仕事に無駄
があるとは思っていない。カイゼン活動ではそれをどのように見直すの
か、その困難さはどんなところにあるのか解説します。

教授
中本　義徳

14 決算書を読んでみよう
会社の決算書とはどのようなものでしょうか。決算書からは、どのような
事柄が読み取れるのでしょうか。
また、近年、「会計の国際化」という言葉を時々耳にします。決算書を作る
ためのルール（会計基準）についても、あわせて考えてみたいと思います。

教授
大貫　一

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

15 恋のどきどき大作戦
企業の戦略がみなさんの生活の中で役立ちます。
企業の戦略をやさしく解説した後、日常生活に取り入れる練習として、み
んなで恋愛の戦略を立てていきます。

准教授
壷内　信二

PC持参、スクリーン、
プロジェクターが必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可
小学校高学年以上

16 技術的イノベーションと
社会的イノベーション

イノベーションは技術革新と訳され、人々の生活様式を変化させてきた。
しかし、イノベーションには技術革新を伴わない社会的イノベーション
もある。それぞれのイノベーションの事例を取り上げ説明する。

教授
石川　敦夫

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用

17 経営学って、なに？
多くの大学に学部や学科があったり、書店に行ってもコーナーがあって
たくさんの本が並んでいたり。「経営学」って、どんなことが学べるので
しょうか？

准教授
奥村　実樹

18 地域資源の再評価の方法：
交流人口拡大は可能なのか？

地域づくり、観光、暮らしなどをキーワードとして、学んでいる首都圏の
学生たちが、地域住民と一緒に地域資源を再評価しています。現場主義を
通した学習の質保証と、これからの地域づくりについて一緒に考えてみ
ましょう。

講師
川澄　厚志

PC持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可

19 ポジショニングとは何か？
企業は他社と常に競争してお客さんを獲得しようとしています。そして、他
社と差をつけるために自社の製品やサービスのイメージをお客さんの心
の中にイメージしてもらうようにデザインします。この講座ではポジショ
ニングということを中心にマーケティングについて解説していきます。

教授
岸本　秀一

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用

20 観光とまちづくり
普段の生活では接することのない、様々な風景や味覚や人と触れあう観
光というものが、これからの地域づくり、まちづくりにとって重要になっ
てきています。その背景や現状について紹介しながら、皆さんとこれから
の観光とまちづくりについて考えたいと思います。

准教授
佐野　浩祥

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用

3.スポーツ学科

人間科学部・スポーツ学科

21
現代社会と野外教育

：自然体験があなたを
変える！

“あなたの五感、失っていませんか？”急速にITによる効率化が進む現代社
会において、健康的で充実した生活を過ごすためには、身近な自然の中で
の体験活動が必要です。野外教育の視点から、これからの自然と社会そし
て人の在り方を考えます。

教授
池田　幸應

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

22
スポーツが得意になるコツ

教えます！
－自分のからだそして

日本の良さを問い直す－

アスリートは、元々スポーツが得意であり科学的トレーニングをはじめ
メンタルトレーニング等は当たり前の時代、あと何が必要か…。片や運動
嫌い苦手という人までもが運動が得意になるコツとは…、日本人の精神
性や東洋哲学に立ち返り、人間本来誰もが持っている身体の可能性をひ
も解きます。

教授
井上　明浩

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

23 からだで覚えるって、
どういうこと？

乳幼児期からの身体活動の経験を通して、ひとはどのように運動空間を
形成していくのか、視覚や運動感覚を制限したり特殊な遊具を用いて体
験しながら考えてみたいと思います。

教授
岩岡　研典

PCほか機材持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

24 スポーツコーチング
スポーツコーチの役割は、善良で、公平、道徳的人間になるための知識、態
度、信条、技術、行動を教育することです。その過程で選手はスポーツを楽
しむ。結果、自分自身に打ち勝ち、試合に勝つ。そして成長することができ
る。そのエビデンスを考察します。

教授
大森　重宜

PC持参、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

25 スポーツにおける医学の
活用（スポーツ医学）

スポーツには外傷や障害が発生しますが、そのメカニズムを知ると障害
を予防することができます。この講座ではスポーツでの障害をどのよう
に防止するかをお話しします。

教授
奥田　鉄人

PC持参、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

26
実力発揮のメンタル

トレーニング
～自己をみつめて、

心の整理を～

アスリートが試合で十分に実力発揮するためには、心技体の適切な調整
が重要となる。しかし、心の調整については、具体的な取り組みはなされ
ず、疎かにされることが多い。本講座では、心の調整・トレーニング法につ
いて様々な心理的スキルを紹介しながら考察していく。

助教
門岡　晋

※プロジェクター使用
※中学生対応可

27 「障害」ってなんだろう？

障害があると、障害がない場合と何が違うのでしょうか。この講座では、
障害があるということはどのようなことなのか、障害のある子どもやお
となとどう接すればいいのかを具体的に学びます。また、障害のある子ど
もにかかわる仕事・資格についてや、その仕事についたり資格を取るため
にはどのような勉強をしなければいけないかについても学ぶことができ
ます。

教授
河野　俊寛

PC持参、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

28 スポーツ科学から得る気づき
競技を続けていくことは自分と向き合うこと．しかし自分のことは良く
知っているようで、知らないことも多いものです．自分の課題は何で、何
がどのくらい足りないのか？スポーツ科学が示す客観的データは私たち
に多くの気づきを与えてくれます．

講師
齊藤　陽子

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

29 「ボールゲーム」って
楽しい！

球技は個人の技能により「好き」、「嫌い」が大きく分かれます。しかし、そ
れではモッタイナイ！
ここではボールゲームの魅力を知るとともに、たとえ実際にプレイする
ことが苦手でも、ボールゲームを楽しめるようになるポイントについて
考えていきます。

准教授
櫻井　貴志

PC持参、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

30 スポーツビジネス講座
するスポーツ・みるスポーツ・ささえるスポーツによってスポーツは構成
されているが、スポーツを取り巻くビジネス（お仕事）について学ぶため
の講座である。

講師
佐々木　達也

スライド使用
※プロジェクター使用
※中学生対応可

31 ファインマン物理学と
スポーツ

私は、三次元画像解析法を用いてスポーツを研究していくなかで、物理学
の面白さに触れることができました。本講では、野球の投球動作を例にし
ながら、力学的エネルギー論などについて説明していきます。

教授
島田　一志

32 身体のバネの秘密
－仕組みとその鍛え方－

身体のバネ要素が向上すると、より速く走り、より遠くへ跳ぶことができ
ます。では身体のバネとはいったい何で、どうやったら鍛えることができ
るのでしょうか？ スポーツパフォーマンス向上の要であるバネに迫り
ます。

准教授
杉林　孝法

PC持参
※プロジェクター使用

33 スポーツとまちづくり
スポーツの持つ様々な効果をまちづくりに生かそうとする取り組みが広
がっています。地域の課題解決や地域の魅力創出にどのようにスポーツ
が貢献できるのか、一緒に考えてみましょう。

講師
西村　貴之

PC持参
ふせん、模造紙、マジック
の準備をお願いします。
※プロジェクター使用
※中学生対応可

4.こども学科

人間科学部・こども学科

34 楽しいアート
想像力を働かせ自分らしさをはぐくんでもらいます。人は自分の思いや
願いを絵にしたり形にしたりする根源的な欲求を持っています。この欲
求を満足させ、表現の喜びを味わってもらうことが授業のねらいです。  

教授
池上　奨

35 世の中の“なぜ？”を
社会学してみよう

「格差社会を生き延びるにはこれからどうすればよいのか？」「ピアノや
芸術活動をして何の役にたつのだろうか？」「この世の中、どうして気詰
まり感を感じてしまうのだろうか？」など、何気ない疑問や人生・社会へ
の不満を社会学で読み解いていく授業です。

教授
井上　好人

36
初等教育を考える

～タブレット端末の
操作も体験～

文部科学省では、2020年までに初等教育において一人1台のタブレット
端末の授業の実現を政策に掲げています。さて、タブレット端末はどのよ
うに授業を変えるのか、受講の皆さんと共に考えるワークショップ型の
授業です。実際にタブレット端末も体験します。

教授
佐藤　幸江

タブレット端末の準備
の都合で、3 ヶ月前に
は開講の申し込みをお
願いしたい。
開講人数の上限は、30
名程度。
※プロジェクター使用

37 ストレスの理解と
対処法について

私たちは、生きていく上でさまざまなストレスと向き合っていますが、ス
トレスとは何なのか、どうしたらうまく向き合うことができるのかなど
について学びます。就職や受験、人間関係のトラブルなど、ストレスの対
処法を学んでおくと、本当に役に立ちますよ。

教授
高　賢一 ※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

38 思春期って？
～こころの特徴～

中学生・高校生時代は、精神発達面からみると、「青年期の中期」にあたり
ます。「こども時代」から「大人時代」の「入り口の時期」であり、非常に不
安感を抱えて生きる時代でもあります。
この時代を送る生徒たちに、この時代のこころの特徴を「エリクソンの発
達理論」から説明して、理解することで、「思春期時代を生き抜く力」の支
えになればよいと考えています。

教授
寺井　弘実

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

39 きれいに歌うために
－ 発声講座（基礎）－

歌のためには発声がかかせません。発声のメカニズムを知ることからは
じめ、きれいに声が出るための「発声練習」を実践してみましょう。

准教授
直江　学美 ※中学生対応可

40 石川の潟を題材に湖沼学入門
石川県の平野部には邑知潟、河北潟、木場潟、柴山潟という、いずれも潟

（かた）と呼ばれる湖沼が残っています。これら平野部の潟を通して湖沼
学の紹介をおこなうと共に、身近な環境の保全を考えてみます。

教授
永坂　正夫

41 伝統的な言語文化の世界
平成21年告示の高等学校学習指導要領国語編では「伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項」が新設されました。そこで、国民文学である古
事記・萬葉集・平家物語・奥の細道等の古典作品から地方ゆかりの場面を
紹介し、解釈と鑑賞（時に創作）を行います。

教授
馬場　治

42 見てみよう、体験しよう！
保育・幼児教育

幼稚園・保育所・認定こども園の違いや子どもに関するクイズに答えた
り、保育現場で行っている遊びの体験をしたりして、保育・幼児教育の楽
しさや奥深さを伝える授業です。乳幼児とかかわる仕事がしたい人はぜ
ひ、受講してみてください。

准教授
開　仁志

PC持参
※プロジェクター使用

43 「保育者になるために」
保育士・幼稚園教諭等、「保育職」は高校生から人気がありますが、実際、ど
のような資格が必要なのか、どのように勉強すればよいのか、また、保育
を取り巻く社会の現状などにも触れて幅広く「保育」について理解しても
らうための講座です。

准教授
福井　逸子 30名程度

44 こどもの健康と運動
今日、こどもの身体活動量が低下しているといわれています。このまま身
体活動量が低下し続けると、こどもの健康にどのような影響をもたらす
のでしょうか。こどもが積極的に運動を行うためにはどのような方法が
あるのでしょうか。一緒に考えてみましょう。

助教
丸井　一誠

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

45 先生をめざそう！
私は長い間小学校の先生をしていました。その経験をもとに大学で先生
をめざす学生の指導をしています。先生という仕事の魅力、先生になるた
めの大学の選び方、オープンキャンパスの参加の仕方、大学に入って先生
になるために学ぶべき勉強についてお話します。

教授
村井　万寿夫

パソコン持参
スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

5.国際文化学科

人文学部・国際文化学科

46 英語のボキャビル

ボキャビルとはvocabulary building の略称で、ボキャブラリーを増やす
ことを表します。
構文・文法のような英語の土台がしっかりとしてきて英語の学習もペー
スに乗ってきたなと一安心する頃、学習者が強く自覚するのが語彙不足
です。この時ボキャビル（＝語彙増強）を開始するタイミングです。英単語
を無理することなく増やす方法や、効果的な英単語学習法を考えましょ
う。

教授
岡本　芳和

47 文化って何？
－身近な場から世界へ

文化とは何でしょうか？それは必ずしも高級でとっつきにくいものでは
なく、私たちが毎日の暮らしの中で知らず知らずのうちに身につけてき
たものなのです。この授業では、身近な場から文化を考えることが、異文
化交流への第一歩でもあることを学びます。

講師
小西　賢吾

PC持参
※プロジェクター使用

48 ワールドトピックス
～世界に目を向ける～  

広い視野で様々な角度から世界の出来事を見ることで、世界の言語・文化
の面白さを学びます。

准教授
リンチ　ギャビン

※プロジェクター使用
※中学生対応可

6.教養教育部

教養

49 哲学入門 高校の科目「倫理」で習う事柄を少し発展させたものについてお話しま
す。生き方、世界観、宗教、知識の根拠などについて考えます。

准教授
枝村　祥平

パソコン、スクリーン必要
※プロジェクター使用

50 「日本語の不思議」を探る
日本語は世界でもたぐいまれな複雑な文字体系を持つ言語です。表意的
文字・表音的文字、音読み・訓読み、漢字の筆順、漢字の構造、発音の変遷
等をキーワードとして「日本語の不思議」の世界をのぞいてみましょう。

教授
中村　朱美

51 英語音声学基礎

英語の音素（最小の音の単位）を学習して、英語を聴く・話す力を伸ばしま
しょう。
1. 英語の音の最小単位：音素を定義して発音記号を解読
2. 音素形成：英語の音を自分で「創りだす」
3. 音素の相互作用：英語の音が「くっついて」聴きにくくなる現象を解明

准教授
森　延江

パソコン必要（ネット接
続希望）、ヘボン式ロー
マ字が読めること。
※プロジェクター使用
※中学生対応可
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講師派遣が困難な日程
入試 1月～3月

イベント 土・日・祝日

●入学課　076-253-3922　http://www.seiryo-u.ac.jp/u/

金沢医科大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

医学部　医学科　解剖学

1 ヒトの脳はなぜ大きい？ 哺乳動物の脳と他の生物の脳を解剖学、発生学、産科学の観点から比較す
る。さらに、ヒトの脳が特別大きくなる理由を考えてみる。

教授
八田　稔久

※プロジェクター使用
※中学生対応可

医学部　医学科　薬理学

2 風邪・発熱とくすり 風邪で熱を出した際の解熱剤の正しい使い方 教授
石橋　隆治

※プロジェクター使用
※中学生対応可

看護学部　看護学科　成人看護学

3
ナースになる！

エキスパートナースになる！
－スキンケアの視点から－

大学で何を学んでいるのか、キャリアアップとしてエキスパートナース
になるための方法、最新のスキンケアについて

教授
紺家　千津子

※プロジェクター使用
※中学生対応可

看護学部　看護学科　基礎看護学

4
ナースになる！ 

エキスパートナースになる！ 
－がん看護の視点から－

がん患者への支援として看護師が行っていること、それらを大学でどの
ように学ぶのか、将来の自己のキャリアアップなど

准教授
松井　優子

※プロジェクター使用
※中学生対応可

看護学部　看護学科　老年看護学

5
ナースになる！

エキスパートナースになる！
－認知症ケアの視点から－

認知症ケアに関して大学ではどのようなことを学んでいるのか（学生の
リアリティある学習体験の紹介）、キャリアアップに関して

准教授
小泉　由美

※プロジェクター使用
※中学生対応可

看護学部　看護学科　精神看護学

6
ナースになる！

エキスパートナースになる！
－心のケアの視点から－

心の健康を保つための方法や健康障害をもつ人に対する心のケアのあり
方について、精神看護学でどのように学ぶのか紹介する。また、看護とい
う仕事を通して自分の未来や社会をつくるための方法（看護職の多様な
キャリアアップ）について紹介する。

講師
田中　浩二

※プロジェクター使用
※中学生対応可

●入学センター事務課　076-218-8063　www.kanazawa-med.ac.jp

北陸大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

薬学部

1 脳とこころの健康を考える
－栄養・運動・ストレス緩和－

ストレスや老化が引き起こす脳やこころの病気に対する予防策を考えま
す。特に“栄養、運動、ストレス緩和”といった薬を使わない有効な方法につ
いて紹介します。

教授
光本　泰秀

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

2 ヒトと医薬品
医薬品は人類が生み出した知的産物です。薬がヒトの体内でどのように
動き、作用するのか。なぜ多くの剤形があるのか。ヒトと薬にまつわる光
と影、そして薬の未来について考えます。

教授
村田　慶史

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

3 薬物乱用防止教室

乱用性薬物の危険性について、危険ドラッグについて、低学年における薬
物乱用防止教育について分かり易く講義します。最近、石川県内でも製造
が確認された「危険ドラッグ」について、その使用による危険性を大麻、覚
せい剤などと比較して紹介します。また、低年齢化している薬物乱用につ
いて、防止教育の方法などを皆さんと一緒に考えましょう。

教授
宇佐見　則行

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

4 医薬品の適正使用教育：
薬の正しい使い方

医師の処方せんがなくても、薬局・薬店で購入できる身近なOTC（Over 
The Counter Drug：薬局の薬、大衆薬、一般用医薬品）について、その適正
な使用を「薬物乱用防止教育」の観点から講義します。また、薬の基礎知識
として、「薬とは何か？」、「薬と病気の関連性」などについて分かり易く説
明します。医薬品を適正に使用できるよう皆さんと一緒に考えましょう。

教授
宇佐見　則行

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
※中学生対応可

5 食の安全性と食品添加物

「健康と環境」と題して、身近な食品添加物の安全性をテーマに講義しま
す。講義内容は、日本の食事事情、食品の安全性、食品添加物の役割・種類・
用途、食品添加物の法規制、食品添加物各論（保存料、防カビ剤、酸化防止
剤、甘味料、着色料、発色剤）、食品添加物の表示について詳説します。ま
た、一部、農薬豆知識やトッピクスも紹介します。皆さんと一緒に、食につ
いて考えましょう。

教授
宇佐見　則行

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
※中学生対応可

6
薬と身体：

スポーツとドーピング
（薬物乱用防止に向けて）

インターネットや薬局・薬店などで購入できる身近な薬の不適切な使用
は、法律などにより規制され、スポーツ界では、記録の向上を目的に薬を
使用する行為、「ドーピング」違反として摘発されています。ドーピング防
止教育は、「薬物乱用防止教育」の観点からも重要と考えられます。薬（ド
ラッグ）と身体（病気）について基本的な知識を学び、「記録と薬物の使用

（ドーピング）」、ドーピングが心身に及ぼす影響について、皆さんと一緒
に考えましょう。

教授
宇佐見　則行

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参

7 放射線のウソ？ホント？

福島県での原子力発電所の事故以来、テレビや新聞などで数多くの報道
がなされ、「原発の安全性」や「放射線による人体への影響」などに不安を
抱く人も少なくないのではないでしょうか？この講座では、放射線を「正
しく理解」し、「正しくこわがる」ために必要な知識や考え方を身に付ける
ことを目指しています。

講師
木藤　聡一

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

8 漢方パワーで
受験を乗りきる

心身をベストな状態に保つことは簡単ではありません。夜遅くまで勉強
したり、ストレスや運動不足などで、健康体は容易に崩れてしまいます。
漢方は人間の全体像を見ることが基本です。今スグできる身近な漢方で
健康を維持し、受験を乗りきってください。

教授
劉　園英

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

9 氷雪学への招待
－北陸金沢の雪－

金沢が位置する北陸地方は、温帯に属しながらも世界有数の多雪地域で
す。なぜ北陸地方に多くの雪が降るのか、どんな特徴を持った雪が降り積
もっているのか、また金沢では雪がどのように位置づけられているかな
どを、氷雪学の立場から紹介します。

教授
竹井　巖

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

10 環境と健康
－空気と水を科学する－

生体成分の約60％は水分で構成され、生命活動維持にはなくてはならな
いものです。だから、日常で生体内に供給する水は衛生的である必要があ
ります。また、酸素源となる空気（大気）についても、同様です。薬学部で
は、医薬品だけでなく体内に取り込む食品（栄養素）、大気汚染物質及び水
など様々な物質についても学びます。ここでは、今日の環境と健康につい
て、社会問題、ニュースや話題になったトピックスを含めて講義します。

教授
木村　敏行

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

11 医療系大学で学ぶ
「生物学と薬の話し」

医療系大学では、生物学は絶対に必要です。でも、高校で習っていないか
らって諦めないで!!「じゃ、どうやって医療系大学の学生は勉強している
の？」「生物学と薬（薬理学）ってどう繋がっているの？」そんな話をお話
します。

講師
山本　直樹

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

12 薬学への招待
（化学と薬学）

人類にとって医薬品は興味あるチャレンジ物質です。化学的な知識を基
に、医薬品の発見や開発について説明し、薬学を簡単に紹介します。将来
の進路を考える上で、一つの選択肢となることを期待しています。

薬学部教員

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

未来創造学部

13 マネー資本主義

2008年9月に起こったリーマンショックを契機に、マネー資本主義と呼
ばれていた米国のバブル経済が破たんしました。更に、2010年にはギリ
シャの財政破綻をきっかけにユーロ危機も発生し、世界経済に大きな影
響を与えています。このような金融危機を紹介しながら、金融の役割につ
いてビデオを見ながら皆さんと一緒に考えていきます。

教授
金澤　泉

ビデオ（VHS）を使用し
ます。ビデオ機器と大
型テレビが必要です。
プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

14 国際関係を学んでみませんか
国際関係って何を学ぶのでしょうか？国際関係を学んで何の役に立つの
でしょううか？グローバル化が進む現代社会のキーワードを解説してい
きます。

　教授　田中　康友
准教授　福山　悠介

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

15 グローバリゼーションと
私たちのくらし

グローバリゼーションというけれど、私たちとどんな関係があるので
しょうか？皆さんが社会人になったら、グローバリゼーションとどうか
かわるのでしょう？実例を用いながら、グローバリゼーションを考えて
いきましょう。

　教授　田中　康友
准教授　福山　悠介

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

16 シネマで楽しむ英語
映画作品を通して英語のスキルと教養を高めていきましょう。時代背景、
人間関係、ライフスタイル、社会問題、心理描写など多面的に捉えながら、
英語表現や異文化に触れていきます。

准教授　井上　裕子
准教授　轟　里香　
准教授　船本　弘史
准教授　安田　優　

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

17 観光で「まちおこし」 どうして金沢に観光客が集まるの？北陸新幹線開業を控え、「金沢」を事
例に、いかにして観光で「まちおこし」をするか、考えてみましょう！

教授
長谷川　孝徳

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

18 あなたにも使える中国語 中国語を学んだことのない学生に、中国語の世界に触れてもらいます。中
国語で自己紹介をしてみましょう。

教授　村田　和弘
教授　王　涵　　

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

19 役に立つ法律学
「法律」って難しそう・・・　そういうイメージがありませんか？「法律」は
あなたの身を守り、社会を支える役割をしています。少しだけ「法律」の世
界をのぞいてみましょう。

准教授
胡　光輝

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

20 悪法も法なり？
私たちは意識的にせよ、無意識にせよ法に従って生活しています。もし、
その中に悪法がある場合もそれに従う必要があるのでしょうか。物語を
題材にこの問題を検討しましょう。

教授
松本　和彦 中学生対応：要相談

21 経済学って何だろう？
経済は社会の中でどのような意味を持つのでしょうか？経済を学ぶと今
まで見えなかったものが見えてきます。経済を学ぶことがピンとこない生
徒さんのために、皆さんの身近なテーマから経済を考えていきましょう！

教授
叶　秋男

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

22 会社の経営って何だろう
皆さんのまわりに「会社」はたくさんあります。「会社」ってどんな役割を
果たしているのでしょう。「会社」を経営するってどんな意味があるので
しょう。

教授　武田　幸男
講師　森田　聡　

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

23 トップアスリートを目指す
君たちへ

さまざまなスポーツの世界でトップアスリートになった選手たちは、
日々何を考え、どのような努力を実践してきたかをひも解きながら、未来
のスポーツ界を担う選手たちに助言やヒントを与えます。

教授
佐野　新一

プロジェクター、スクリー
ンの準備が必要です。
PC持参
中学生対応：要相談

講師派遣が困難な日程
入試 1月～2月

イベント オープンキャンパス等

●アドミッションセンター　076-229-2840　www.hokuriku-u.ac.jp

金沢学院大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

文学部文学科日本語日本文学専攻

1 作ってわかる小説の仕組み
文学作品（小説）を作り変えてみることで、作品の魅力をさらに引き出す
ことができます。その方法を解説しながら、皆さんと一緒に考えていきま
す。

教授
水洞　幸夫

2 感じる言葉、伝える言葉 私たちが生きていくうえで欠かすことのできない「言葉」。小説や詩など
の文学の言葉を通して、その働きと魅力について考えます。

准教授
蔀　際子

3 日本近代文学と
「ひきこもり」たち

近代文学の主人公たちも、近代的自我や自意識にこだわるあまり、「ひき
こもり」になっている者が多い。彼らがそこからいかに抜け出したかなど
について、一緒に考えます。

准教授
寺田　達也 ※プロジェクター使用

4 日本語の不思議
私たちがふだん使っている日本語をよく観察すると、さまざまな「不思
議」が見えてきます。身近な例を取り上げながら、「日本語の不思議」につ
いて考えていきます。

准教授
寺田　智美

5 すぐに自慢したくなる
社会学の基礎知識

私たちの身の回りには不思議が一杯。なぜ敬語を使うの？エレベーター
に乗ると、どうしてお互い視線をそらすの？この講座は、こうした「そん
なの当たり前」という無意識の行動を科学的に解明します。

准教授
小林　淳一

文学部文学科英語英米文学専攻

6 外国語入門
－韓国語を通して－

英語以外の外国語、それも日本語とよく似ている韓国語を通して、外国語
を学ぶ面白さを皆さんに伝えたいと考えています。

教授
中島　彰史

7 ことばの不思議
「言語」は我々人間のみが持っている特殊な能力です。この講義では、人間
の「言語」はどのような特徴を持っているのかを、主に日本語と英語の例
を見ながら、科学的に考えます。

講師
大滝　宏一
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

文学部文学科歴史学専攻

8 北陸の古代社会と
環日本海世界 北陸の考古学、古代史の研究成果から見た、環日本海世界。 教授

小嶋　芳孝
※プロジェクター使用
※中学生対応可

9 加賀藩の歴史
前田利家にはじまる加賀藩前田家は、織田・豊臣・徳川三氏の下で大名し
ての地歩を維持し続け、三代利常の改作法、五代綱紀の藩政機構改革に
よって、藩との体制を固めていった。その過程を具体的に見て、この地域
の近世社会の成り立ちを考える。

教授
見瀬　和雄

※プロジェクター使用
※中学生対応可

10 科学で見る文化財 X線や赤外線など科学的な技術を活用した文化財調査から判明する知見
を紹介。

准教授
中村　晋也

※プロジェクター使用
※中学生対応可

文学部文学科心理学専攻

11 学習と記憶の心理学
私たちは、学んだことをどのように蓄積し、利用しているのでしょうか。
心理学の観点から、この問題に迫ります。この他、要望に応じて、心理学の
基礎を解説する授業も開講します。

准教授
中﨑　崇志 ※プロジェクター使用

経営情報学部

12 経営戦略入門
～企業経営と戦略

「経営戦略」という言葉を見かけたことはありませんか。そもそも「戦略」
というのは戦争の場面で登場しますが、現在では企業経営において非常
に重要な問題と考えられています。そこで、経営戦略の基本的な考え方や
戦略を考えていくための代表的なツールについて紹介するとともに、最
先端の話題について分かりやすく解説します。

教授
田中　晴人

13 ケインズの美人投票 高校生に被験者になってもらい、ケインズの美人投票と呼ばれる現象が
生じるか実験・考察する。

教授
奥井　めぐみ

※プロジェクター使用
※中学生対応可

14 意思決定の科学
皆さんも毎日「今日は何を着ていこうか？」「お昼は何を食べようか？」な
どいろいろな意思決定を行っていますね。一番良い選択をするにはどう
したらよいのでしょうか？科学的な意思決定を行う方法について考えて
みましょう。

教授
桑野　裕昭 ※プロジェクター使用

15 日本の会社経営 日本のユニークな企業を紹介し、その中から経営学の基礎理論の応用例
を学ぶ。

教授
髙橋　啓

※プロジェクター使用
※中学生対応可

16 身近にある経営学

「あのお店、最近増えているな」「何故、この店の商品は、こんなに安いのだ
ろう」という身近な疑問を持つことは、誰にでもあると思います。経営学
を勉強する前であれば、「儲かっているから店舗が増えているんだ」ある
いは「粗悪品だから値段が安いんだ」と考えてしまいがちです。しかし、経
営学を学べば、店舗が急速に増えている理由や低価格で商品を販売でき
る理由を考える基盤を与えてくれます。身近な題材を使って、経営学を説
明します。

准教授
大野　尚弘 ※プロジェクター使用

芸術学部

17 地域資源としての工芸 工芸は、地域の風土性や素材利用の中で“伝統”の技と美を育んできまし
た。今日的視点からこのことの意義や価値を改めて考えます。

教授
山崎　達文

※プロジェクター使用
※中学生対応可

18 自然の中の様々な形 自然には、人が美しいと感じる「形」があふれています。鉱物や生物を中心
に、様々な「形」を紹介しながら、それらの美しさについて考えます。

准教授
佐々木　圭一

※プロジェクター使用
※中学生対応可

19 おもしろデジタルアートの
世界

近年、コンピュータ技術の進展と低価格化により、音や映像などを用いた
体験可能なアート作品も増えてきました。本講座では、作品の具体例を紹
介しつつ、その原理や動向について説明します。

教授
飯田　栄治

※プロジェクター使用
※中学生対応可

20 高校生のための創造力入門
創造力を「感性を目に見える形にすること」と定義して講義を始める。自
分の「中」にある感性を引き出す仕組みを演習とともに理解する。感性を
文章やイラストなどの表現物に変換し、加えてそれを他人に説明する力
をつける。

教授
岡田　政則 ※プロジェクター使用

21 携帯上のコミック・
アニメーション表現方法

スマートフォンが汎用化され携帯で鑑賞するコミック・アニメーション
も普通になってきています。それらの作品をいくつか紹介し表現の方法
を解説します。

教授
高田　伸彦

※プロジェクター使用
※中学生対応可

22 CGで変わるデザイン表現
これまでデザインは手描きの表現及び技術によって作品の良し悪しの差
がでたが、いまCGの出現によってその差がなくなってきました。本講座
では、デザインにも影響を及ぼしたCGについて具体例を示しながらデザ
インとCG について説明していきたいと考えています。

教授
棒田　邦夫

※プロジェクター使用
※中学生対応可

23 タイポグラフィー入門
文字にはいろいろな種類があり、それぞれの特徴を理解し適所に使用す
ることで表現内容がより顕著になります。文字やフォント、書体の分類に
ついて簡単に解説した後、学生による漢字を使用したタイポグラフィー
作品を紹介します。

講師
廣根　礼子 ※プロジェクター使用
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

24 映像って何だろう
近年、より身近なものとなった映像技術への理解を深めます。アニメや漫
画の表現と、実写表現との比較などを通して、その仕組みや、成り立ちの
歴史を学びます。

講師
吉田　一誠

※プロジェクター使用
※中学生対応可

人間健康学部スポーツ健康学科

25 スポーツ選手は目が命
人間は情報の8割を目から得ています。視覚は私たちの行動に大きな役割
を果たしています。スポーツ選手にとって競技力を維持、向上させるため
には「見る力」は大切です。目の機能にはどのようなものがあるかを知り、
その中のいくつかを簡単に測定します。

教授
井箟　敬

26 コンディショニングについて スポーツ選手の競技力向上には日々のコンデショニングが重要です。選
手が効率よく競技力を高めるに必要な要素について説明します。

教授
渡辺　涼子

27 スポーツの心理学 スポーツにおいて、心構えをしっかりと持ちベストをつくすためにはど
うすればいいか、スポーツにおけるメンタル面の強化について話します。

准教授
古　章子

人間健康学部健康栄養学科

28 体の中のかたちと働き
人の体の臓器や組織のかたちは、その働きと密接に関連しています。この
ようなかたち(構造)と働き(機能)を関連づけて学ぶ学問を解剖生理学と
いいますが、その入門編として、この授業では、構造と機能の関連につい
て、いくつかの例を挙げて解説します。

教授
渡邉　琢夫 ※プロジェクター使用

29 スポーツ栄養学 特に運動部に所属する生徒にとって、日頃の練習に耐え、競技成績アップ
の基礎となる身体づくりに役立つ食事のあり方についてお話します。

准教授
七尾　由美子

※プロジェクター使用
※中学生対応可

30 生活習慣病とは？
毎日の過ごし方が、将来の健康につながります。病気にならないよう10
代のうちから気をつけるために、自分で簡単に栄養アセスメントできる
方法を紹介します。

准教授
西野　喜美子

※プロジェクター使用
※中学生対応可

講師派遣が困難な日程
イベント オープンキャンパス等

●入試広報課　076-229-8833　http://www.kanazawa-gu.ac.jp

金城大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

社会福祉学部　社会福祉専攻

1
地域福祉入門

－「自宅で・どんなときも・
いつまでも」を支える

システムとは－

日常生活の中で誰もが何かしら困難な出来事に出会う可能性がある。こ
の講座では、自分らしい暮らしを継続することができる地域のサポート
システムを考える。

教授
柴田　紀子

※プロジェクター使用
※中学生対応可

2 援助とは何か 「人が人を援助する」ことの意味について一緒に考えていく 准教授
岡村　綾子 ※中学生対応可

3 介護福祉入門
～眠りを整える生活支援～

健康で充実した日々を送るためによい眠りが欠かせません。
そこで、眠りのしくみについて知り、眠りを整えるための方法を一緒に考
えてみましょう。

准教授
田中　克恵

※プロジェクター使用
※中学生対応可

社会福祉学部　こども専攻

4 「今の自分の始まりは
保育から」

保育士を中学・高校生は、どんなイメージで見ているのでしょうか。乳幼
児の育ちから今の自分を知り、保育の楽しさ、難しさを遊びからミニ体験
することでその大切さ、それを担う保育士のやり甲斐やおもしろさを探
ります。

准教授
桶屋　雅子

50人程度まで
※中学生対応可

医療健康学部　理学療法学科

5 脳の機能と心身機能
脳は人間のすべての機能を統合する器官であり、脳の機能低下で様々な
心身機能低下が起こります。一方で心身機能を高めることで、脳の機能が
向上するともいわれており、それらを総括してお話します。

准教授
巽　雅子 ※プロジェクター使用

6 理学療法士の仕事
理学療法士の仕事について、理学療法士とは？という概論的なことから
実際の仕事現場でのチームアプローチについて、写真や例を交えながら
簡単に説明する。

講師
野口　雅弘

※プロジェクター使用
※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

医療健康学部　作業療法学科

7 リハビリテーションに
関わる職種とその治療

リハビリテーションでは、医療から福祉まで広い範囲にわたって多くの
職種が関わる。ここでは、リハビリテーションの意義と必要性、その流れ
について概説し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の治療内容につい
て、例を挙げて説明する。

教授
河野　光伸

できれば中学校にもい
きたい
※プロジェクター使用
※中学生対応可

8 人類の進化と作業との関わり
作業療法の作業って何だろう、という問いを解決するために、ヒトの進化
過程における作業の関わりを通して作業療法士が考える作業についてお
話します。また、作業療法の魅力や作業療法士のなり方もお話します。

准教授
犬丸　敏康 ※プロジェクター使用

看護学部　看護学科

9

基本的な看護技術
－フィジカルアセスメント－

聴診器を使用し、
体の音（心音、呼吸音など）を

聴取してみましょう!

患者の安全・安楽・自立に必要となる看護の知識を学び、患者の身体的状
況を把握する観察法（問診・視診・触診・打診・聴診）から聴診法を体験で
きます。生徒間で脈拍を測定し、聴診器で心音・呼吸音を聴取します。

教授
一ノ山　隆司

※プロジェクター使用
※中学生対応可

10 子どもの発達と看護
子どもを理解する上で子どもの発達は欠くことができません。発達には
立つ、歩くのような運動発達から、コミュニケーションのような社会性の
発達、さらには情緒の発達などがあります。子どもの発達の不思議を紐解
きながら子どもへの看護についてお話をします。

教授
樋貝　繁香

※プロジェクター使用
※中学生対応可

●入試広報部　076-276-5175（直通）　http://www.kinjo.ac.jp/ku/

北陸学院大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

人間総合学部　幼児児童教育学科

1 あそび学
1枚の紙からいくつものあそびが生まれる・・・・・・紙について発見！
自分について発見！友達についても発見！幼児は遊ぶから賢くなるので
す。保育者をめざす人も教師をめざす人も、そして将来は親になるあなた
も、ぜひ、知っておいてほしい幼児教育の話です。

教授
大井　佳子

2 小学校の先生になろう 毎日がドラマのような小学校の先生の仕事の意義や魅力、小学校教諭に
なるにはどうすればよいかについてお話しします。

教授
金丸　洋子

PC持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可

3 関係性が生み出す希望 人や未知の世界との関係性を豊かに創ることが希望を育みます。 教授
金森　俊朗

可能であればDVD上
映をします。
※プロジェクター使用
※中学生対応可

4 家族問題を考える
家族とは何か、さまざまな家族問題のありよう、家族がかかえる問題、特
に不登校、家庭内暴力、ドメスティックバイオレンス、こども虐待など、闇
の部分とその病理性を考え解決の糸口を探ります。

教授
虹釜　和昭

PC持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可

5 おもしろ音楽講座 幼稚園教諭・保育士・小学校教諭を志望している方に、大学入学までに必
要な音楽について指導します。

教授
多保田　治江

ピアノ・CDプレーヤー
の準備が必要です。
※中学生対応可

6 誰のための「教育」か？
誰もが当たり前のように学校に通い、家庭や習い事などでも色々な教育
を受けて育っていきます。しかし、これらの「教育」は誰のために行われる
のでしょうか。「教育」の本質とは何か、教育学の根本的課題について考え
てみましょう。

教授
辻　直人

※プロジェクター使用
※中学生対応可

7 文学作品から子どもの
心の闇について考える

ヘルマン・ヘッセの『デミアン』を読み、主人公の少年が持つもう一つの世
界について触れ、青少年が抱える心の闇について考えます。

教授
中島　賢介

※プロジェクター使用
※中学生対応可

8 身近な素材を用いた運動遊び 競技スポーツだけが運動じゃない！身近な素材を使った運動遊びを考
え、遊んでみましょう。

准教授
田邊　圭子

運動可能な教室または
体育館で実施。 参加者
は運動できる服装で参
加してください。
※中学生対応可

9 絵本の楽しみ
あかちゃんから大人まで、さまざまな絵本の楽しみがあります。童心に
帰ってひととき、様々なジャンルの絵本を楽しんでみましょう。思いがけ
ない発見があるかもしれません。

准教授
山森　泉

PCを用意してください
※プロジェクター使用
※中学生対応可

10 赤ちゃんの生活と
遊びについて考える

私たちはみんな赤ちゃんでした。赤ちゃんは、大人とは異なり、目には見
えないものを全身で受け取っていきます。乳児期の生活や遊びを改めて
感じてみましょう。

講師
熊田　凡子

※プロジェクター使用
※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

11 思春期・青年期は
どんな時期？

思春期・青年期の心理的な特徴やこの時期の多くの人が経験する課題を
通して、思春期・青年期はどのような時期なのか考えたいと思います。

助教
齊藤　英俊

※プロジェクター使用
※中学生対応可

人間総合学部　社会学科

12 親しみの心理学：人はなぜ
その人に惹かれるのか

対人的な好き・嫌いの感情を、心理学では対人魅力といいます。私たちは
相手に対して好意的な気持ちを持つこともあれば、嫌いという感情を持
つこともあります。こうした対人魅力の要因について考えてみましょう。

教授
木島　恒一

PCを用意してくださ
い。（PowerPoint使用）
※プロジェクター使用

13 思考と直感
私たちは、日常生活の中で「これは何」「あれはこういうことだ」と判断を
下します。じっくり考えてから判断を下すこともあれば、直感的に素早く
判断を下すこともあります。具体的な問題解決をとおして、直感が犯しや
すいミスについて考えてみます。

教授
木島　恒一

PCを用意してください。
※プロジェクター使用

14 日本と韓国の食器の比較 「文化としての食べ物」という視点から日本と韓国の食文化を比べます。 教授
小林　正史

PCを用意してください。
※プロジェクター使用
※中学生対応可

15 グローバライゼーションと
日本の地域社会

グローバライゼーションという流れの中で、国際的な人の移動が活発に
なっています。国際的な労働移動に伴う日本の地域社会の変容を考えます。

教授
俵　希實

PCを用意してください。
※プロジェクター使用

16 若者の結婚観 晩婚化、非婚化が進展する日本社会の中で、若者は結婚に対してどのよう
に考えているのだろうか。様々な調査結果から読み解いていきます。

教授
俵　希實 PCを用意してください。

17 私たちの暮らしと社会福祉 暮らしにおける社会福祉の意義、必要性について学びます。 教授
真砂　良則

PCを用意してください。
※プロジェクター使用
※中学生対応可

18 福祉の仕事っておもしろい！ 福祉を取り巻く最近の状況について解説した後、福祉の仕事内容や魅力
について、説明していきます。

教授
真砂　良則

PCを用意してください。
※プロジェクター使用

19 10代から学ぶ高齢者福祉
4人に1人が高齢者という時代になってきました。今や、高齢者との世代
間交流が大切になってきています。本講座では、高齢者との接し方や高齢
社会の問題等について考えていきます。

教授
真砂　良則

PCを用意してください。
※プロジェクター使用

20 子どもの英語力を
グローバルな視点で測る

小学校英語がいよいよ教科化します。グローバルに見て日本人児童はど
れだけできるのでしょう？本講座では、日本人児童の英語力を測るケン
ブリッジ英検を通して児童の英語力や測定について考えます。講座では
実際に会話テストを体験していただきます。

教授
米田　佐紀子 ※プロジェクター使用

21 やってみよう、
災害ボランティア

　近年、各地で発生する自然災害の現場では多くの学生ボランティアが
活躍しています。この講義では被災地での活動の様子や心構え等につい
て話しつつ、ボランティアとは何かについて考えたいと思います。

准教授
田中　純一

PC持参
※プロジェクター使用

22 若者の友人関係、恋愛関係
思春期・青年期は親密な関係（友人関係・恋愛関係）がとても重要なものと
して位置づけられます。そこではどのようなことがが起きているのかと
いうことについて、心理学の観点から考えてみましょう。

准教授
西村　洋一 ※プロジェクター使用

23 金沢ユニバーサル
ツーリズムの検討

北陸新幹線開業で金沢観光への期待が高まる中、多様な人たちに対応す
る「ユニバーサルツーリズム」について考えます。

准教授
田引　俊和

PC持参
※プロジェクター使用

24 「我田引鉄」について考える 北陸新幹線の開通を控え、改めて鉄道と政治の関係を考えます。
准教授

若山　将実 ※プロジェクター使用
※中学生対応可

25
カウンセリングのプロが

教える
コミュニケーションのコツ

心理、教育、福祉、看護、医療などの対人援助の現場で求められるコミュニ
ケーション力は、日常生活にも応用できます。この講座では受講者の方同
士協力して課題に挑戦していただきます。コミュニケーションのコツを
一緒に学びましょう。

講師
松下　健

PC持参
受講者は40名程度ま
でが、本講座に適した
規模です。
※プロジェクター使用

26 図書館ってなに？
図書館ってどんな存在だろうか。勉強するところ？読書するところ？図
書館の抱える問題を考えながら、図書館の存在意義や司書の仕事の意味
を見つけていきたいと思います。

講師
若杉　亮平

PC持参
※プロジェクター使用

講師派遣が困難な日程
入試 1月～2月

イベント 5月

●広報企画課　076-280-3855　nyushi@hokurikugakuin.ac.jp
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金沢学院短期大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

現代教養学科

1 ネイティブスピーカの発音：
英語リスニングの秘密

ネイティブスピーカーの英語には省略や短縮されやすい音があります。
この講義では、文字で書いた通り発音されない、よく耳にする省略パター
ンについて説明し、日常の会話を聞き取る力を養います。中・上級者に
とっても、英語を話すために大いに役立つと思います。

准教授
R.W. カニンガム

プ ロ ジ ェ ク タ ー、ス
ピーカ、ホワイトボー
ドもしくは黒板
実施時期、定員につい
ては要望に応じて調整
※プロジェクター使用

2 英語の感覚と日本語の感覚
日常英会話で頻繁に耳にする表現の中で、日本人が特に誤解しやすい表
現を紹介し、そこで用いられている名詞や前置詞の意味のずれについて
考えます。

准教授
塚崎　玲子

実施時期については要
望に応じて調整

3 コミュニケーションマナー
と人間関係

私たちの日常生活において、切っても切れないのが人間関係。 人間関係
は、個人の健康や幸福感にも大きな影響を及ぼしています。そんな人間関
係を円滑にするためのコミュニケーションマナーを学びます。

教授
國田　千恵子

実施時期、定員につい
ては要望に応じて調整

4 身近な科学現象
私たちの暮らしの中には、知的好奇心が抱かれる科学現象が数多くあり
ます。この授業では、身近な科学現象を物理・化学・生物の視点を交えなが
ら、楽しく理解します。

教授
松井　良雄

実施時期、定員につい
ては要望に応じて調整

（PCは持参）
※プロジェクターあれ
ば使用

5 民俗学のはなし 民話、伝説、神話などの話。捨子の民俗学。夜のフォークロアなど。 教授
益子　待也

実施時期については要
望に応じて調整

6 ファッションビジネス

“ファッション”には様々な意味があり、衣服・服飾雑貨などをさすことも
あれば、流行を意味することもあります。この場合は、衣服などの“もの”だ
けではなく、映像やスポーツなど生活に関わるスタイルから行動までを表
現することから、ファッションビジネスは生活文化そのものであるとの見
方がされています。そのようなファッションビジネス業界を解説します。

准教授
可部野　和子

パソコンを準備ください
（PPファイルデータは
持参します）
実施時期については要
望に応じて調整
※プロジェクター使用

7 住まいの環境工学 住み良い住まいづくりのために、気候風土と住居について考えます。熱、
光、音、風、水といった室内環境要素と住まいの関わりについてお話します。

教授
河内　久美子

実施時期については要
望に応じて調整

（PCは持参）
※プロジェクターあれ
ば使用

食物栄養学科

8 日本型食事と文化を考える
私たちの食生活は自然環境や社会現象から強い影響を受けています。食の
問題がいろいろと問われていることをふまえ、日本型食事を題材に、食の
大切さと食を培ってきた文化について説明します。

准教授
水口　冨美江

実施時期については要
望に応じて調整

9 調理科学を体験 官能評価などの調理科学実験で行う内容を簡単に体験してもらい、調理
学・調理科学がどのような学問かを学びます。

助教
高澤　奈々世

実施時期については要
望に応じて調整
資料は持参

10 栄養学の基礎の基礎 五大栄養素（炭水化物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル）はどのよう
に生命維持に役立つのか？栄養素の機能を探ります。

教授
野村　孝弘

実施時期については要
望に応じて調整

講師派遣が困難な日程
イベント オープンキャンパス等

●入試広報課　076-229-8833　http://www.kanazawa-gu.ac.jp

北陸学院大学短期大学部

講座名称 講座の概要 講師名 備考

短期大学部　コミュニティ文化学科

1 楽しく食べて健康に
“ダイエット”は食べないこと？健康であるためのダイエットはしっかり
食べることから始まります。健康維持のための正しい食生活の知識を身
につけましょう。

教授
富岡　和久

PC持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可

2 SNSのその使い方、
正しいですか？

SNS利用によるトラブルが多く聞かれるようになってきた。利用する上
での注意点を紹介する。

准教授
池村　努

PC持参
※プロジェクター使用
※中学生対応可
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

3 石川県の観光動向と
北陸新幹線開業の影響

石川県の観光動向について、統計データを用いて分かりやすく解説しま
す。北陸新幹線開業効果を石川県全体に波及させるためには何が必要か
を一緒に考えてみましょう。

准教授
沢田　史子

PC持参
※プロジェクター使用

4 ハリウッド映画と
アメリカ文化の多様性

ハリウッド映画がアメリカ文化・社会の「多様性」（特に人種＆エスニシ
ティ、階級、ジェンダー＆セクシュアリティ）をどのように表象している
かを取り上げて、そのメッセージ性を考察します。

講師
天野　剛至

プロジェクター、でき
ればDVDプレーヤーも
※プロジェクター使用
※中学生対応可

短期大学部　食物栄養学科

5 食品栄養学
油と脂って違うの？ 脂質の栄養学的な価値を学び、機能性豚肉に関して講義します。 教授

坂井　良輔
※プロジェクター使用
※中学生対応可

6 自分捜しとは何だ？ 一番長く、深く付き合っているはずの自分、わかっているようでわからな
い。自分捜しのヒントを提供します。

教授
中谷　智一

※プロジェクター使用
※中学生対応可

7 あなたのダイエットは
間違っていませんか？ 正しい食生活のあり方について考えます。 教授

新澤　祥恵
※プロジェクター使用
※中学生対応可

8 栄養教諭になるには？ 学校では比較的新しい職種である栄養教諭について、その業務内容、栄養
教諭になるにはどうすればよいか等を紹介します。

教授
村上　吉春

※プロジェクター使用
※中学生対応可

9 野菜の機能性と食べ方 野菜は1日どれくらい必要なの？どんな組み合わせがいいの？など、野菜
を上手に食べる秘訣を学びましょう。

准教授
田中　弘美

※プロジェクター使用
※中学生対応可

10 オカラ発酵物の
生体調節作用

Bacillus coagulansによるオカラ発酵物を経口投与し、腸内細菌叢や免疫
系への影響について解説し、腸内環境と健康維持との関連について理解
を深める。

講師
西　正人

PC持参
※プロジェクター使用

11 楽しく学ぶ「食育」の世界 何をどれだけどんなふうに食べればいいの？
皆さんの健康生活を応援します。

助教
三田　陽子

※プロジェクター使用
※中学生対応可

12 あなたに必要な
エネルギー量は？

やせ過ぎ太り過ぎは病気のもと。体重管理は健康への第一歩です。健康
を保つために必要なエネルギー量、エネルギーバランスについて考えま
しょう。

助教
俵　万里子

※プロジェクター使用
※中学生対応可

講師派遣が困難な日程
入試 1月～2月

イベント 5月

●広報企画課　076-280-3855　nyushi@hokurikugakuin.ac.jp

金城大学短期大学部

講座名称 講座の概要 講師名 備考

美術学科

1 美術作品鑑賞の楽しみ方

美術館に展示される作品には、作者が思いを巡らせ考え抜いた様々な表現
方法が試みられており、その想いを読み取ることは作品鑑賞の楽しみです。

「それでは、作者はどのように想いを作品に込めたのでしょうか？」
この講座では作品に込めた作者の想いを『構図を読み解く』ことによって
理解し、皆様に作品鑑賞を楽しんで頂こうと思います。

講師
本山　二郎

※プロジェクター使用
※中学生対応可

ビジネス実務学科

2 たのしい情報科学
インターネットやコンピュータがあたりまえの時代ですが、そのしくみ
がどうなっているか分からずに利用している人がほとんどです。「電子
メール」のしくみを紙をつかって実演することで、ナルホドと分かる情報
科学が体験できます。

教授
矢澤　建明

※プロジェクター使用
※中学生対応可

3 旅行地理と歴史
地理は地理、歴史は歴史で学んできて、その場所にどんな歴史があるのか
わからない、歴史の現場がどこにあるかはわからない、このようなことが
地理への興味、歴史への興味を薄ませるのです。歴史の教科書に出てくる
現場は現在どうなっているのか。学ぶ楽しさを伝えます。

准教授
若月　博延

※プロジェクター使用
※中学生対応可

幼児教育学科

4 特別なニーズのある
子どもへの保育

近年は"気になる子″と称されることもありますが、障害の有無に限定せ
ずに、病弱な子、不登園の子、被虐待児なども含めて考えます。
お互いを理解し、かかわり合い、育ち合って一緒に生きていくための土台
づくりを学んでみましょう。

教授
和泉　美智枝
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

5 子どもの絵は面白い 子どもの絵から、見えないものが見えてきます。
発達や子どもの思いを読み取る楽しさを体験しませんか？

教授
森田　ゆかり

PC（持参）
※プロジェクター使用

6 “出会い”の心理学
生活の中でさまざまな出会いを体験します。
出会いは人間関係の始まり。
自分にとってのより良い出会い方を、心理学を参考に考えてみましょう。

准教授
米川　祥子

●入試広報部　076-276-5175（直通）　http://www.kinjo.ac.jp/kjc/

金沢星稜大学女子短期大学部

講座名称 講座の概要 講師名 備考

経営実務科

1 利益について考えよう ③「儲ける」とはどういうことなのか？年商が多ければ儲けたことになる
のか？「利益」の計算方法について考えます。

教授
谷畠　範㤗

パソコン、スクリーン
も必要
定員は20名
※プロジェクター使用

2 キャリアデザインを
始めてみよう

将来、自分らしく働いて、自分らしく生きていくために、本当の自分を認
識して、「なりたい自分」を探してみましょう。

准教授
信川　景子

定員20名/中学生　否
プロジェクター使用
パソコン、スクリーン　
必要

3 「お金をコントロール
するとは？」

経済社会活動では、どのような組織においてもお金のコントロールは必
須の要件です。そのための簿記・会計の仕組みを考えます。

准教授
濱田　峰子

定員20名/プロジェク
ター使用　プロジェク
ター、スクリーン、PC
の準備が必要 

4 金融教育のススメ
学生から高齢者まで、金融についての知識を持つことが要求される時代
になっています。銀行の仕組みや保険の話など、生活に役立つ「パーソナ
ル・ファイナンス教育」を受講して賢い消費者になりましょう！

教授
松崎　陽子

PC持参、スクリーン必要
※プロジェクター使用
※中学生対応可

5
3.11の対応に学ぶ

東京ディズニーリゾートの
「お・も・て・な・し」

東京ディズニーリゾートが人気なのは、アトラクションの魅力だけでは
ありません。東日本大震災のときにスタッフがとった的確な行動を、利用
客が撮影した映像や証言で振り返り、私たちが目指したい「お・も・て・な・
し」を考えます。

准教授
山本　航

DVD再生機器
※プロジェクター使用
※中学生対応可

●入学課　076-253-3922　http://www.seiryo-u.ac.jp/c/

小松短期大学

講座名称 講座の概要 講師名 備考

地域創造学科

1 ヘレンケラーと金沢
ヘレンケラーは戦前、戦後に2度金沢を来訪しました。最初の来訪は昭和
12年で、時の総理大臣は加賀藩士族で石川県出身者を重用して「加賀内
閣」を組閣した林銃十郎でした。なぜヘレンは金沢に来たのか解説しま
す。

教授
平野　優

2 ホームページはどうして
表示されるのか

ブラウザでリンクをクリックすればWebページが表示されますが、ペー
ジが表示されるまでには 多くの技術が使われています。インターネット
で使われている通信のしくみを紹介します。

教授
柳原　守

PCは持参
インターネットに接続
できれば都合がよい
が、必須ではない
※プロジェクター使用

3 暗号の世界
暗号は古くから使われ戦争の勝敗を決したり、小説の題材としてもよく
使われています。 現代では通信の秘密を守るだけではなく、本人証明や
改ざん防止など、インターネット時代には 欠かせない存在となっていま
す。暗号について例を含めてやさしく解説します。 

教授
柳原　守

PCは持参
※プロジェクター使用

4 クールジャパンと日本文化
クールジャパンというと政府主導という印象があって悪評が絶えません
が、日本文化のある部分は確実に海外で「クール」なものと評価されてい
ます。ここではいくつかの例から、海外で日本文化がどう評価されている
か探ります。

教授
由谷　裕哉

パワーポイント上映が
可能であること。PCは
持参可能です。
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講座名称 講座の概要 講師名 備考

5 安心インターネット活用法
私たちの生活に必要不可欠となったインターネットですが、使い方次第
で、よりいっそう便利になったり、思わぬ被害を被ったりします。安心して
インターネットを利用するには、危険を予知する知識や自己防衛の心構え
が必要です。この講座では、 これらのことを身近な例を使って解説します。

教授
新田　雅道

講義中にインターネット
が使える環境であること
※プロジェクター使用
※中学生対応可

6 身の回りの数学
身の回りにある植物、建築物、デザインなどに数学が関係しています。そ
れらに関連する黄金比、フィボナッチ数列、円周率などについてお話しし
ます。

准教授
澤田　滋

※プロジェクター使用
※中学生対応可

7 最新医療と臨床工学技士 仕事の中身、つまり医療、医療に必要な臨床工学技士業務の概要をわかり
やすく説明します。

准教授
佐藤　宜伯

8 行動を変える仕組み
一度身についてしまった行動はなぜ変えにくいのか。どうしたら行動を
変えられるのか。 好きじゃないことを習慣づけるには？心理学の視点か
ら解説します。

准教授
木村　誠

9 医療機関における
診療情報管理士の役割

医療機関の事務分野における専門職として、診療情報管理士という職種
がどのような役割を期待されているかをお話しします。

講師
上田　恵子

10 公的な医療保険制度とは
医療機関の窓口では医療費の総額を負担しないで、個人負担は一部の負
担でよいようになっています。これは公的な医療保険制度によるもので
す。医療機関の窓口で提示される保険証（正式には被保険者証）の種類と、
医療事務職が行う患者の医療費の計算方法の概要をお話しします。

講師
上田　恵子

講師派遣が困難な日程
入試 11～3月

イベント 第3木曜日（イベント）

●庶務課　0761-44-3500　www.komatsu-c.ac.jp

石川工業高等専門学校
小学生　高学年/中学生対象

講座名称 講座の概要 講師名 備考

学類･学部･学科：電子情報工学科

1 プロジェクションマッピング プロジェクターを使って、いつもと違った空間を演出する映像作品を制
作する体験をします。 越野　亮

PCやプロジェクターは
こちらで用意します。
小学生高学年以上
※プロジェクター使用

学類･学部･学科：技術教育支援センター

2 実験工作だいすき教室
「身近な色の不思議」

普段目にしている色が、さまざまな色で構成されていることを理解しま
す。　○簡易クロマトの原理を用いた水性ペンの色分け　○加賀野菜で
ある金時草の成分、アントシアニンを利用した指示薬としての色の変化
　など

能澤　真周 小学生高学年以上
※プロジェクター使用

3 実験工作だいすき教室
「光であそぼう」

いろいろな実験をとおして、光の性質を理解します。　○分光シートを用
いた虹色スコープの製作　○プリズムや逆さメガネを用いた屈折と反射
の確認　など

能澤　真周 小学生高学年以上
※プロジェクター使用

4 実験工作だいすき教室
「音ってな～にかな？」

いろいろな実験をとおして、音の性質を理解します。　○音の速さの測定
○風船電話を使った音の伝わり方　など 能澤　真周 小学生高学年以上

※プロジェクター使用

5 実験工作だいすき教室
「土のふしぎ」

足元を支えている土が、ふしぎなものであることを体験します。　○土の
構成と水の関係　○液状化の原理　など 能澤　真周 小学生高学年以上

※プロジェクター使用

6 実験工作だいすき教室
「空気の力ってすごい」

なくてはならない空気が起こす、さまざまな現象を体験します。　○空気
の圧力による現象　○吸盤の原理　など 能澤　真周 小学生高学年以上

※プロジェクター使用

講師派遣が困難な日程
入試 5月～6月、1月～2月

●総務課　076-288-8011　www.ishikawa-nct.ac.jp
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金沢工業高等専門学校

講座名称 講座の概要 講師名 備考

一般教科（英語）

1 外国人教員と
英会話しよう！ 外国人教員と一緒に英会話を楽しもう

教授
大原　しのぶ
外国人教員

定員は30名程度
※中学生対応可

一般教科（社会）

2 石造物や拓本から
歴史を学ぼう！

石造物から歴史を知る方法とそのための拓本技術について学ぶ。その後、
身近なものから実際に拓本を作ってみる。

准教授
宮野　純光

定員は30名程度
※中学生対応可

電気電子工学科

3 英会話で電気を学ぼう！ 物理の基礎的な現象を英会話によって学び、応用として自転車ライトを
組み立てて、電気を学ぶ。

講師
ハヤト・オガワ

ボラジ・オグントインボ

定員は20名程度
※中学生対応可

機械工学科

4 鉄をみがこう！ さびがあったり、凸凹だったりする鉄板の表面をみがいて、鏡のようにき
れいな板を作ってみる。

機械工学科
教員

定員は20名程度
※中学生対応可

グローバル情報学科

5 生き物の不思議な知恵の
秘密を探ろう！

昆虫・魚・鳥などの生き物が持つ不思議な知恵の出所を、簡単な実験やコ
ンピュータシミュレーションで探る。

教授
今澤　明男

定員は30名程度
※中学生対応可

6 日本の温度環境を調べよう
日本全国60地点の、①毎時、②毎日、③毎月、④毎年の温度データを用い
て、日本の温度環境を調べる。誰でも簡単に分析できる専用のパソコンソ
フトを用いて学ぶ。

教授
今澤　明男

定員は30名程度
※中学生対応可

●金沢工業高等専門学校　地域連携教育センター　076-248-1080　http://www.kanazawa-tc.ac.jp/
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平成27年度　出張OC実施講義一覧

学校名 実施日 対象 人数 実施高等機関名 内　　　容
石川県
尾山台高校 5 月22日㈮ 1・2年生 50人 ●　石川県立大学 好き嫌いを科学する～海水は塩辛くない!?～
石川県高等学
校教育研究会
福祉部会（田
鶴浜高校内）

6 月30日㈫ 福祉科目
担当教員

15人 ●　金城大学 なぜ、歩くとつまずくのか？～「つまずき」を分析する～

野々市明倫高校 7 月 7 日㈫ 2年生 60人 ●　金沢大学 海外での考古学調査の実際
●　金沢大学 君は教師のスゴサを知っているか？
●　金沢大学 江戸時代の日本は閉ざされていたのか？
●　石川県立大学 ヒツジの一生
●　金沢医科大学 ナースになる！エキスパートナースになる！―スキンケアの視点から―

大聖寺高校 7 月 7 日㈫ 2年生 25人 ●　金沢大学 ヒトのための機械工学
20人 ●　金沢大学 国際社会の諸問題

●　金沢工業大学 電子ディスプレイ・音響技術ワイヤレス・携帯端末通信技術
30人 ●　金沢星稜大学 先生をめざそう！

●　金沢医科大学 ナースになる！エキスパートナースになる！―がん看護の視点から―
25人 ●　金沢学院大学 学習と記憶の心理学
20人 ●　金沢星稜大学 どうやって新しいものは生まれるの？

金沢辰巳丘高校 8 月 4 日㈫ 2・3年生 10人 ●　金沢工業大学 土木設計･施工･維持管理　地理空間情報　地域･環境計画
50人 ●　北陸学院大学 私たちの暮らしと社会福祉

8 月 5 日㈬ 15人 ●　金沢星稜大学 見てみよう・体験しよう！保育・幼児教育
40人 ●　金沢星稜大学 グローバル社会に飛び出すには？
30人 ●　北陸大学 マネー資本主義
50人 ●　北陸大学 グローバルゼーションと私たちのくらし

明和特別支援学校 9 月15日㈫ 1・2年生 4人 ●　金沢星稜大学 ストレスの理解と対処法について
鹿西高校 9 月16日㈬ 2年生 27人 ●　金沢大学 絵画から読む日本史

●　石川県立看護大学 メタボリックシンドロームを知ろう！
●　石川県立大学 好き嫌いを科学する～海水は塩辛くない!?～

26人 ●　北陸大学 漢方パワーで受験を乗りきる
●　金城大学短期大学部 子どもの絵はおもしろい
●　金沢星稜大学女子短期大学部 ディズニーの3.11に学ぶ「お・も・て・な・し」

9 月30日㈬ 1年生 151人 ●　金沢大学 高分子（プラスチック）の不思議な世界
金沢北陵高校 9 月17日㈭ 1年生 70人 ●　金城大学短期大学部 観光にかかわる仕事、ブライダルにかかわる仕事

75人 ●　金沢学院大学 身近にある経営学
9 月24日㈭ 70人 ●　北陸大学 観光で「まちおこし」

●　金城大学短期大学部 美術作品鑑賞の楽しみ方
40人 ●　北陸学院大学短期大学部 金沢の観光について考える

門前高校 10月13日㈫ 2年生 9人 ●　金沢大学 数の世界
小松明峰高校 10月20日㈫ 2年生 35人 ●　金沢大学 人文学類フィールドから異文化を考える

●　金沢大学 歴史・文化からみる国際社会
●　金沢大学 宇宙の物理学
●　金沢工業大学 ロボット要素設計技術　システム統合化技術　計測・制御・知能情報化技術
●　金沢医科大学 ナースになる！エキスパートナースになる！―がん看護の視点から―
●　金沢学院大学 CGで変わるデザイン表現
●　金沢工業大学 建築設計　都市・まちづくり　建築計画・意匠
●　金沢工業大学 環境化学　エネルギー機能化学　バイオ機能化学（天然物化学－医薬品から燃料まで）

星稜高校 10月20日㈫ 2年生 59人 ●　金沢大学 機械と不思議
10人 ●　金沢大学 化学製品のものづくり
17人 ●　金沢大学 地域で幸せになるための福祉を考える
104人 ●　金沢大学 人を理解する二つの視点
45人 ●　金沢大学 言葉の研究
24人 ●　金沢大学 コンピュータで探るサイエンス
45人 ●　金沢大学 薬の動きと働き
20人 ●　金沢大学 身の回りの炭素系化合物の科学　―形と機能―
39人 ●　金沢大学 絵画から読む日本史
42人 ●　石川県立看護大学 お宅で看護をおこなう訪問看護
10人 ●　石川県立大学 植物の病気とバイオテクノロジー
26人 ●　金沢美術工芸大学 共感・共鳴のデザイン
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学校名 実施日 対象 人数 実施高等機関名 内　　　容
星稜高校 10月20日㈫ 2年生 32人 ●　金沢工業大学 建築設計都市・まちづくり建築計画・意匠（建築デザインの楽しさと魅力）

13人 ●　金沢工業大学 メディアテクノロジーメディアデザイン
60人 ●　金沢工業大学 電子ディスプレイ・音響技術ワイヤレス・携帯端末通信技術（携帯電話と電波のはなし）
80人 ●　金沢星稜大学 スポーツにおける医学の活用（スポーツ医学）
72人 ●　北陸大学 グローバルゼーションと私たちのくらし
37人 ●　金城大学 足の構造と機能
84人 ●　北陸学院大学 あそび学
16人 ●　北陸学院大学 日本と韓国の食器の比較
32人 ●　北陸学院大学短期大学部 あなたのダイエットは間違っていませんか？
18人 ●　金沢医科大学 人体の構造
43人 ●　北陸大学 役に立つ法律学

羽咋高校 10月27日㈫ 1年生 70人 ●　金沢大学 ドイツ・スイス中世の都市と農村、市民と農民
●　金沢大学 日常生活と契約法
●　金沢大学 情報とビジネス
●　金沢大学 空飛ぶ納豆菌
●　金沢大学 薬の動きと働き
●　金沢大学 最新医療技術による放射線診療

飯田高校 10月29日㈭ 2年生 40人 ●　金沢大学 フィールドから異文化を考える
●　金沢大学 高分子（プラスチック）のふしぎな世界
●　金沢大学 乳幼児の知的な発達を探る
●　金沢星稜大学 経済学へのいざない

30人 ●　金沢医科大学 風邪・発熱とくすり
寺井高校 11月10日㈫ 2年生 21人 ●　石川県立大学 好き嫌いを科学する～海水は塩辛くない!?～

18人 ●　金沢学院大学 おもしろデジタルアートの世界
21人 ●　金沢工業大学 航空機要素技術　航空機統合技術
18人 ●　金沢星稜大学 産業はどのように変化するか

野々市市立
野々市中学校

11月10日㈫ 1・2・3年生 20人 ●　金沢工業高等専門学校 英会話で電気を学ぼう！

小松市立高校 11月18日㈬ 2年生 20人 ●　金沢大学 大学で学ぶ心理学
●　金沢工業大学 ものづくりデザイン　材料創製・加工プロセス　環境エネルギー
●　金沢星稜大学 英語のボキャビル
●　北陸大学 あなたにも使える中国語
●　金沢学院大学 日本語の不思議
●　金城大学 足の構造と機能
●　石川県立大学 植物の病気とバイオテクノロジー
●　金沢美術工芸大学 日本の古い絵のかたち―絵巻の鑑賞と取扱い―
●　小松短期大学 臨床工学技士って
●　金沢医科大学 ナースになる！エキスパートナースになる！―がん看護の視点から―

金沢西高校 11月25日㈬ 1年生 40人 ●　金沢大学 中世ドイツの城塞と城主の支配権
●　金沢大学 国際化と言語
●　金沢大学 環境問題と健康
●　石川県立看護大学 人間とはどういう生き物か
●　石川県立大学 発酵と微生物
●　金沢工業大学 建築設計　都市・まちづくり　建築計画・意匠
●　金沢星稜大学 経営学って、なに？
●　金沢学院大学 すぐに自慢したくなる社会学の基礎知識
●　金沢星稜大学 先生をめざそう！

富山県
高岡南高校 6 月20日㈯ 2年生 20人 ●　金沢大学 日本語の歴史について知る

●　金沢大学 公共政策と行政
●　金沢大学 地域の経済社会が直面する諸課題を学ぶ
●　金沢大学 子どもは自然現象をどう理解するか
●　金沢大学 歴史・文化からみる国際社会
●　金沢大学 放射線で見る化学
●　金沢大学 車両走行による高架橋周辺における振動問題について
●　金沢大学 生命科学の最前線
●　金沢大学 最新医療技術による放射線診療

上市高校 7 月 1 日㈬ 1・2・3年生 30人 ●　金沢星稜大学 お金の流れをみると何が分かる？
7 月 2 日㈭ ●　金沢工業大学 ものづくりデザイン　材料創製・加工プロセス環境・エネルギー
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学校名 実施日 対象 人数 実施高等機関名 内　　　容
上市高校 7 月 3 日㈮ 1・2・3年生 30人 ●　石川県立看護大学 人間とはどういう生き物か

12月 7 日㈪ ●　金沢星稜大学 スポーツが得意になるコツ教えます！－自分のからだそして日本の良さをあらためて問い直す－
●　金沢星稜大学 見てみよう、体験しよう！保育・幼児教育

12月 8 日㈫ ●　金沢学院大学 高校生のための創造力入門
南砺福野高校 7 月 8 日㈬ 1・2・3年生 20人 ●　金沢大学 生活の中の租税

●　金沢大学 おもしろい授業ができる教師がよい教師
●　金沢大学 地域と健康・スポーツを考える
●　石川県立看護大学 ナースに必要なスキル

石動高校 7 月 9 日㈭ 1・2・3年生 25～40人 ●　金沢工業大学 環境化学・エネルギー機能化学・バイオ機能化学
20～40人 ●　金沢星稜大学 経済学へのいざない

●　金沢学院大学 謎解き「羅生門」～なぜ下人は盗みができたのか～
●　金沢学院大学 スポーツの心理学

30～40人 ●　金城大学 なぜ、歩くとつまずくのか？～「つまずき」を分析する～
20～40人 ●　北陸学院大学短期大学部 映画で英会話学習

●　金沢学院大学 身近にある経営学
富山南高校 7 月23日㈭ 2年生 40人 ●　金沢大学 大学で学ぶ心理学

●　金沢大学 経済の現象と私たちの生活
●　金沢大学 君は教師のスゴサを知っているか？
●　金沢大学 数の世界
●　金沢大学 エネルギー・環境と機械工学
●　金沢大学 人々の健康に貢献する看護

南砺福光高校 7 月23日㈭ 3年生 20人 ●　金城大学 手の不自由な方のための自助具を作ろう
●　金沢学院短期大学 スポーツ栄養学
●　金沢工業大学 ロボット要素設計技術・システム統合化技術

福岡高校 10月26日㈪ 2年生 25人 ●　金沢大学 国際社会の諸問題 
●　金沢大学 エネルギー・環境と機械工学
●　石川県立大学 体の中でのタンパク質の役割
●　金沢星稜大学 経営学って、なに？
●　金沢星稜大学 ストレスの理解と対処方法について

呉羽高校 12月 9 日㈬ 2年生 10～15人 ●　石川県立大学 発酵と微生物
●　金沢工業大学 建築設計　都市・まちづくり　建築計画・意匠（テーマ　建築デザインの世界）
●　金沢星稜大学 お金の流れをみると何が分かる？
●　北陸大学 悪法も法なり？
●　北陸学院大学 親しみの心理学：人はなぜその人に惹かれるのか
●　金沢医科大学 ナースになる！エキスパートナースになる！―がん看護の視点から―
●　金沢星稜大学 観光とまちづくり
●　金沢星稜大学 ストレスの理解と対処法について

福井県
武生高校 7 月 6 日㈪ 2年生 30人 ●　金沢大学 アジアの経済成長と空間移動

●　金沢大学 外国文学を研究するということ（ドイツ文学編）
●　金沢大学 （改題）働くときのルール～ブラックアルバイトに気をつけよう！
●　金沢大学 生命科学の最前線
●　金沢大学 歴史・文化からみる国際社会

美方高校 7 月 8 日㈬ 2年生 15人 ●　金沢大学 国際化と言語
●　金沢大学 分子次元の鏡の政界と香りの化学

10月28日㈬ 1年生 20人 ●　金沢大学 地域の経済社会が直面する諸課題を学ぶ
三国高校 7 月 9 日㈭ 2年生 20人 ●　金沢大学 電波と情報通信

15人 ●　金城大学 特別な福祉から当たりまえの福祉へ～人間福祉の学び～
●　金沢学院大学 スポーツ選手は目が命

勝山高校 7 月 9 日㈭ 2年生 30人 ●　金沢大学 消費者と法
●　金沢大学 企業経営・会計の仕組みを知る
●　金沢大学 材料開発と機械工学
●　金沢大学 人々の健康に貢献する看護
●　北陸大学 脳とこころを科学する　―ストレスに打ち勝つ！―

福井商業高校 8 月24日㈪ 3年生 81人 ●　金沢大学 地域の経済社会が直面する諸課題を学ぶ
仁愛女子高校 11月27日㈮ 1・2年生 70人 ●　金沢大学 大学で学ぶ社会学・社会学調査

50人 ●　金沢大学 分子次元の鏡の世界と香りの化学
70人 ●　金沢大学 人々の健康に貢献する看護
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進学説明会

高校名 実施日 対象 人数 依頼大学
金沢伏見高校 9月12日㈯ １・２年生 120人 ●　金沢大学

●　石川県立大学
●　石川県立看護大学
●　金沢美術工芸大学
●　金沢工業大学
●　金沢星稜大学
●　金沢学院大学
●　金沢星稜大学女子短期大学部
●　金沢学院短期大学
●　北陸大学
●　北陸学院大学
●　北陸学院大学短期大学部
●　金城大学
●　金城大学短期大学部
●　小松短期大学

泊高校 7月7日㈫ １・２・３年生 40人 ●　金城大学
●　金沢工業大学
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