
 

 
２０２２年度 椙山女学園大学 出張講義題目一覧 

１．生活科学部 管理栄養学科  

講義題目 講師 

(1) 病気の予防と食事 及川 佐枝子 

(2) キレイと若々しさを保つための栄養学 大口 健司 

(3) ベジタリアンの栄養 加賀谷 みえ子 

(4) 栄養ケアとマネジメント 加藤 昌彦 

(5) ヒトの生活と微生物との関わり 門屋 亨介 

(6) チーム医療と管理栄養士 河合 潤子 

(7) 栄養状態はどのように測る？ 小多 沙知 

(8) 人はなぜ老いるのか 内藤 通孝 

(9) 役に立つ医学・健康情報の集め方 古田 真司 

(10) 健康的なダイエットとは？ 三田 有紀子 

(11) 栄養によって身体の性質は変わる？ 本山 昇 

(12) 『〇〇を食べたら～に効く』とはどういうこと？ 保田 倫子 

(13) 元気な高齢者になるために！ 山田 紀子 

 

２．生活科学部 生活環境デザイン学科 

講義題目 講師 

(1) 暮らしに活かすカラーコーディネート 石原 久代 

(2) インテリアデザインの世界 加藤 和雄 

(3) 体感温度による快適な温熱環境の創造と制御 藏澄 美仁 

(4) 暮らしの中の染色 解野 誠司 

(5) 身近なプラスチック加工の話 滝本 成人 

(6) 未来型オーダーメイドの紹介 増田 智恵 

(7) 住居学（生活空間の科学） 松原 小夜子 

(8) 都市・建築・インテリアの再生学 村上 心 

(9) 映画セットのデザインの歴史 阿部 順子 

(10) 生活の中の繊維 井上 尚子 

(11) デザインと感性と色彩  橋本 雅好 

(12) 建築・住宅のデザイン思想 川野 紀江 

(13) 安全・安心な建物の設計 清水 秀丸 

(14) フランス ファッションの世界 滝澤 愛 

(15) 情報化社会のものづくり 山下 健 

(16) 探してみよう！身の回りのユニバーサルデザイン 井澤 幸 

(17) リノベーション・コンバージョンによる価値の再発見 川口 香子 

 

  



 

 
２０２２年度 椙山女学園大学 出張講義題目一覧 

３．国際コミュニケーション学部（国際言語コミュニケーション学科・表現文化学科） 

講義題目 講師 

(1) 無気力でいいんです―太宰治に出会った東アジアの若者たち 尹  芷汐 

(2) 東アジアにおける女性の恋愛観と結婚観の変遷―文学とテレビ・ドラマを通じて 尹  芷汐 

(3) 江戸絵写本の世界――妖怪、幽霊、擬人化の世界とその宇宙 伊藤 信博 

(4) 西欧における日本研究と絵写本について 伊藤 信博 

(5) 日本料理と発酵食品―世界への文化発信 伊藤 信博 

(6) ディズニーランドとアメリカ人  小澤 英二 

(7) 都市とジェンダー  影山 穂波 

(8) 英語でクリエイティブ・ライティング 児玉 恵太 

(9) ナニかヘン…でも、どこがヘン？――異文化間のコミュニケーションを考える 笠原 正秀 

(10) あなたはこんな時、どんな英語を使う？どんな日本語にする？（垂直思考から水

平思考へ） 
笠原 正秀 

(11) 18 世紀ドイツ哲学と日本国憲法第９条―哲学議論は時間をかけて世界をめぐる

― 
加藤 泰史 

(12) 大地が揺れると思想が変わる―リスボン大地震とヨーロッパの思想展開― 加藤 泰史 

(13) シンデレラをめぐって －グリムとディズニーのシンデレラ－ 鈴木 仁子 

(14) 源氏物語の世界 高橋 麻織 

(15) 平安時代の物語と歴史 高橋 麻織 

(16) アメリカにおける人種民族問題 塚田 守 

(17) 現代英語圏女性文学入門 戸田 由紀子 

(18) 音楽を「文学」的に読んでみる――ポップカルチャー研究／批評の紹介 長澤 唯史 

(19) 高校英語から大学英語へ：幾つかのヒント 深谷 輝彦 

(20) 人種差別を考える 水島 和則 

(21) 文化外交における日本の課題 水島 和則 

(22) 英語で読むレオ＝レオニ 横家 純一 

(23) ＜聴く＞から始まる文化研究 広瀬 正浩 

(24) 書き換えられた物語のゆくえ──「カチカチ山」「走れメロス」を例に 広瀬 正浩 

(25) 実は身近な発達障害 堀田 あけみ 

(26) 文学にできること――視覚と聴覚を巡る言語 堀田 あけみ 

(27) なぜ観客はミュージカルを観るのか？―ソング、ダンス、ドラマの効果 藤岡 阿由未 

(28) 草彅くんの秘密。――和製漢字、国字の世界 村井 宏栄 

(29) 『平家物語』から 400 年前の日本語を体験しよう 村井 宏栄 

(30) Improving our Communication Skills マイケル・ストックウェル 

(31) Powering Up Your Vocabulary Learning マイケル・ストックウェル 

(32) 国際協力ってどんな仕事？――60 以上の国や地域での経験を通して 小林 かおり 

(33) 「内なる国際化」入門：コンビニやレストランから考える現代日本 小林 かおり 

(34) フランス語圏へ！ ―世界の多様性の扉を開けよう― 田所 光男 

(35) 近現代のヨーロッパとジェノサイド ―新大陸・コンゴ・ユダヤ人― 田所 光男 

(36) 人間の尊厳とは何だろうか？ ―人間の尊厳/コロナ禍/言葉― 加藤 泰史 

(37) 日本語や英語ってどんな言葉？-言葉を通して、話す人の文化や考え方に迫る- 芝垣 亮介 

 

 

 

  



 

 
２０２２年度 椙山女学園大学 出張講義題目一覧 

４．人間関係学部 人間関係学科 

講義題目 講師 

(1) 「選挙について知っておきたいこと」 大木 直子 

(2) 働く現場のジェンダー格差 小倉 祥子 

(3) 高齢者のくらしと福祉 株本 千鶴 

(4) 社会福祉士の魅力 小榮住 まゆ子 

(5) あたりまえって何？ 手嶋 雅史 

(6) 現代社会と子どもの「居場所」 佐川 佳之 

(7) 認知症になっても私は私 孫希叔 

(8) 住みたい「まち」を考える 谷口 功 

(9) 人間関係とは何か ―社会との関わりを中心にして― 田村 雅夫 

(10) 体験的にジェンダーについて考えてみよう 藤原 直子 

(11) フィールドワークのすすめ 松浦 直毅 

(12) 「ディベート」入門 吉田 あけみ 

(13) 体験・人間関係トレーニング 吉田 あけみ 

 

 

５．人間関係学部 心理学科 

講義題目 講師 

(1) 「サイコセラピー」ってなんだ？ 浅野 元志 

(2) あなたも小さなカウンセラー!? －絵を描いて対話してみよう－ 安立 奈歩 

(3) 心理テストを使って見つめる若者の悩み-青年心理学入門-  安立 奈歩 

(4) 人間家族の起源 五百部 裕 

(5) 心の進化：カブトムシに心はあるか？ 五百部 裕 

(6) 子どもの見ている世界 浦上 萌 

(7) チームワークを高める心理学 加藤 容子 

(8) 認知症ってなんだろう〜ご本人と家族の気持ち 鈴木 亮子 

(9) もっと知りたい私の心理（性格心理学入門） 中西 由里 

(10) 「うわさ」はどうゆがめられるか？ 中西 由里 

(11) コミュニケーションの不思議 西出 弓枝 

(12) 子どもの個性を活かす心理学 西出 弓枝 

(13) 顔を考える―個人の識別からコミュニケーションまで― 布井 雅人 

(14) 見えているのに気づけないって？～注意に関する心理学～ 布井 雅人 

(15) こんなことも心理学の研究に! ?－日常のこころを扱う心理学－ 布井 雅人 

(16) ストレス こんなときどうする？ 舛田 亮太 

(17) アサーション こんなときどうする？ 舛田 亮太 

(18) こころが傷つきやすい人に接するときのガイドブック 舛田 亮太 

(19) わたしであること、つながること 三井 悦子 

(20) 「分人」という新たな人間観 三浦 隆宏 

(21) きょうだいという人間関係 山口 雅史 

(22) 美しい作法を学ぶ 山根 一郎 

(23) 芸術療法の実際 李 敏子 

  



 

 
２０２２年度 椙山女学園大学 出張講義題目一覧 

６．文化情報学部 文化情報学科 

講義題目 講師 

(1) 世界遺産に暮らすということ ―小笠原諸島のフィールド調査から― 阿部 純一郎 

(2) 「中国野菜と日本の食卓」 季 増民 

(3) 日本の仏教美術に親しむ －仏像鑑賞入門－ 見田 隆鑑 

(4) シビックテック活動の広がり 向 直人 

(5) 迫り来る巨大地震 －南海トラフ巨大地震にどう備えるか－ 黒田 由彦 

(6) よい景観と悪い景観 今村 洋一 

(7) 書物の歴史 －粘土板から電子書籍まで－ 山本 昭和 

(8) 情報ネットワークの運用管理技術 小田切 和也 

(9) マルチメディアとコンピュータ 松山 智恵子 

(10) PIC とセンサによるコンピュータの仕組み 鳥居 隆司 

(11) 中国都城と日本都城 田中 一輝 

(12) TV・ラジオが変えた古典芸能 ―レコードと映像のデジタル・アーカイブから― 飯塚 恵理人 

(13) 「韓国孤児の母」となった日本人女性・望月カズの話 樋口 謙一郎 

(14) 大学生の海外短期留学について －できること、気をつけるべきこと－ 樋口 謙一郎 

(15) 図書館のデジタル情報資源 福永 智子 

 

７．文化情報学部 メディア情報学科 

講義題目 講師 

(1) 英語圏のメディアは本当に面白い！ ウィリアム・ペトルシャック 

(2) 社会の中の「ネットワーク」：ソーシャル･メディア時代の「つながり」を考える 木田 勇輔 

(3) 情報ネットワーク化が社会を変える 米田 公則 

(4) 映像メディアによる交通安全教育 谷口 俊治 

(5) メディアに見る日中言語の比較表現 鄭 麗芸 

(6) いのちを未来につなぐ －東山動植物園の魅力を映像で伝える-  栃窪 優二 

(7) 震災を語り継ぐ －映像メディアの役割－ 栃窪 優二 

(8) 名古屋の魅力を発信 －映像メディアの役割－ 栃窪 優二 

(9) ファッションもメディアだ 羽成 隆司 

(10) デジタル・メディアを学びに活かす 亀井 美穂子 

(11) メディアのなかの「私たち」を再発見しよう ―表現する私たちと表現される私たち― 宮下 十有 

(12) 文字と記号を/でデザインする 楊 寧 

(13) 信頼できるニュース報道のために  脇田 泰子 

  



 

 
２０２２年度 椙山女学園大学 出張講義題目一覧 

８．現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 

講義題目 講師 

(1) 買い物で社会を変える －エシカル消費とＳＤＧs－ 東 珠実 

(2) 製品ライフサイクルについて・・・ 石井 圭介 

(3) 経営学って何だろう？ ―学習の意義を考える― 石井 圭介 

(4) 心は統計で出来ている！？ 石井 雅治 

(5) お金について考えよう！ 植林 茂 

(6) なりたい自分とお金の関係について考える ―その投資は効果的？― 大串 葉子 

(7) これから日本の産業はどうなるか 黒田 達朗 

(8) 政府って必要？ －政府と社会との関係－ 高 東柱 

(9) みんなで働くことの意味 －経営組織論への招待－ 佐々木 圭吾 

(10) 親子間の贈与と税金 柴 由花 

(11) 起業家になる！ スタートアップとその支援者の世界  椙山 泰生 

(12) Talking about clothing スティーヴン・クアシャ 

(13) 勉強と仕事の共通点！？ −“やる気”について考えてみる− 砂口 文兵 

(14) 経済学と戦略的行動 都築 治彦 

(15) インターネットを活用した新しいビジネス 角田 隆太郎 

(16) 核兵器の禁止に向けて ―国際法が世界を変える― 仲尾 育哉 

(17) 経済学で考える私たちのライフ・コース 野崎 祐子 

(18) 領土問題はどうしてこんがらかっている？  西田 敏宏 

(19) 優秀な会社とは？――会計の数字から経営状況を見極めよう 苗 馨允 

(20) ちょっと高度なアンケートの結果処理 ―数えるだけではつまらない― 三木 邦弘 

(21) 世界は貿易でつながっている ―貿易ゲームで学ぼう！― 水野 英雄 

(22) 株式投資ゲームで学ぶ経済 水野 英雄 

(23) 映画を通して国際社会を読み解けば 山澄 亨 

(24) 身近な法律問題について考えよう 山中 稚菜 

(25) 会社の基本・会社の仕組みー法律の視点から 山本 将成 

(26) 無限和の不思議 吉本 明宣 

 

  



 

 
２０２２年度 椙山女学園大学 出張講義題目一覧 

９．教育学部 子ども発達学科 

講義題目 講師 

(1) 映画で楽しみながら外国語コミュニケーション力をアップしよう 安達 理恵 

(2) 英語の絵本の読み聞かせをやってみよう 安達 理恵 

(3) 声の出るしくみ ～歌声を見える化してみよう～  ※ピアノのある教室を希望 池田 京子 

(4) 子どもの目・大人の目 ～子ども界の不思議を楽しもう～ 石橋 尚子 

(5) 自分を知ることからはじめよう～自己理解の心理学入門～ 石橋 尚子 

(6) 子どもの表現と育ち 磯部 錦司 

(7) 幼稚園の一日 ～先生って、何をするの～ 磯村 正樹 

(8) 誰も知らない立方体、正四面体の秘密 伊藤 仁一 

(9) 多面体を裏返す～牛乳パックで作るフレクサチューブ～ 伊藤 仁一 

(10) コミュニケーションのすれ違いはなぜ起きる？ 正義とケアの二つの原理 伊藤 博美 

(11) 保育の魅力  ～保育士・幼稚園教諭・保育教諭の仕事～ 清 葉子 

(12) 幼児はあそびから何を学ぶのか 小杉 裕子 

(13) タブレットパソコンを使った授業の魅力 ～新しい学び～ 坂本 德弥 

(14) 小学校教員の仕事の魅力 坂本 德弥 

(15) 図形の学習と算数の授業づくり ～モザイクパズルの秘密を探ろう～ 塩澤 友樹 

(16) 人間は亀に追いつけないのか？！ ～無限について～ 白井 朗 

(17) 九九表のヒミツ 竹内 聖彦 

(18) あみだくじで遊ぼう 竹内 聖彦 

(19) 虐待を受けた子どもたち 丹羽 健太郎 

(20) 身近な水の環境科学 ～生物と水の関係をさぐる～ 野崎 健太郎 

(21) 子どもの遊びからとらえる発達特性 朴 信永 

(22) インターネットを安全に使うために 深谷 和義 

(23) 高校生に知ってほしい「特別支援教育」 松村 齊 

(24) 音楽表現のおもしろさ  ※ピアノのある教室を希望 宮田 俊雄 

(25) 日本の家族や生活をデータから見てみよう 室 雅子 

(26) リアルに学ぶ先生のお仕事 森 和久 

(27) 主権者教育ワークショップ：”廃棄物ゲーム”を通して責任ある市民を育てよう 山田 真紀 

(28) 教養豊かで優れた教員になるために（教員養成学部での学びのご紹介） 山田 真紀 

(29) 音楽を遊ぶ 山中 文 

(30) 乳幼児の音楽表現 山中 文 

(31) コミュニケーション力を育てる授業ミュージカル 渡邊 康 

 
  



 

 
２０２２年度 椙山女学園大学 出張講義題目一覧 

１０．看護学部 看護学科 

講義題目 講師 

(1) 糖尿病の話 生田 美智子 

(2) 高齢者へのレクリエーション 池俣 志帆 

(3) ストレスとリラックスについて 池俣 志帆 

(4) 日常に活かす看護のコミュニケーション 井野 恭子 

(5) その人らしい最期を迎えるために看護師ができること 宇佐美 久枝 

(6) いろいろな看護職～「保健師」を知っていますか？～ 大塚 敏子 

(7) 生理痛とセルフケア 奥川 ゆかり 

(8) 日本の父親育休は世界一? 奥川 ゆかり 

(9) 「強み」の発見とその活用 ～ポジティブ心理学から考える自己肯定～ 川島 一晃 

(10) 上手な話の聴き方と関係性 ～臨床心理学から対心関係のコツを考える～ 川島 一晃 

(11) 身近な人が「うつ」になったら 小林 純子 

(12) 老いについて考える 小松 美砂 

(13) バイスタンダー（Bystander）ができること ～命を守る救急処置～ 佐原 弘子 

(14) 人間をみる（人間看護）～ナイチンゲールに焦点をあてて～ 杉浦 美佐子 

(15) 災害時に自分で自分の身を守るために 杉浦 美佐子 

(16) 排尿を科学しよう 髙植 幸子 

(17) 「食べる」の不思議 髙植 幸子 

(18) メタボリックシンドロームの病態と予防について 早川 幸博 

(19) ストレスとその対処を考えよう 林 和枝 

(20) がんと遺伝に関して 福田 誠司 

(21) 自分と大切な人を守るために知っておいてほしいこと 中嶋 文子 

(22) 大切な人との関係を育むために知っておいてほしいこと 中嶋 文子 

(23) 家庭で家族を看るために 福田 由紀子 

(24) 看護師の「手」と「こころ」で行う技術 前田 節子 

(25) 看護援助時のからだの使い方（無理・無駄・ムラのない動作） 前田 節子 

 


