
                                                

平成２４年度 あいちの大学「学び」フォーラムの開催結果について 

 

１ 目的 

県内全ての国公私立の高校及び特別支援学校高等部の生徒を対象に、大学教員が自
らの専門分野をわかりやすく講義し、その分野に関心のある生徒に大学の「学び」に
触れる機会を提供して、その後の生徒自身による進路選択の一助としていくことを目
的に開催した。 

 
２ 開催日・会場 

 当初は１０月２８日（日）と１１月１１日（日）に愛知県立大学サテライトキャン
パス（ウインクあいち）での計６講座を予定していたが、大学から多くの協力の申し
出をいただき（２９大学４３講座）、また三河地区でも開催してほしいとの意見があ
ったため、交通の便が良いところを中心に会場を追加して計２１講座で開催した。 
 
・第１回 １０月２８日（日）愛知県立大学サテライトキャンパス（３講座） 

 ・第２回 １１月１１日（日）愛知県立大学サテライトキャンパス（３講座） 
名古屋経済大学名駅サテライトキャンパス（３講座） 

・第３回 １２月 ８日（土）名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎（４講座） 
・第４回 １２月１５日（土）日本福祉大学名古屋キャンパス（４講座） 

               愛知大学豊橋キャンパス（４講座） 

３ 講座内容 

各テーマのバランスを考慮の上、２１講座を県教育委員会にて選定した。講義時間は

大学の講義と同じ９０分とし、各講座の中から生徒がそれぞれ自分の受講したい講座を

選び、学校を通じて事前に申し込みを行った（１講座のみから申込み可能）。  
（参考）テーマごとの講座数 
①歴史・文化・言語・・・・ ５講座 ②子ども・教育・・・・・・・３講座 
③芸術・デザイン・・・・・・２講座 ④ビジネス・・・・・・・・・２講座 
⑤社会問題・・・・・・・・・１講座 ⑥生活科学・・・・・・・・・３講座 
⑦保健・医療・福祉・・・・・３講座 ⑧情報・工学・・・・・・・・２講座 

 

４ 参加人数 

高校１～２年生を中心に、計８９校から５９８名が参加した。 

なお、１２月開催（第３回及び第４回）については、高校側から「推薦入試やAO入

試で決まった生徒も参加させたい」との要望があったため、３年生も対象とした。 

（内訳） 
・生徒５８６名（うち男子２３０名、女子３５６名）、教員１０名、保護者２名 
 （生徒の学年：１年２０９名、２年３２６名、３年５０名、４年１名） 
・県立高校６９校（うち職業学科１５校、総合学科５校、定時制１校） 
名古屋市立５校、豊橋市立１校、私立高校１２校、県立特別支援学校２校 
 
 



５ 参加者アンケートの結果の概要 （回答数：５９４人） 
  

①あいちの大学「学び」フォーラムに参加したきっかけ（複数回答可） 

・「学校の先生から紹介があった」が５５．５％、「関心のある分野の講義があった」
が４６％、「大学の講義を体験したかった」が２９．８％となった。 
 
②講義の難易度 

・「ちょうど良かった」が７３％、「難しかった」が１３．２％、「易しかった」が   
９．７％となった。  
 
③フォーラムに参加してよかった点（複数回答可） 

・「自分の興味の幅が広がった」が６４．９％、「９０分の講義を体験することができ
た」が５２．５％、「大学で学びたい分野がよりはっきりした」が１６．１％、「普段
の勉強の大切さに気付いた」が１５．２％、となった。 
 
④来年度もフォーラムが開催されるとしたら、参加したいか？ 

・「参加したい」が７９．９％、「参加したくない」が５．７％、「その他」が１１．
５％となった。 
 
※⑤～⑦は、④で「１．参加したい」を選択した場合のみ回答 
⑤開催時期について（複数回答可） 

・「夏休み」が４５．２％、「冬休み」が２０．４％、「２学期」が１８．４％、「春休
み」が１８．１％、「１学期」が１７．２％となった。 
 
⑥会場について（複数回答） 

 ・「サテライトキャンパスなど交通の便が良い会場」が５９．４％、「遠くても大学の
本キャンパスが良い」が２４．１％、「自宅の近くであれば、学校や市民会館など大
学以外の会場でも良い」が２２．７％となった。 

 
⑦開催内容について 

・「今回と同様に、自分の興味のある講座を１講座のみから申込みできるように 
してほしい」が６３％、「１日で同じような分野の講座を複数受けられるよう、 
似た分野の講座をまとめてほしい」が１６．９％、「１日で異なる分野の講座を 
複数受けられるよう、異なる分野の講座を設定してほしい」が９．２％となった。 
 

⑧生徒の感想（主なもの） 

・初めて大学の講義を受けたのですが、９０分は思っていたよりも短く、あっという間で
充実した時間を過ごすことができました。 
・講義を聴いて、改めて大学の授業は内容が深く、おもしろい勉強ができると思いました。 
・（就職を考えていたが）講義を聴いてみて、大学に進学したいと思いました。 

 ・ワークショップの際、他の学校の生徒とふれあい、よい刺激を受けることができました。 
 
６ 講師からのご意見・ご感想 
 
・高校生の皆さんが熱心に聞いてくれたので緊張感を持って一生懸命話すことができた。 
・生徒アンケート結果からすれば、大学講義に対するモチベーションを一段階上げるこ
とができた。 
・時期、場所ともよかった。よい環境の中、講義ができた。 
・高校１年生から３年生までいて、予備知識や理解の程度に差がある中で、どこに焦点
をしぼって話をすればいいのか準備段階で大変迷った。 
・（事前に）参加生徒の希望や興味分野について少しでもデータ的なものがあると、も
っと構成を組み立てやすかったと思う。 



                                                 平成24年度あいちの大学「学び」フォーラム　各講座の参加人数

４１名 ２２名 ２１名

１９名 ３２名 ３１名

６１名 ２２名 ２７名

２７名 １２名 ３７名 ４２名

３７名 ２３名 ２７名 ７名

２８名 ２１名 ４３名 １８名

※１０月２８日及び１１月１１日は、１限は9時40分～11時10分、２限は12時30分～14時00分、３限は14時30分～16時00分。

　 １２月８日及び１２月１５日は、２教室で開催し、１限は9時40分～11時10分、２限は13時10分～14時40分

　　名古屋学芸大学 

　　　　井形昭弘 学長

   「言葉と文化～日本語と英語をくらべて～」

（歴史・文化・言語）

　　名古屋外国語大学 外国語学部

　　　　廣瀬正宜 教授

  「Exploring Different Worlds Through English」

（歴史・文化・言語）

　　南山大学　総合政策学部

　　　　Robert Croker 教授

「いま」に生きる名古屋城下町

（歴史・文化・言語）

　　愛知県立大学 日本文化学部

　　　　山村亜希 准教授

　　　　小林亮介 教授

      「人間関係を上手くやるコツ教えます－対人魅力の心理学－」

（子ども・教育）

       「どのような支援ができるだろう？-ある貧困家庭のこどものケース」

（保健・医療・福祉）

「長寿社会における栄養学」

（保健・医療・福祉）

　　金城学院大学 人間科学部

　　　　北折充隆 准教授

　　東海学園大学 健康栄養学部

　　　　松島佳子 准教授

    「絵画と写真をつなぐブラックボックス”カメラオブスクラ“」

（芸術・デザイン）

　　名古屋造形大学 造形学部

１限 ２限

　　名古屋経済大学 法学部

　　　　佐分晴夫 教授

　　日本福祉大学 社会福祉学部

　　　　湯原悦子 准教授

３限

「スポーツ選手の食事を考えよう！」

（生活科学）

「国際社会と法」

（社会問題）

「こころをつくる化学物質たち」

（保健・医療・福祉）

　　豊橋技術科学大学　環境・生命工学系　

　　　　吉田祥子 講師

「食と遺伝子」

（生活科学）

　　名古屋文理大学 健康生活学部

　　　　佐藤　浩　教授

　　　　堀越哲美 教授

「三国志と人形劇」

（歴史・文化・言語）

　　同朋大学 文学部

　　　　渡邊幸彦 准教授

２限

「頑張らないストレッチング」

（保健・医療・福祉）

　　名古屋学院大学 スポーツ健康学部

　　　　松田克彦 准教授

１限

「自動車の衝突安全設計の考え方」

（情報・工学）

　　愛知工科大学　工学部

　　　　山本照美 教授

    「英和辞典はどのようにして作られるのか」

（歴史・文化・言語）

　　愛知大学 国際コミュニケーション学部　

　　　　塚本倫久 教授

    「企業経営におけるマーケティング・コミュニケーション」

（ビジネス）

　　豊橋創造大学　経営学部

　　　　川戸和英 教授

 「シリアスゲームによる学びと問題解決」

（ビジネス）

　　星城大学　経営学部

　　天野圭二 准教授　野村淳一 准教授

  「保育者の仕事は子どもと遊ぶことなの？」

（子ども・教育）

　　桜花学園大学 保育学部

　　　　小嶋玲子 教授

  「手話の成り立ちを考える－特別支援教育入門－」

（子ども・教育）

　　愛知教育大学　教育学部

　　　　小田侯朗 教授

「身近になる知能ロボットとＡＩ」

（情報・工学）

　　名古屋産業大学 環境情報ビジネス学部　 

　　　　巣 宇燕 教授

１限 ２限

「江戸のユニバーサルデザイン」

（芸術・デザイン）

　　名古屋工業大学 工学部１２月８日（土）

１２月１５日（土）

１０月２８日（日）

１１月１１日（日）

名古屋学院大学
名古屋キャンパス白鳥学舎

日本福祉大学
名古屋キャンパス

愛知大学
豊橋キャンパス

愛知県立大学
サテライトキャンパス

愛知県立大学
サテライトキャンパス

名古屋経済大学
名駅サテライトキャンパス



平成２５年度 あいちの大学「学び」フォーラムの開催案について 

 

平成２４年度にモデル的に開催した「あいちの大学「学び」フォーラム」につい
ては、参加した生徒のアンケート結果や講師の先生のご意見を踏まえて、平成２５
年度も引き続き開催することとしたい。 
なお、対象とする生徒は、高校又は特別支援学校高等部生徒の１～２年生を中心
に、希望があれば３年生も参加可能とする。 

 
１ 開催日・会場 

開催時期は今年度と同じ１０月～１２月とし、名古屋市内の会場に加えて、県内
各地域の生徒が参加しやすいよう三河地区も含めて６会場程度で開催する。 
また、会場については「サテライトキャンパスなど交通の便が良い会場」を中心に
各大学に講師の派遣と併せて提供可能な会場を募集する。 
 

開催時期 １０月 １１月 １２月 

会場 

（イメージ） 

 

  

 

  

 
＜開催日について＞ 
・いずれの日程も土曜日又は日曜日とする。 
・日程の候補については、今年度と同時期を予定。 

１０月の候補日・・・１０月２６日（土）、２７日（日） 
１１月の候補日・・・１１月９日（土）１０日（日）、１６日（土）、１７日（日） 
１２月の候補日・・・１２月７日（土）、８日（日）、１４日（土）、１５日（日） 

・夏休みの開催も検討したい。 
・フォーラム当日は午前及び午後に講座を設定する。各講座の授業時間は大学の講
義と同じ９０分とし、定員は各講座５０名とする。 

 
２ 講座について 

・各講座については、大学から協力可能な講師とテーマ及び希望実施日等を回答し
ていただく。 
・原則、各大学１講座とし、大学教員が自らの専門分野を高校生に対してわかりや
すく講義していただく。 
 

東三河地区、西三河地区など名古屋市以外の会場を募集 

名古屋市内の会場を募集 



 
・講座の内容は、次の①～⑨の分野とする（平成 24年度と同じ）。 
 

   ①歴史・文化・言語・・・史学、考古学、哲学、言語、文学など 
   ②子ども・教育・・・教育学、心理学、人間科学など 

③芸術・デザイン・・・美術、音楽、映像、建築など 
   ④ビジネス・・・経済学、経営学、商学、金融工学など 

⑤社会問題・・・法学、政治学、国際関係学、社会学など  
⑥生活科学・・・栄養学、被服、農学、水産学、環境など 

   ⑦保健・医療・福祉・・・医学、看護学、社会福祉、スポーツなど 
   ⑧情報・工学・・・情報、機械、電気、通信、エネルギー、宇宙工学など 
   ⑨理学・・・数学、物理、化学、生物など 
 
・通常の講義だけでなく、ワークショップやゼミ形式など参加した生徒が交流でき
る内容を盛り込んだ授業も設定していただきたい。 
・講座の決定は、大学から出されたテーマや希望日時等を勘案して県教育委員会が
行う。なお、今年度のフォーラムの講座募集の際に、県教育委員会で調整した結果、
講師派遣の申し出をお断りした大学については、決定時に配慮する。 

 
３ その他 

・県からは大学教員への謝礼・旅費は支給しないことでお願いしたい。また、講義で
使用するレジュメ等は１週間前までに準備していただければ県教育委員会で参加人
数分を印刷の上、当日配付する（当日に参加人数分を直接持参いただくことも可能）。 
・会場を提供いただく場合、使用料及び実費負担の免除をお願いしたい。また、当日
の対応（ＰＣ等機材の用意、電話対応）として職員１～２名の協力をお願いしたい。 
・各講義の終了後に、県教育委員会から参加生徒に対し「あいちの学校連携ネット」
をＰＲすることで、各大学のキャンパスで行われる公開講座等についても紹介し、サ
イトの利用促進につなげていく。 

 
４ 今後のスケジュール（予定） 

１月２８日  愛知学長懇話会で情報提供 
１月３１日  連携推進会議で平成２５年度フォーラム開催を提案 

  ５月     講師派遣及び会場提供の協力依頼 
  ６月     フォーラム協力依頼の回答期限 

７月～８月  参加大学と調整 
  ９月     フォーラム参加者募集の記者発表、高校等への参加依頼 
  １０月    参加者募集の回答期限、受講決定通知の送付 
  １０～１２月 フォーラムの開催 
  


