
＜大学教員による９０分の本格的講義＞

～体験しよう！大学での「学び」～

教育は 未来へつなぐ 希望の輪

愛知県教育委員会

講義をうけて、考え方の幅が広がった！
将来を考えるとても良い機会になった！

90分の講義は初めてだったけど、
とてもわかりやすくて楽しかった！

前回参加した高校生の声（約600名が参加しました）

またこういった機会があれば絶対に参加
したい！高校では聞けないような話で面
白かった！

受講無料

対象：高校・特別支援学校高等部１・２年生

10月以降の開催会場等については、都合により今後変更する場合があります。



「 学での「学び」って何だろう？」

環境問題・少子高齢化・国際社会の問題･･･大学では社会で起きている
様々なことを研究しています。大学での「学び」とは、その中から興味
のある分野を選んで、自ら研究することです。

みなさんは今、どのようなことに 心がありますか？

「あいちの大学『学び』フォーラム」は、みなさんが興味のあることを
見つけたり、関心のある分野の知識を深めることができる機会です。ま
た、これから大学で学んでいくために、普段の勉強の大切さを見つめな
おすきっかけになります。

大学での「学び」の小さな一歩ですが、皆さんの 来に向けた

大きな一歩になります。一足早く、大学での「学び」を体験して
みませんか。

９つの分野について、一流の大学教員が専門分野をわかりやすく
講義します。９０分の本格的講義で１講座から申込み可能です。

①歴史・文化・言語
□歴史に興味がある
□言語や文化について学びたい
□英語力をＵＰさせたい

②こども・教育
□先生や保育士になりたい
□教育問題に興味がある
□人の心の秘密を知りたい

③芸術・デザイン
□デザイナーになりたい
□ユニバーサルデザインを知りたい
□絵や写真が好き

④ビジネス
□ビジネスについて学びたい
□お金の動きに関心がある
□企業の経営戦略を知りたい

⑤社会問題
□ニュースの話題に関心がある
□公務員や新聞記者になりたい
□法律関係に興味がある

⑦保健・医療・福祉
□体や心の仕組みを知りたい
□医師や看護師、介護福祉士になりたい

□困っている人を助けたい

⑧情報・工学

□エンジニアや研究者になりたい
□社会を支える技術について知りたい
□モノ作りが好き

⑨理学
□数学・化学・物理が好き
□宇宙のことをもっと知りたい
□物事の真理を追究したい

⑥生活科学
□管理栄養士や栄養教諭になりたい
□スポーツと栄養の関わりを知りたい
□食品や食材に興味がある

＜９分野別の学びたいこと（例）＞
自分の関心、将来なりたい職業、学びたいこと
をイメージしてチェックしてみましょう



第１回 ８月２日（金）
場 所 愛知県立大学サテライトキャンパス
（住所：名古屋市中村区名駅４－４－３８ウインクあいち１５階（名古屋駅から徒歩５分）

１限 ９：４０～１１：１０（受付 ９：００～）

「痛いの痛いの飛んでいけ」はウソ？ホント？
講師 坊垣友美（愛知医科大学 看護学部 准教授）

保健・医療・
福祉

講座No.1

美術と教育－大人の絵と子どもの絵
講師 笹子恭男（愛知県立大学 教育福祉学部教育発達学科 教授）

芸術・
デザイン

講座No.2

スポーツ現場での管理栄養士の仕事
～ウエイトコントロールを目的とした栄養サポートについて～

講師 松島佳子（東海学園大学健康栄養学部管理栄養学科准教授）

生活科学

講座No.3

２限 １２：３０～１４：００（受付 １１：５０～）

３限 １４：３０～１６：００（受付 １３：５０～）

＜講義内容＞子どもの頃、転んだ時に誰かになでられながら「痛いの痛
いの飛んでいけ」と言われて，痛みが軽くなった経験があるかもしれま
せん。本講座ではこの痛みの経験をひも解きながら，「痛み」の仕組み
や看護の研究結果を紹介します。そして「痛み」を軽くする看護方法と
して、手のタッチを実際に体験してもらいます。

＜講師紹介＞■明星大学大学院を卒業（教育学修士）■看護師免許取得
後、様々な医療機関の外科病棟・集中治療室等で診療経験を積む

＜講義内容＞今に残る美術作品はどうやって生まれたのか、美術の表現
はどのように歴史の中で変化したのかを有名な絵画作品をみながら考え
ます。また、どうして子どもたちは絵を楽しそうに描くのか、その世界
を皆さんとともに探ってみます。

＜講師紹介＞■愛知県立芸術大学大学院を卒業（修士）■専門分野は美
術（絵画制作）■研究課題は平面造形制作、子どもの絵の発達、美術史

＜講義内容＞スポーツ選手は競技パフォーマンス向上のためにウエイト
コントロールを行いますが、管理栄養士はこの目的をよく理解した上で、
科学的な面から選手に食事のアドバイスをします。本講義では、具体例
をあげながら、スポーツ選手への栄養サポートの実際を紹介します。

＜講師紹介＞■管理栄養士、公認スポーツ栄養士、体育学修士■オリン
ピック選手からジュニア選手まで多数のトップアスリートの栄養サポー
トを担当

※平成２５年１０月開催以降の詳しい講座内容等については、後日改めてお知らせします。



日程 場所 地区 1限(9:40-11:10) 2限(12:30-14:00) 3限(14:30-16:00)

３　東海学園大学

平成２５年度「あいちの大学『学び』フォーラム」プログラム

看護学部　坊垣友美 准教授 教育福祉学部教育発達学科　笹子恭男 教授 健康栄養学部管理栄養学科　准教授 松島佳子

「痛いの痛いの飛んでいけ」はウソ？ホント？ 美術と教育―大人の絵と子どもの絵 スポーツ現場での管理栄養士の仕事
～ウエイトコントロールを目的とした栄養サポートについて～

8/2(金) 名古屋

１　愛知医科大学 ２　愛知県立大学

（名駅徒歩5分） ⑦保健・医療・福祉 ③芸術・デザイン

国際福祉開発学部国際福祉開発学科　影戸誠 教授

ソーセージとチーズの科学 ～家庭科では習わない加工食品の魅力～ アメリカ手話の魅力 あなたが世界に何ができるのか～国際福祉に向けて高校生にできること、若者にできること～

⑥生活科学 ①歴史・文化・言語 ⑤社会問題

⑥生活科学

10/27(日) 名古屋

４　名城大学 ５　名古屋外国語大学 ６　日本福祉大学

農学部応用生物化学科　林利哉 准教授 外国語学部英語教育学科　菊地俊一 教授

(地下鉄一社徒歩13分) ⑦保健・医療・福祉 ⑧情報・工学 ⑧情報・工学

７　星城大学 ８　愛知工業大学 ９　名古屋工業大学

リハビリテーション学部リハビリテーション学科　阿部友和 助教 工学部　津田紀生 教授 工学部都市社会工学科　鷲見克典 教授

しなやかな足を作る！ 新しい光の発光メカニズムから太陽光発電まで 社会のシステムをマネジメントする技術

11/16(土)

名古屋

１０　南山大学 １１　名古屋造形大学

（名駅徒歩5分）

壊さないもの・壊すもの　安全について考える 企業経営とエネルギー・環境問題　 環境経営と企業の取り組み 　

(渥美線愛知大学前)

東三河

１２　藤田保健衛生大学

情報理工学部情報システム数理学科　木村美善 教授 造形学部　下尾邦之 教授 医療科学部臨床工学科 井平勝 准教授

統計学入門―データから何がわかるか？ デザイナーの頭の中 　病院における臨床工学技士の役割

⑨理学 ③芸術・デザイン

（観光・地域振興分野での講義）

⑧情報・工学 ④ビジネス ④ビジネス

⑦保健・医療・福祉

１３　豊橋技術科学大学 １４　豊橋創造大学 １５　愛知大学

大学院工学研究科機械工学系　足立忠晴 教授 経営学部経営学科　見目喜重 地域政策学部　鈴木誠 教授

11/17(日) 尾張

１６　名古屋産業大学 １７　愛知みずほ大学

（名鉄尾張旭駅徒歩7分） ⑨理学 ②こども・教育 ②こども・教育

１８　愛知学院大学

環境情報ビジネス学部　加藤悟 准教授 人間科学部心身健康科学科　久保田英助 講師 総合政策学部　竹市良成 客員教授

身近に役立つ最強の統計学 学校って何だろう－教育の歴史社会学－ 「学び」について

人間情報学部　牧勝弘 准教授 教育学部美術教育講座　鷹巣純 教授

12/7(土)

名古屋

１９　名古屋大学 ２０　名古屋経済大学

法学研究科　鮎京正訓 教授 法学部ビジネス法学科　川上博英 教授

アジア諸国に対する法整備支援 株式会社は、インドで生まれた？　

(名駅すぐ) ⑤社会問題 ⑤社会問題

図像学入門　　

③芸術・デザイン ③芸術・デザイン

②こども・教育

２３　椙山女学園大学 ２４　人間環境大学

（名鉄本宿駅徒歩8分） ⑦保健・医療・福祉 ⑥生活科学

２１　愛知淑徳大学 ２２　愛知教育大学

人間環境学部人間環境学科　三後美紀 講師

名古屋
音にまつわるエトセトラ～音空間と音楽～

大学間連携組織
「保育ｺﾝｿｰｼｱﾑあ
いち」ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ
名古屋市熱田区金山
町1-2-26（6階）

（金山駅南口徒歩2分）

人間学部人間健康学科　葛原憲治 教授 情報学部総合情報学科　光田恵 教授

スポーツトレーナーを目指す！！ 生活環境のにおい・かおり

12/8(日) 西三河
２５　愛知東邦大学 ２６　大同大学

人間環境大学

岡崎市本宿町上
三本松6番２

文化情報学部メディア情報学科　栃窪優二 教授

震災を語り継ぐ―映像メディアの役割― 大学で学ぶ心理学

⑤社会問題

愛知県立大学サ
テライトキャンパス
名古屋市中村区名駅
4丁目4-38ウインクあ
いち15階

愛知東邦大学

名古屋市名東区
平和が丘3-11

愛知県立大学サ
テライトキャンパス
名古屋市中村区名駅
4丁目4-38ウインクあ
いち15階

愛知大学豊橋キャ
ンパス

豊橋市町畑町1-1

名古屋産業大学
尾張旭キャンパス

尾張旭市新居町
山の田3255-5

名古屋経済大学
名駅サテライト
キャンパス
名古屋市中村区名駅
4-25-13


