
2021年度 就実出前授業
本学では⼤学進学への動機づけ、主体的な進路選択の参考になるよう⾼校⽣向けの出前授業を実施しています。

人文科学部 総合歴史学科

都市発達史からみる港町神⼾と
横浜の都市構造について

𠮷本 勇
（教授 担当科⽬︓歴史遺産 他）

イスラームを知ろう 井上 あえか
（教授 担当科⽬︓アジア史 他）

中世の荘園を理解する 苅米 一志
（教授 担当科⽬︓⽇本史 他）

社会学を学びたい人のために
〜社会学⼊⾨〜

中塚 朋子
（准教授 担当科⽬︓社会教育演習 他）

出⼟⽂字資料よりみる秦の始皇帝 渡邉 将智
（准教授 担当科⽬︓アジア史 他）

近世都市⼤坂における
庶⺠の暮らし

三田 智子
（准教授 担当科⽬︓⽇本史 他）

教育学部 初等教育学科

おもしろ理科実験＆⼯作 福井 広和
（教授 担当科⽬︓理科教育法 他）

⽇本語の授業をつくってみよう 丹⽣ 裕一
（教授 担当科⽬︓国語科教育法 他）

ムカッ︕としたとき 岡田 信吾
（教授 担当科⽬︓知的障害児教育 他）

ストレスと健康と幸福 ⾼⽊ 亮
（准教授 担当科⽬︓教師論（初等） 他）

幼少期の運動の重要性 飯田 智⾏
（准教授 担当科⽬︓体育科教育法 他）

「話せばわかる」は本当か︖ ⻑田 健一
（講師 担当科⽬︓社会科教育法 他）

教育学部 教育⼼理学科

「⾒る」ことを⼼理学する 鈴⽊ 国威
（教授 担当科⽬︓知覚・認知⼼理学 他）

こころのピントを合わせよう︕
〜ネガティブ思考脱出法〜

堀田 裕司
（講師 担当科⽬︓産業・組織⼼理学 他）

無意識の世界の探求〜精神分析的
⼼理療法〜

林 秀樹
（講師 担当科⽬︓⼼理検査法実習 他）

微⽣物がヒトに感染すると、ヒト
はどうして病気になるの︖

森 宏樹
（教授 担当科⽬︓微⽣物学 他）

運動ってなんだ︖
〜Exercise is Medicine〜

森村 和浩
（准教授担当科⽬︓⾝体運動と健康の科学 他）

薬学部 薬学科

やさしい遺伝子診断と
遺伝子治療の話

中⻄ 徹
（教授 担当科⽬︓⽣物系薬学 他）

科学系、医療系を⽬指す人たちへ
のキャリア教育

中⻄ 徹
（教授 担当科⽬︓⽣物系薬学 他）

⾝近な感染症の話
〜正しく知って，正しく防ごう〜

塩田 澄子
（教授 担当科⽬︓⽣物系薬学 他）

抗インフルエンザ薬、タミフルは
どのようにして誕⽣したのか︖

平岡 修
（教授 担当科⽬︓⽣物系薬学 他）

酸素は毒だ 平本 一幸
（准教授 担当科⽬︓衛⽣化学 他）

知ってほしい︕薬物乱⽤の怖さ 加地 弘明
（准教授 担当科⽬︓薬局管理学 他）

知っておきたい薬のあれこれ 田坂 祐一
（講師 担当科⽬︓臨床系薬学 他）

先端科学が切り拓く未来の医療 森 秀治
（教授 担当科⽬︓薬理学、薬物治療学 他）

― 各学科出前授業一覧 ―

経営学部、短期大学、申込方法は裏面へ→

・総合大学ならではの多彩な授業内容を提供します。

・大学の授業を“体験”することで進学意識の向上に。

・9学科から多種多様な講義で生徒の好奇心を満たします。

・「総合的な学習の時間」にご活用ください。

上記の出前授業の他にも、ご希望の内容に合わせて
講師派遣も可能です︕お気軽にご相談ください。

※出前授業についてはお気軽に入試課へご相談ください。
新型コロナウイルスの感染状況により訪問を自粛させていただくこともあります。

人文科学部 表現文化学科

⻄⼤寺のはじまりと奇跡の物語 川崎 剛志
（教授 担当科⽬︓⽇本⽂学 他）

書籍メディアと庶⺠⽂化
―草双紙から電子書籍まで―

中⻄ 裕
（教授 担当科⽬︓情報と⽂化 他）

⾝体で伝える ⾝体が語る 岡本 悦子
（教授 担当科⽬︓表現創造 他）

外国人学習者の誤⽤例からみる
⽇本語の世界

中﨑 崇
（教授 担当科⽬︓⽇本語学 他）

無限の哲学 松本 潤一郎
（准教授 担当科⽬︓⾔語表現史 他）

モノの伝えられ方 浅利 尚⺠
（准教授 担当科⽬︓博物館資料論 他）

⽇本語の歴史を辿る 岩田 美穂
（准教授 担当科⽬︓⽇本語学 他）

『源氏物語』のことば 瓦井 裕子
（講師 担当科⽬︓⽇本⽂学 他）

近世小説のことば 丸井 貴史
（講師 担当科⽬︓⽇本⽂学 他）

小説の仕組み 坂 堅太
（講師 担当科⽬︓⽇本⽂学 他）

人文科学部 実践英語学科

ポピュラーソング”Tomʼs Diner”
を通じて英語を学ぼう

ジェニファー・スコット
（教授 担当科⽬︓英語ライティング 他）

アメリカ⽂化と音楽 ローレンス・ダンテ
（教授 担当科⽬︓英語教育 他）

多義語の問題 小田 希望
（教授 担当科⽬︓英語学 他）

通訳の世界へようこそ 武部 好子
（准教授 担当科⽬︓通訳・翻訳 他）

英語の姿かたちを削り出す ⻄⾕ ⼯平
（准教授 担当科⽬︓英語学 他）



短期大学 生活実践科学科

「ら抜き」って何︖ 森安 秀之
（教授 担当科⽬︓英語 他）

国際化時代にむけた健康情報︓健
康⽣活を送るために

⼤友 達也
（教授 担当科⽬︓医療関係法規概論 他）

短歌―創作・鑑賞⼊⾨
／郷⼟ゆかりの⽂学者

加藤 美奈子
（教授 担当科⽬︓⽇本語表現法、近現代⽂
学講義 他）

多面体の世界 原田 ⿓宜
（准教授 担当科⽬︓情報処理 他）

おいしさの秘密に迫る
―うま味の発⾒とだし

三宅 統
（准教授 担当科⽬︓栄養学 他）

ファッションデザイン⼊⾨:ペー
パーファッション制作

久保 美沙登
（准教授 担当科⽬︓ファッションデザ
イン実習 他）

経営学部 経営学科

思考発想法
三枝 省三
（教授 担当科⽬︓イノベーション、思考発想法、
技術経営 他）

⽇本の⾷料⾃給率と
世界の⾷料問題

古塚 秀夫
（教授 担当科⽬︓農業経済学 他）

データサイエンスのススメ 林 俊克
（教授 担当科⽬︓サービス⼯学論 他）

観光学⼊⾨ 八巻 惠子
（教授 担当科⽬︓観光経営 他）

管理会計と企業管理 鈴⽊ 新
（准教授 担当科⽬︓管理会計 他）

戦略とはなにか︖
︓市場競争の中の企業

⼤倉 健
（准教授 担当科⽬︓経営戦略 他）

家電流通史から⾒るタテの競争 ⻘⼭ 允隆
（准教授 担当科⽬︓消費者⾏動論 他

よい企業の条件とは ⼤塚 祐一
（講師 担当科⽬︓経営組織論 他）

会社はどんなことにお⾦を使って
いるの?財務諸表から企業の活動
を読み取る

増子 和起
（講師 担当科⽬︓財務会計 他）

マーケティング・リサーチ⼊⾨ 古安 理英子
（講師 担当科⽬︓マーケティング・リサーチ 他）

本学の⼊試課では、オープンキャンパス開催⽇以外の⽇程でも、⾃由に⼤学⾒学が
できます。ご要望に応じて、⼤学や⼊試の説明・相談、キャンパスツアーなど⼊試
課の職員・学⽣が、ご案内いたします。
受験⽣はもちろん、⾼校1・2年⽣、保護者の方のお越しもお待ちしております︕

受付時間 平⽇9:00〜16:00（所要時間は約30分〜1時間程度）
場 所 入試課（本学T館1階）
予 約 ⾒学の２⽇前までに入試課へメールまたはお電話でご連絡ください。

※学内⾏事の開催⽇、⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝祭⽇、⼤学の休暇期間中は原則として対応できませんのでご了承ください。
※新型コロナウイルスの感染拡⼤状況により内容を変更・中⽌することがあります。
※⼤学案内等のパンフレット類、過去問題の配付も⾏っております。

Access アクセス抜群‼
JR岡⼭駅から⼀駅のJR⻄川原・就実駅下⾞

徒歩１分

STEP 1
•上記「出前授業一覧」からご希望の授業を選択してください

STEP 2
•⼊試課へご連絡ください

STEP 3
•⼊試課と授業担当教員とで実施内容や時間を調整します。

STEP 4

•⽇程、実施に関する内容（準備機材、経費関係等）を確定し、
ご確認後、本学学⻑宛、担当教員宛の２通依頼状をお送りいた
だきます。

STEP 5
•出前授業実施︕

― 出前授業お申し込み方法 ―

☎086-271-8118
✉nyushi@shujitsu.ac.jp

※実施⽇程につきましては、本学の授業や⾏事によりご希望に添えない場合も
あります。

就実大学・就実短期大学
人 文 科 学 部
教 育 学 部
経 営 学 部
薬 学 部
短 期 大 学

表現文化学科/実践英語学科/総合歴史学科

初等教育学科/教育心理学科

経営学科

薬学科

幼児教育学科/生活実践科学科

【お問い合わせ先】⼊試課 岡⼭市中区⻄川原1-6-1 TEL 086-271-8118 E-mail nyushi@shujitsu.ac.jp

短期大学 幼児教育学科

『子どもと共に保育を創る愉しさ
を』

池田 明子
(教授 担当科⽬: 保育内容総論 教育課程論
保育内容/環境 他)

『子どもと親子体操』
松本 希
（准教授 担当科⽬︓健康、⾝体表現、幼児
体育）

記憶と学習の⼼理学
鎌田 雅史
（准教授 担当科⽬︓保育の⼼理学、教育⼼
理学、⼼理学 他）

『チームで援助するとは︖』
荊⽊ まき子
（准教授 担当科⽬︓教育相談、子ども家庭
⽀援の⼼理学、保育所・施設実習）

『楽しい音楽療法』
⼭下 世史佳
(講師 担当科⽬: 表現Ⅱ、音楽Ⅱ・Ⅲ・
Ⅵ・Ⅶ 他)

内容についてご要望があれば、
お気軽にご相談ください︕

＼ 新Ａ・Ｄ館が完成しました ／

大学⾒学（個人・グループ）してみませんか︖

mailto:nyushi@shujitsu.ac.jp

