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大学の開放授業講座
受講生募集案内
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共通事項

共通事項
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各大学にてマスク着用、
入室前のアルコール消毒等をお願いする場合があります。
また、受講方法が変更となる場合があります。
詳しくは、各大学にお問合せください。

１

大学の開放授業講座について
県内在住の５５歳以上の方を対象に、生活の充実や社会参加のきっか
けづくりとしていただくため、県と県内・近隣にキャンパスを構える
大学が協力し、授業科目の一部を開放いたします。また、授業は一般の
学生と一緒に行います。
「学ぶこと」に意欲あふれる元気な皆様の積極的なお申込みをお待ち
しております。

２

応募資格
県内在住で昭和４２年４月１日以前に生まれた方

３

授業科目・担当教官・定員・受講料など
各大学のページまたは巻末の「大学別・科目別一覧表」をご覧くだ
さい。受講科目の概要については各大学のページに掲載しています。
講義内容の詳細をお知りになりたい場合は、各大学へ直接お問い合わ
せください。
時間割などについて変更があった場合は、県専用ホームページに掲
載いたしますのでご確認ください。

●県専用ホームページＵＲＬ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/4-rikarento.html

埼玉県
４

検索

大学の開放授業講座

単位等
単位は認定されません。
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共通事項

５

申込期間
令和４年８月１日から各大学が指定する締切日まで

６

申込先・方法
各大学のページをご確認の上、各大学が指定する申込み方法により、
直接申し込んでください。

７

個人情報について
個人情報につきましては、各大学において適正な管理と保護に努め
ております。申込み時に記入していただいた個人情報については、各
大学において、本開放授業講座に関すること、申込みに付随する統計
処理に関すること、実施する行事等の案内に関すること以外の目的に
は使用いたしません。

８

通学について
原則として、公共交通機関やスクールバスにより通学してください。
※大学によっては自家用車による通学が可能な場合があります。詳しくは各大
学のページをご確認ください。

９

受講について
各大学の規則に反した場合は、受講をお断りする場合もあります。
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聖学院大学
せいがくいんだいがく

聖学院大学
１ 講座名・定員など
（１） 授業科目
実施時期

曜日・時
限

科目名

火曜3 限
金曜4 限
金曜2 限
金曜3 限

地域社会論
【大学】
2022 年度
秋学期
(9 月～1 月)

日本文学史(上代・中古)

授業時間

定員

13：00～14：30
若干名
15：20～16：50
10：40～12：10
若干名
13：00～14：30

精神科リハビリテーション学Ａ

木曜1 限 9：00～10：30

若干名

精神科リハビリテーション学Ｂ

木曜2 限 10：40～12：10 若干名

福祉心理学

月曜5 限 16：20～17：50 若干名

※ 授業回数について
◇週１回授業（１５回）
精神科リハビリテーション学Ａ、精神科リハビリテーション学Ｂ、福祉心理学
◇週２回授業（３０回・週１回２時限連続を含む）
地域社会論、日本文学史(上代・中古)
※ 受講人数により開講しない場合がございます。
※ 学事スケジュールの都合により一部授業日等変更となる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
※ 授業は 9 月 26 日(月)から開始します。
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聖学院大学
（２） 場 所
聖学院大学キャンパス
JR 高崎線宮原駅から徒歩 15 分、または学生バス
JR 埼京・川越線西大宮駅から学生バス
JR 埼京・川越線日進駅から徒歩 15 分
※学生バスは利用券を購入いただきます。
※車での通学はできません。
【宮原駅西口(高崎線)のりば】

【西大宮駅西口(埼京・川越線)のりば】

２ 受講料等
（１） 受講料 週１回科目
５，０００円
週２回科目 １０，０００円
※ 受講料は、後日指定方法にて納入いただきます。
※ 一旦納入された受講料につきましては、お返しすることができませんので、あらかじ
めご了承ください。

（２） その他 教科書等の教材は自己負担によりご用意いただきます。
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聖学院大学

３ 受講の申込み
（１）申込期限 令和 4 年 8 月 31 日（水）消印有効
（２）申 込 先 〒362-8585 上尾市戸崎１－１
聖学院大学 学務部教育支援課 リカレント教育係
電話：048-780-1801
E-mail：acadaffairs@seigakuin-univ.ac.jp
（３）申込方法
E-mail または はがきにて、以下の事項をもれなく記入のうえ、お申し込みくださ
い。
①
②
③
④
⑤
⑥

郵便番号、住所、電話番号
氏名
ふりがな
年齢（令和４年４月１日現在）
性別
受講希望科目（希望順に記入、何科目でも可）

（４）選抜方法
定員を超える申込みがあった場合は、抽選により受講者を決定します。
（受講の可否および受講決定科目は申込者全員にお知らせします。
）
（５）その他
受講許可科目、ガイダンス日時等は９月１０日前後にお知らせいたします。
その際に、個人調書等のご提出をご案内いたします。
申し込み後、都合により受講できなくなった場合は、早めにご連絡ください。
社会情勢(コロナウィルス感染状況等)ならびに授業担当者の都合により、授業の
一部をオンラインにて受講いただく可能性がございます。その場合は、大学ではな
くご自宅等での受講となりますので、インターネット通信環境・インターネットに
接続可能な端末等が必要です。通信料などは受講者負担です。
以上の点につきましても、予めご了承の上でお申し込みくださいますようお願い
いたします。
オンライン授業を受講いただく際に必要となる操作につきましては、大学ホーム
ページ(※)に説明動画を掲載しておりますので、併せてご確認ください。
(※)
https://www.seigakuin.jp/events/ll_learn/
上記 URL 内「大学によるリカレント教育」をご参照ください。
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聖学院大学

４ 各授業科目の概要及び担当教員

地域社会論
【若原 幸範】

生活の都市化・個人化が進んでいる現代社会においては、地域社会の役
割・機能さらにはその存在自体が意識されにくい状況にある。しかし、地
域社会は私たちの最も身近で日常的な生活領域であり、
基本的な助け合い
や力合わせの関係がある空間である。したがって、地域社会の衰退は、私
たちの生活基盤そのものの危機を意味するのである。本授業では、地域社
会の基本的なあり様について解説し、
特にグローバル時代における地域社
会の現代的課題とその克服について、具体的事例をふまえて検討する。

日本文学史(上代・中古)
【木下 綾子】

上代・中古（飛鳥時代〜平安時代）の代表的な文学作品について、原文
に触れながら基礎的な知識を学び、
表現や主題、
方法論の変遷を捉えます。
概要は以下のとおりです。
日本は律令国家を形成するにあたり、中国の政治体制や学問、思想とと
もに漢字漢文を導入しました。神話や伝承、歌謡などの口承文芸は記載さ
れるようになり、国史へと編成されていきます。漢詩漢文がさかんに創作
される一方、漢字から仮名が生み出され、和歌が次第に公の場で詠まれる
ようになるほか、物語や日記が登場します。これらは、貴族文化の発展や
後宮ではたらく女性たちの活躍にともなって、花開きます。のち、爛熟、
退廃期を経て前代の検証が行われ、新風が拓かれます。

精神科
リハビリテーション学Ａ
【小沼 聖治】

①精神障害リハビリテーションの理念、定義、基本原則
②精神障害リハビリテーションの構成及び展開
③精神障害リハビリテーションプログラムの内容と実施機関
④ 精神障害リハビリテーションの動向と実際

精神科
リハビリテーション学Ｂ
【小沼 聖治】

① 医療機関における精神科リハビリテーション（精神科専門療法含む）
の展開とチーム医療における精神保健福祉士の役割
② 精神障害者の支援モデル
③ 地域を基盤にしたリハビリテーションの基本的考え方
④ 精神障害者のケアマネジメント

福祉心理学
【堀 恭子】

講義の前半では、
主に援助者に起こっていることについて心理学側面か
ら学び、後半では福祉現場において、援助者・被援助者・援助場面に起こ
りうることについて具体例を紹介し、
各事例の心理社会的課題や支援につ
いて解説し、受講者と共に対人援助について考えていきたい。また、話題
に上ることの多い虐待・DV、高齢者支援、貧困がもたらす心理状態と課題、
障害とソーシャル・インクルージョン、セルフヘルプグループなどについ
ては、心理的側面から詳細に述べていきたい。ほぼ毎回受講者間でのグル
ープディスカッションを通して学びを深めていく予定である．
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日本薬科大学
に ほ ん や っ か だいがく

日本薬科大学
１ 講義名・定員など
（１）開放講義
科

目 名

社会・集団と健康
（薬学科 3 年）
栄養と健康
（薬学科 2 年）
漢方処方学＊
（薬学科 4 年）
生薬学
（医療ビジネス薬科学科 4 年）

担当

曜日

時限

樋口 敏幸

火

２

長部 誠

月

１

定員

若干名
糸数 七重

水

２

山路 誠一

木

１

備考

１限
２限
３限
４限
５限

9:15～10:45
11:00～12:30
13:30～15:00
15:15～16:45
17:00～18:30

後期の講義は９月より開始予定です。
講義は原則対面ですが、一部オンライン講義（オンデマンド配信）となる講義も
あります。
＊印の講義は１０回、それ以外の講義は１４～１５回を予定しています。
＊「栄養と健康」に関しては、高校生物程度の予備知識が必要となります。
☆下記注意事項をご確認の上、お申し込みください。
① 担当教員は都合により変更になることがあります。
② 講義で使用する教科書は追ってお知らせしますので、書店等を通じて各自でご
購入下さい。
詳細の講義日程については授業に先立ち開催する「開放講座履修ガイダンス（９月
６日（火）
，９月７日（水）９:３０～）」にてご案内します。
＊時間に関しては変更する場合があります。その際は追って連絡をさせていただき
ます。
受講案内、講義日程等の詳細については、８月２４日（水）前後に申込者全員に文
書でお知らせします。
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日本薬科大学

（２）場所
日本薬科大学
〒３６２-０８０６
埼玉県北足立郡伊奈町
小室１０２８１
構内立入制限について
新型コロナウイルス感染予防のため、構内は
入構制限がございます。事前に申請及び許可の
ない場合は入構できませんのでご了承くださ
い。

２ 受講料等
（１）受講料 １科目（半期）につき１０，０００円
（２）その他

教科書等の教材は自己負担によりご用意いただきます。

３ 受講の申込み
（１） 申込期限 令和４年８月１７日（水）（消印有効）
（２） 申込方法
以下の事項をもれなくご記入の上、郵便はがきでお申込みください。
（１）住所
ふりがな

（２）氏名
（３）性別
（４）年齢（令和４年４月１日現在）
（５）電話番号
（６）受講希望講義・担当教員名（重複のない限り何科目でも可）
（３）お問い合わせ先
Mail：h-tanaka@nichiyaku.ac.jp
担当：日本薬科大学 地域連携室・開放講義係 田中久枝
電 話：０４８－７２１－６２４９（直通）
ＦＡＸ：０４８－７２１－７３０５

（４）その他
申し込み後、都合により受講できなくなった場合は、早めにご連絡くださ
い。一旦納入された受講料につきましては返金はできませんので、予めご了
承ください。
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日本薬科大学

４

各講義の概要及び担当教員

社会・集団と健康
（樋口 敏幸 教授）

健康と疾病の概念、恒常性維持のための生体防御機構、人間集団の健
康状態を把握するための保健統計、疾病の原因と対策を考える疫学、
主な感染症とその予防対策、生活習慣病の疫学と予防対策、職業病と
その予防のための労働衛生、母子保健、学校保健などについて学び、
社会における集団の健康と疾病の現状とその影響要因を理解し、疾
病の予防に関する基礎知識を修得する。さらに、大学周辺地域におけ
る健康管理や疾病予防・治療への取り組み等の公衆衛生活動を紹介
する。
人間が生命を維持するためには食事による栄養素の摂取が必要で

栄養と健康
（長部 誠 講師）

ある。本講義では、各栄養素の役割、消化・吸収・代謝、欠乏症・過
剰症、食事摂取基準などを学ぶことにより、健康増進の指導ができる
ようになるための基礎的知識を修得する。
本講義には、高校生物程度の予備知識が必要となります。

漢方処方学
（糸数 七重 講師）

漢方処方は古典的な観点と現代医学的観点のいずれか、もしくは両
方に基づき処方されます。薬剤師として、医師の処方意図を理解した
り、また、自ら処方する場合には、両方の考え方を理解しておく必要
があります。本講義では、前半では日本薬局方に収載されている頻用
処方に関する古典的観点からの解説を、後半では実際に漢方処方が
頻用される高齢者医療を題材として、臨床における漢方処方の使用
方法の考え方に関する解説を行ないます。

生薬学
（山路 誠一 准教授）

生薬学は薬学独自な薬学基礎学問である。この生薬学では医薬品と
して使われてきた生薬だけでなく漢方薬、化学薬品、健康食品、サプ
リメントとなる生薬やこれらのドーピングにおける使用上の注意に
至るまで等、取扱い方法について学ぶ。
本講義では実物を知ることを重視するので、ドーピングに支障のな
い商品実物や検証方法を用い、知識の修得以外に五感を駆使した生
薬鑑別の技能を養うほか、天然物に関する総合的な知識の醸成を図
る。
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埼玉県立大学
さいたまけんりつだいがく

埼玉県立大学
１ 講座名・定員など
（１）授業科目
科

目

名

ソーシャルワークの
理論と方法Ⅰ

担当教員

曜日

授業時間

定員

保科 寧子

金

14：40～16：10

若干名

※

科目、曜日、授業時間等は都合により変更になる可能性がございます。

※

本学の授業は 10 月 14 日（金）から開始し 15 回の予定です。

※

新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、中止または通常と異なる
受講方法となる場合がございます。詳細については「3-（5）その他」
へ記載されておりますので、必ずご確認頂いた上でお申し込みくださ
い。

※

成績評価はいたしません。よって、学期末試験を受験する必要はあり
ません。

※

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰについては、講義では毎回 Webclass
という学習システムを利用して課題に取り組みますので、ノート PC・
タブレット端末などインターネットを利用してシステムにアクセスで
きる機器をご持参ください。
また講義では周囲の履修者とのグループワークを行いますのであらか
じめご了承ください。

（２）場所
埼玉県立大学 〒343-8540 越谷市三野宮 820 番地
●東武スカイツリーライン「せんげん台駅」下車
西口よりバス：約 5 分 徒歩：約 20 分
※

自家用車、バイク等による通学は許可できません。
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埼玉県立大学

２ 受講料等
（１）受講料 10,000 円（振込手数料別途）
（２）その他 教科書等の教材を自己負担によりご用意いただきます。
３ 受講の申込み
（１）申込期限 令和 4 年 9 月 5 日（月）（郵送（はがき）の場合消印有効）
（２）申込先
〒343-8540
越谷市三野宮 820 番地
埼玉県立大学 地域産学連携センター
FAX ０４８－９７３－４８０７
TEL ０４８－９７３－４１１４
（３）申込方法
はがき、または FAX にて、以下の事項をもれなく記入の上、申込みく
ださい。
① タイトル：開放授業講座（リカレント教育事業）
② 住所
③ 氏名(ふりがな)
④ 年齢（２０２２年４月１日現在）
⑤ 電話番号（日中連絡が可能な番号）
⑥ メールアドレス
⑦ 受講希望科目
（４）選抜方法
定員を超える申込みがあった場合は、抽選により受講者を決定し
ます。
（受講の可否、受講決定科目は申込者全員にお知らせします。）
（５）その他
①
申し込み後、
都合により受講できなくなった場合は 9 月 30 日（金）
までにご連絡ください。ただし、一旦納入された受講料につきまし
ては、原則としてお返しすることはできませんので、あらかじめご
了承ください。
②
新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、受講方法が変更とな
る場合があります。変更が生じた場合、受講者へ個別にご連絡いた
します。
現時点においては対面形式での実施を予定しておりますが、中止
または Zoom 等オンライン形式により実施する可能性もございます。
オンライン形式の場合、大学ではなくご自宅等において受講頂く
かたちとなりますので、パソコン、タブレット等のインターネット
に接続できる端末・インターネット通信環境がない場合、受講がで
きません。中止または受講方法の変更により受講できなくなった場
合に限り受講料をお返しいたします。

４

授業科目の概要
個別援助（ケースワーク）を中心としたソーシャルワーク

ソーシャルワークの
理論と方法Ⅰ

のプロセスや手法・技法について学び、さまざまな福祉問題
にソーシャルワーカーが関連職種とともに対応する具体例を
理解します。
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文教大学
ぶんきょうだいがく

文 教 大学
1

講座名・定員など

（1）授業科目
科 目

名

曜日

時限

授業時間

ボランティア論

月

3

13：10～14：40

10 名程度

生きがい論

火

3

13：10～14：40

10 名程度

語りの技法

火

5

16：30～18：00

5 名まで

文

木

2

10：50～12：20

10 名程度

Environmental Issues

木

5

16：30～18：00

10 名程度

演 劇 論 Ⅰ

金

1

9：10～10：40

10 名程度

学（オンライン）

定

員

●
●
●
●

授業の曜日・時限等は現時点での予定につき変更になる場合があります。ご了承ください。
各科目とも授業は 15 回の予定です。
授業は、9 月 15 日（木）から開始します。
対面授業を基本としている中であっても、オンラインのみ、または対面とオンラインを併
用して進める科目もあります。また授業に関する連絡（資料の配布、課題のお知らせ・提
出等）を Web 配信で行う場合もありますのでインターネットを利用できる環境が必要とな
ります。
● オンライン授業は、時間割通りの時間に Zoom で参加、または時間は自由だが視聴期間が
限られる録画配信などがあります。いずれの場合も大学ではなくご自宅等でパソコンやタ
ブレット等の端末を使いインターネットに接続して受講いただきます。本学からの機材の
貸与はございません。

（2）場 所
文教大学 越谷キャンパス（所在地：埼玉県越谷市南荻島 3337）
※ 東武スカイツリーライン・東京メトロ日比谷線直通 北越谷駅西口下車 徒歩約 10 分。
※ 駐車できるスペースがありませんので、お車・バイク以外の交通手段をご利用ください。
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文教大学

2

受講料等

（1）受講料 １科目（半期）につき 10,000 円
（2）その他 教科書等の教材は自己負担によりご用意いただきます。(書名、購入方法等は別途ご
案内します)

3

受講の申込み

（1）申込期限 令和 4 年 8 月 19 日（金）必着
（2）申込み先
文教大学 地域連携センター
〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337
FAX：048-974-8878 E-mail： kshougai@stf.bunkyo.ac.jp
URL：https://shougai.bunkyo.ac.jp/
（3）申込み方法
郵送・FAX・E-mail のいずれかの方法で「シニアアカデミー受講申込」と明記し、下記の事
項をもれなく記入の上、お申込みください。
① 郵便番号、住所
② 氏名、ふりがな
③ 生年月日
④ 年齢(令和 4 年 4 月 1 日現在)
⑤ 性別（任意）
⑥ 電話番号・携帯電話番号 (お持ちの方)
⑦ E-mail アドレス (お持ちの方)
⑧ 受講希望科目(年間 10 科目以内)
※ 電話での受講申込は受付けておりません。

（4）選抜方法
定員を超える申し込みがあった場合には、抽選により受講者を決定します。
受講の可否については、8 月 24 日(水)に申込み者全員に郵送でご連絡いたします。
（5）問い合わせ先
文教大学 地域連携センター
TEL：048-974-8811(代表、地域連携センターとご指名ください。)
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ : 0120-160-449（固定電話のみ対応）
（6）その他
● コロナウィルス感染症対策のため、地域の感染拡大状況によっては、受講生の受け入れを
中止または受講方法を変更する場合もあります。
● 対面で受講の場合、本学が示す感染防止対策にご協力をお願いします。
● 申込み後に、都合により受講できなくなった場合は早めにご連絡ください。受講ができな
くなった場合、受講料等はいただきません。ただし、一旦納入された受講料は返金するこ
とができませんので、あらかじめご了承ください。
● 9 月 13 日(火)午後にオリエンテーションを予定しております。詳細は受講確定後にご案内
いたします。
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4

各授業科目の概要及び担当教員

※ 現時点での予定につき、担当教員や一部講義内容が変更になることがあります。

ボランティア論

現代社会におけるボランティアは、災害ボランティアや福祉ボランティアといった社会的課題の
克服をサポートする活動から、スポーツや音楽などの各種イベントを支えるボランティア、地
域再生といった「まちづくり」を支えるボランティアまで多岐に及んでいる。この授業では、さ
まざまな場面でのボランティア活動事例を教材としながら、現代社会における活動の意味を考え
る。その動機や活動の本質はどこに見いだせるのだろうか。授業では、理論的側面からのアプロ
ーチだけではなく、実際に活動を体験・実習しながら、ボランティア活動の本質に迫ることを目
的としている。そうした経験を踏まえて、活動する主体（送り手）と客体（受けて）のそれぞれ
の立場を考えながらボランティアを考察する。

生きがい論

「生きがい」は何かと問われて戸惑う人も多い。
「ある」という人々でもその内容はしばしば異
なる。本講義では「生きがい」とは何かを幾つかの視点から捉え、私たちが生き、生活する中で
「生きがい」はどのように位置づけられるかを検討する。

語りの技法

教師にとって、児童・生徒・他の教員とのコミュニケーションとは何か？ことばの力を考え、実践
するいわば”レッスン”の場である。教育実践の土台は一方では「科学」によって形成される。し
かし教育現場は予測を超えたまさにアドリブの世界。実践はからだの「動き」と「所作」によっ
て決まる。愛と情熱では優れた教育実践はできないが、理論だけでもダメであろう。その双方
をつなぐための授業である。その意味からも「からだ」と「ことば」は同一のものであること
を実感してもらいたい。

文
学
（オンライン（録画配信））

文学の授業では、近現代日本の代表的な文学作品について文学史・作品の読みの両方からア
プローチしていく。近現代日本文学においては、写実主義・自然主義・プロレタリア文学な
ど、様々な主義主張が存在した。
まず、この様々な主義主張を理解し、一つの作品を読むだけでは知り得ることの出来ない近代
日本文学史と、その中で「私」、というものがどのように描かれたのか、その描かれ方を学ん
でいく。

次に、作品に描かれる「私」について考えてもらう。作品の読みに関しては多様性を重視し、高
校までの教科書教材としての読みとの比較なども行いたい。
最後に、現代の文学における「私」の描かれ方を考えたい。
※シニア生の方にも毎回リアクションペーパーの提出をお願いします。
Students will consider environmental problems from the point of view or ethics as well
as studying the damag e environmental problems cause our society and our globe. Students
will develop their basic ways of thinking through research in order to consider what actions
should be taken to protect the environment. Students will study the theoretical side of

Environmental
Issues

nature and human relations, natural destruction and man-made pollution and me asures that
should be taken. Students will research concrete example of environmental problems and
offer p otential solutions.
環境問題に対して倫理学的観点から考察し、環境に関する行動の根拠となる基礎を身に付けるこ
とを目的とする。自然と人間の関係、自然破壊や汚染、およびその対策に関して、理論的側面
を押さえつつ、実践的にも学んでいく。人間の利便性の追求によって引き起こされた自然破壊が、
やがては人間の生活をも脅かすようになることを具体的な事例を交えつつ学ぶ。これらを通し
て、理系・文系という枠組みをこえて、環境問題を自分のことばで語ることを目指す。

演 劇 論 Ⅰ

能とお伽草子の関係を紐解くことは、能の成立と受容を考える上で重要な課題である。能とお伽
草子の関係に注目し、能が演劇としてどのような効果を発揮しているかについて考察を深めなが
ら、能および演劇全般に対する分析的理解に必要な視野と能力を身につけることを目標とする。
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埼玉大学
さいたまだいがく

埼玉大学
１ 講座名・定員など
（１）授業科目
科 目 名
環境経済学

担当教員

曜日

授業時間

定員

有賀 健高

火

19:40～21:10

５人

※開講方式については基本的な感染防止対策を徹底した上で、対面での実施を予
定しております。
市中、もしくは学内の感染状況が悪化した場合は、一時的にハイフレックス授
業(対面 or オンラインを選択可能）を原則とする事があります。ご了承くださ
い。
※後期（１０月～２月）の授業期間で、授業は１５回の予定です
（２）場所
埼玉大学経済学部 さいたま市桜区下大久保２５５
（北浦和駅又は南与野駅から埼玉大学行きバス）

【事務担当窓口：経済学部係（℡：048-858-3286）
】

２ 受講料等
（１）受講料 １科目９，８００円（振込手数料別途）
（２）その他 教科書等の教材を自己負担によりご用意いただきます。
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埼玉大学
３

受講の申込み

（１）申込期限 令和４年８月２６日（金）
（２）申込先 ※下記メールアドレス宛お申し込みください。
E-mail eco-sodan@gr.saitama-u.ac.jp(埼玉大学経済学部係宛)
（３）申込方法
E-mail により、以下の事項をもれなく記入の上、お申し込みください。
①住所
②氏名・ふりがな
③年齢（令和４年４月１日現在）、性別
④電話番号（日中連絡が可能な番号）
⑤メールアドレス
⑥受講希望科目
（４）選抜方法
定員を超える申込みがあった場合は、抽選により受講者を決定します。
（受講の可否は申込者全員にお知らせします。）
（５）その他
①お申し込み後に、都合により受講できなくなった場合は早めにご連絡ください。
ただし、一旦納入された受講料につきましては、原則としてお返しすることは
できませんので、あらかじめご了承ください。
（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い授業実施方式の変更（前述）が生じた
場合も同様となります）
◆

４

オンラインで受講頂く必要が生じた場合、大学ではなくご自宅等においてパソ
コン等の端末を利用し授業を受けて頂く形となります。
そのため、パソコン、タブレット等インターネットに接続できる端末・イン
ターネット通信環境がない場合は受講ができなくなる場合がございます。この
点につきましてもご確認頂いた上でお申し込みください。
※仮に、受講料の納入後に新型コロナウイルス感染症拡大により対面授業が実
施不可となった場合、申込をキャンセルされたとしても受講料の返金は致しか
ねます。予めご了承ください。
授業科目の概要及び担当教員

環境経済学
（有賀 健高）

本講義では、環境問題を理解し、様々な環境問題の解決に有効な
経済政策を考案する際に役立つ基礎知識を身につけることをめざ
します。
講義ではまず、環境経済学の基礎理論や基礎概念(独占、公共財の
存在、外部性といった市場の失敗に関わる環境問題、ある事業の
環境への負荷と便益を比較することでその事業を実行するべきか
の判断の際に使われる費用便益分析や環境評価など)と資源経済
学の分野で使われている基本的な経済学のモデルについて学びま
す。そして、講義で学んだ基礎理論や基礎概念を基に、温暖化、
大気汚染、自然資源の破壊といった地球規模の環境問題に対処す
るために、実際にどういった政策が行われているのかについて学
びます。
最終的に、様々な環境問題に対処するための政策を自分で考案で
きるような力を身につけることを目的としています。
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城西大学
じょうさいだいがく

城 西 大学
１ 講座名・定員など
（１）授業科目
科

目

名

担当

曜日 時限

産業経済論Ⅱ

小林 哲也

水

４

日本経済論Ⅱ

河村 徳士

水

３

経済史概論Ⅱ

井上 直子

火

３

近世の日本史Ⅱ

神崎 直美

月

１

佐藤

純訟

木

３

土屋 正臣

月

３

石井

龍太

金

１

地域と産業Ⅱ

石井 龍太

水

２

日本史概説Ⅱ

石井 龍太

水

１

＊ 地域と風土

石井

龍太

月

４

＊ 地域と風土

石井

龍太

金

２

経営分析Ⅱ

山田

優子

木

３

＊ 統計数学Ⅱ

清水

優祐

月

２

＊ 統計数学Ⅱ

清水

優祐

火

３

月

２

会社法Ｂ
公立文化施設論
観光マネジメント入門

実解析Ｂ

山口 博

＊数式処理による解析

中村

俊子

金

１

＊数式処理による解析

中村

俊子

金

２

エネルギー科学

ティティ レイ

火

２

生活と化学物質Ⅱ

高橋 理恵子
北村 雅史
横川 貴美
玄 美燕

木

２

火

２

火

１

漢方薬

ハーブ論

須永
菊地

克佳
秀与

英会話Ⅱ

チア スウ アイ

木

３

接客英語Ⅱ(CR 英語)

三國 信夫

木

１

授業時間

１時限
２時限
３時限
４時限
５時限

9:30～11:00
11:10～12:40
13:30～15:00
15:10～16:40
16:50～18:20

※社会情勢などにより
時間帯が変更される
場合があります。

＊印が付いた科目は受講希望の曜日・時限を選んでください。
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定員

若
干
名

城西大学

＊曜日が異なる科目は複数選択可。曜日が同じ科目は複数選択できません。
＊お申込み後の科目変更はできません。
ホームページ上で最新の情報を確認後、お申込み下さい。
〇授業実施形態のご希望は承れません。全ての科目において、社会情勢などによ
り授業期間の途中であっても受講方法が変更となる場合があるため、対面授業
とオンライン授業のどちらも受講可能な方を募集します。
オンライン授業の場合は、ご自宅等での受講となりますので、インターネット
通信環境・インターネットに接続可能な端末等が必要です。通信料などは受講
者負担です。端末などの接続や操作方法等のお問い合わせは承っておりません。
大学の端末やシステム等はご利用いただけません。
○後期授業は９月２１日（水）から始まります。
○学期末試験の受験はできません。但し、授業で小テストが実施される場合は
成績評価に関わらず受けていただく場合があります。
（２）場所
城西大学／城西短期大学（ベースカレッジ）
東武越生線川角駅から徒歩約１０分。
※大学シャトルバスのご利用はできません。
※公共交通機関をご利用ください。
お車での通学は、条件がございますので事前にお問い合わせ下さい。

２ 受講料等
（１）受講料 １科目（半期）につき 10,000 円
（２）その他 教科書等の教材は自己負担によりご用意していただきます。
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３ 受講の申込み
（１） 申込期限 令和４年８月２３日（火）[必着]
（２）申込先
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台１－１
城西大学キャリアサポートセンター
電 話 ０４９－２７１－７７９５
Ｅ-mail extension@josai.ac.jp
（３）申込方法
Ｅ-mail により、以下の事項①～⑦をもれなく記入の上、お申込み下さい。
※Ｅ-mail 以外のお申込み方法では受け付け不可となりますのでご注意
下さい。
① 「大学の開放授業講座受講申込」と明記
② 郵便番号・住所
③ 氏名、ふりがな
④ 年齢（令和４年４月１日現在）、性別
⑤ 電話番号
⑥ ＰＣメールアドレス
⑦ 受講希望科目
（４）選抜方法
定員を超える申し込みがあった場合には、抽選により受講者を決定します。
※受講の可否および受講決定科目は申込者全員にお知らせします。
（５）受講手続
受講可能な方へ受講手続書類を送付いたします。期日までに書類の返送や
受講料納入等の受講手続きをお願いします。
また、本学の都合上、お申し込みから受講開始までの期間が短くなります
がご了承ください。
（６）その他
○一旦納入された受講料につきましては、お返しすることができませんの
で、あらかじめご了承ください。
〇必要に応じた講義資料の配布は、Ｅ-mail が基本です。
〇次に該当する行為があった場合、申し込み手続き中もしくは講座受講中
であっても、受講をお断りする場合があります。この場合も、受講料を
お返しすることはできません。
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ａ．本学の授業実施方法、開講内容、申し込み手続き方法等に対してご賛
同いただけない場合
ｂ．講義の進行に影響が出る行為があった場合
ｃ．本学学生や本学学生の保護者からのクレーム等を受けるような行為が
あった場合
以上の点につきましても、予めご了承の上でお申し込みくださいますよう
お願いいたします。
４

各授業科目の概要及び担当教員

産業経済論Ⅱ
(小林 哲也）
[後期]

本講では、産業構造の基本的な考え方をおさえながら、その発展
と方向性を解説する。また、重要な産業の 1 つである製造業を取り
上げ、その特徴や現状、方向性、さらには課題を探ることで、経済
における産業のあり方を理解することを目的とする。
本講を通じて産業経済の基本的な考え方についての知識を理解で
きるようにする。
本講の到達目標は、産業経済における基本的な知識の修得及び、
それをもとに自ら考えることのできる分析能力の修得にある。
教科書 特に指定しない
1970 年代から近年までの時期を対象として日本経済の課題を考え
ます。オイルショックから早期に立ち直った日本経済は経済大国と
称されるほど輸出拡大を背景とした経済成長を遂げますが、1990 年
代以降、一転して低成長の時代に突入しました。経済成長の意義を
改めて考え、現在のわれわれの立ち位置を見通したいと思います。
講義内容に即した理解を進め、自分で考える力を養いましょう。修
得できる力は、①知識・理解になります。講義形式で進めます。2022
年度は、まだ決定ではございませんが、オンライン開講が予想され
ます。概要は次のとおりです。

日本経済論Ⅱ
（河村 徳士）
[後期]

「日本経済論Ⅱ」の内容は次のとおりです。
16.安定成長期の経済構造が理解できる、17.日本の輸出競争力 1 が
理解できる、18.日本の輸出競争力 2 が理解できる、19.財政再建と
民営化が理解できる、20.プラザ合意が理解できる、21.バブル経済
が理解できる、22.平成不況が理解できる、23.金融危機が理解でき
る、24.需要不足の経済が理解できる、25.小泉政権の構造改革が理
解できる、26.2000 年代の緩やかな成長が理解できる、27.アベノミ
クスの展開が理解できる、28.アベノミクスの限界が理解できる、
29.これからの日本経済、30.まとめ
以上の内容を予定しています。
教科書 講義内容に即して参考文献を紹介します。
持ち物 筆記用具
その他 楽しく勉強しましょう。
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経済史概論Ⅱ
（井上 直子）
[後期]

後期の経済史概論では、ヨーロッパ「現代史」を通して私たちが
生きる資本主義社会の諸問題の根源を知り、理解を深めることを目
的とします。
「市民革命」や「産業革命」をへて出現した産業社会が、
世界のどこよりも早くヨーロッパで成立したのは何故か？現在も残
る民族差別や南北問題のルーツは？ビデオ鑑賞を取り入れたこの講
義に主体的に参加すれば、ファウストのごとく時空を超えた旅をし
た気分になれるかもしれません。半年の旅を終えた時、ヨーロッパ
の諸地域を身近に感じられるのみならず、少しだけ現在社会への理
解が深まっている、そんな授業を目指します
教科書 なし
持ち物 なし
その他 授業はオンデマンドにて実施。メールや Forms、YouTube、
Word などの使用が前提です。
「大名夫人の紀行文を読む」

近世の日本史Ⅱ
（神崎 直美）
[後期]

日向国延岡藩藩主夫人内藤充真院(幕府の大老・井伊直弼の姉)が
執筆した幕末の紀行文「五十三次ねむりの合の手」を紹介し、その
中から見所を神崎が作成した現代語訳と共に読みます。講義ですが
グループワークも実施します。秀逸な文章力を有した充真院の紀行
文を読み味わいながら、日本史学と日本文学を融合した授業をいた
します。
テキスト データを随時配布します。
参考文献 神崎直美著『幕末大名夫人の知的好奇心―日向国延岡藩
内藤充真院―』岩田書院、2016 年 3 月刊行

会社法Ｂ
(佐藤 純訟)
［後期］

①ガイダンス
②会社法概論-振り返り会社法制度((前期分）の基礎知識を理解できる。
③株式会社機関-概論株式会社機関の基礎知識を理解できる。
④株主総会１-意義・権限・決議事項株主総会の基礎知識を理解できる。
⑤株主総会２-議決権行使・招集手続議決権行使の態様や招集手続を理解できる。
⑥株主総会３-問題短時間化・集中化の問題と背景を理解し、解決方法を説明できる。
⑦取締役１-役員の意義と種類役員の意義・種類・資格などの基礎知識を理解できる。
⑧取締役２-役付取締役・代表取締役・執行役代表権の意義・指名委員会等設置会社を理解できる。
⑨取締役３-義務・責任・株主代表訴訟・経営判断の原則株主代表訴訟の問題、経営判断の原則を理解できる。
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⑩取締役４-M&A 対抗策としての第三者割当M&A 対抗策の態様と第三者割当の問題を理解できる。
⑪取締役５-株式買占事例宮入バルブ事件から企業買収の問題を理解し、解決方法を説明で
きる。
⑫監査制度-監査役・会計参与・会計監査人監査制度の基礎知識と問題を理解し、解決方法を説明できる。
⑬日本のコンプライアンス
日本の企業不祥事問題の背景を理解し、解決方法を説明できる
⑭持分会社-日本版 LLC持分会社の基礎知識、株式会社との相違点を理解できる。
⑮まとめ
教科書 教科書は使用せず、毎回、レジュメを事前に配布します。
なお、
『ポケット六法令和 4 年版（￥1,900＋税）』を用意
してください。毎回、かなりの頻度で使用します。
持ち物 特にありません。

公立文化施設論
(土屋 正臣)
［後期］

本講義は、公立文化施設の中でも特にミュージアム（博物館・美
術館）を取り上げます。近年のミュージアムは資料の収集と保存、
調査研究、展示といった基本的機能に加え、市民の自己啓発支援、
生活における「第 3 の場所」としての役割、地域アイデンティティ
の確立、観光振興といった幅広い役割を担っています。こうしたミ
ュージアムの社会的役割の拡大と地域社会との関係の変化について
教員自身の公立文化施設における実務経験に基づきながら言及しつ
つ、文化によるまちづくりの今日的潮流を考えていきます。このこ
とにより、総論レベルから実務レベルまでを射程に入れ、ミュージ
アムの実態に即した具体的な問題解決の方法を提示する能力を習得
します。
教科書 特に用いない
持ち物 チャットを使用したディスカッションを行うこともある
ので、できれば PC を持参することが望ましい。

観光ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ入門
（石井 龍太）
［後期］

コロナ禍で打撃を受けたものの、日本は観光立国を目指し、来訪
者をもてなし経済的恩恵を受けるだけでなく、震災から復興した姿
を世界にアピールし、日本の健在を示す政治的意味もあるという。
また地域では、遺跡や民俗祭祀の文化資源化、さらにキャラクター
コンテンツやサブカルチャーを使った観光客誘致も盛んである。こ
うした官民上げた動きがある一方で、様々な課題も議論されている。
この講義では、主に日本における観光を、様々な具体事例を取り
上げながら述べる。講義を通じ、現代日本の観光のあり方と今後の
方向性を理解することを目的とする。また将来、観光産業において
知識を応用し、観光の実際に連結できる下地をつくることを全体の
到達目標とする。
【主なテーマ】
日本観光史 観光考古学
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ーカルヒーロー
光史

アニメツーリズム

オリンピックと観光

沖縄観

教科書 特に指定しません。
持ち物 ノート、筆記用具
その他 毎回プリントを配布します。
参考文献を示しますので、自分の関心に従って知識を深めて下さい。
この講義では様々なテーマを取り上げ、地域の個性を持ちながら、
日本と世界に通じる「産業」について、歴史、社会的影響など様々
な側面から取り上げる。また地域から周辺へ、世界へと展開した部
分についても積極的に扱う。
講義を通じ、世界各地で展開する様々な地域産業について、特に
共通性と個別性を理解できるようになることを目的とする。様々な
テーマの中で周辺地域と比較しながら検証していく手法を採り、地
域の産業と地域の個性を世界の中に位置づけ、理解できるようにな
ることを全体の到達目標とする。
地域と産業Ⅱ
（石井 龍太）
［後期］

【主なテーマ】
鉱山史
製鉄史
日本古代窯業史
日本近世窯業史
万国博覧会
内国勧業博覧会
教科書 特に指定しません。
持ち物 ノート、筆記用具
その他 毎回プリントを配布します。
参考文献を示しますので、自分の関心に従って知識を深めて下さい。
この講義では、日本列島を舞台に展開した数万年に及ぶ特色ある
人類史を様々なテーマから考えていく。後期は、日本列島の南北地
域である北海道と琉球諸島を取り上げ、いわゆる中央とは異なる日
本史を紹介する。こうすることで、世界の中の日本を歴史的に理解
できるようになることを目的とする。講義を通じ、一歩踏み込んだ
日本史の知識と歴史観を獲得することを到達目標とする。

日本史概説Ⅱ
（石井 龍太）
［後期］

【主なテーマ】
北海道史(旧石器時代、縄文時代、続縄文時代、擦文時代、蝦夷史、
アイヌ史、近現代開拓史)
琉球諸島史(旧石器時代、貝塚時代、グスク時代、近世琉球史、近現
代琉球史)
教科書 特に指定しません。
持ち物 ノート、筆記用具
その他 毎回プリントを配布します。
参考文献を示しますので、自分の関心に従って知識を深めて下さい。
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地域と風土
(石井 龍太)
[後期]
月曜４限

「地域」の「風土」に切り込む方法は沢山あるが、本講義では、
日本そして世界各地に伝わる様々な祭事、中でも仮面祭祀を重点的
に取り上げて論じる。世界には多種多様な文化集団が存在し、それ
ぞれ特色ある精神文化を築いてきた。
地域の祭事を手掛かりに、我々の住む世界の多様性と共通性を探
ることを目的とする。講義で取り上げる世界の祭事を切り口として、
地域における人々の生活の特色、すなわち「地域と風土｣を掘り下げ
て理解することを到達目標とする。
【主なテーマ】
原始古代の仮面習俗
トゥ マユンガナシ
ェゲッテ

方相氏 なまはげ トシドン ボゼ パーン
アンガマ アカマタ タルチュム 熊祭 チ

教科書 特に指定しません。
持ち物 ノート、筆記用具
その他 毎回プリントを配布します。
参考文献を示しますので、自分の関心に従って知識を深めて下さい。

地域と風土
(石井 龍太)
[後期]
金曜２限

「地域」の「風土」に切り込む方法は沢山あるが、本講義では、
日本そして世界各地に伝わる様々な祭事、中でも仮面祭祀を重点的
に取り上げて論じる。世界には多種多様な文化集団が存在し、それ
ぞれ特色ある精神文化を築いてきた。
地域の祭事を手掛かりに、我々の住む世界の多様性と共通性を探
ることを目的とする。講義で取り上げる世界の祭事を切り口として、
地域における人々の生活の特色、すなわち「地域と風土｣を掘り下げ
て理解することを到達目標とする。
【主なテーマ】
原始古代の仮面習俗
トゥ マユンガナシ
ェゲッテ

方相氏 なまはげ トシドン ボゼ パーン
アンガマ アカマタ タルチュム 熊祭 チ

教科書 特に指定しません。
持ち物 ノート、筆記用具
その他 毎回プリントを配布します。
参考文献を示しますので、自分の関心に従って知識を深めて下さい。
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経営分析Ⅱ
（山田 優子）
[後期]

会計は「ビジネスの言語」といわれ、企業にとって必要不可欠な
ものである。すなわち、企業は事業活動の結果を帳簿に記録し、財
務諸表を作成しなければならない。
財務諸表は、企業を取り巻く利害関係者がその企業の財政状態お
よび経営成績を理解するうえで重要なだけでなく、企業内部での経
営管理にも役立つ。
本講義では、企業が外部に公表している財務諸表を利用して行う
財務諸表分析と、企業内での業績管理（利益管理、資金管理等）の
さまざまな手法を理解することを目標としている。
本講義の目標は、財務諸表の構造・読み方・分析等の応用知識（ビ
ジネス会計検定 2 級合格程度）を習得することである。
講義は毎回「（前半）知識のインプット・
（後半）ワークショップ」
のセットで行う。会計学に関心があり、ワークショップや課題にも
主体的に取り組む意欲のある学生を歓迎する。
教科書 『ビジネス会計検定試験 公式テキスト２級』中央経済社
持ち物 必ず電卓を持参すること
その他 担当教員は、公認会計士として財務諸表監査やコンサルテ
ィングの実務経験があり、企業の実例を織り交ぜながら講義を展開
する。

統計数学Ⅱ
（清水 優祐）
[後期]
月曜２限

1.マルコフの不等式、チェビシェフの不等式、大数の法則：マルコ
フの不等式、チェビシェフの不等式が導出できる。大数の法則を理
解し、説明できる。
2.中心極限定理とその応用：中心極限定理の意味を理解し、二項分
布の正規分布近似に適用できる。
3.母集団と統計的推測：母集団と標本について理解し、統計的推測
の概念を説明できる。
4.統計量、標本平均の分布：統計量、標本平均の分布について理解
できる。
5.正規分布に関連した分布〜カイ二乗分布、t 分布、F 分布〜：カイ
二乗分布、t 分布、F 分布の定義とその特徴が理解できる。
6.推定量と点推定：母数の推定法として、点推定の考え方が理解で
きる。
7.不偏性、有効性、一致性：推定量の 3 つの性質、不偏性、有効性、
一致性が理解できる。
8.演習：演習を通して、これまでの知識・理解の確認を行う。
9.推定量の構成とモーメント法・最尤法：推定量の構成法として、
モーメント法や最尤法の考え方が理解できる。
10.区間推定とは：母数の推定法として、区間推定の考え方が理解で
きる。
11.母平均の区間推定：正規母集団の平均の信頼区間が導出できる。
12.母比率の区間推定：母集団の比率の信頼区間が導出できる。
13.仮説検定とは：仮説検定の考え方が理解できる。
14.母平均の検定：仮説検定を正規母集団の平均に適用できる。
15.母分散の検定：仮説検定を正規母集団の分散に適用できる。
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教科書 なし。講義スライドを電子ファイルで配布する。
持ち物 なし。
その他 講義スライドをプロジェクターに写して授業を行います。

統計数学Ⅱ
（清水 優祐）
[後期]
火曜３限

1.マルコフの不等式、チェビシェフの不等式、大数の法則：マルコ
フの不等式、チェビシェフの不等式が導出できる。大数の法則を理
解し、説明できる。
2.中心極限定理とその応用：中心極限定理の意味を理解し、二項分
布の正規分布近似に適用できる。
3.母集団と統計的推測：母集団と標本について理解し、統計的推測
の概念を説明できる。
4.統計量、標本平均の分布：統計量、標本平均の分布について理解
できる。
5.正規分布に関連した分布〜カイ二乗分布、t 分布、F 分布〜：カイ
二乗分布、t 分布、F 分布の定義とその特徴が理解できる。
6.推定量と点推定：母数の推定法として、点推定の考え方が理解で
きる。
7.不偏性、有効性、一致性：推定量の 3 つの性質、不偏性、有効性、
一致性が理解できる。
8.演習：演習を通して、これまでの知識・理解の確認を行う。
9.推定量の構成とモーメント法・最尤法：推定量の構成法として、
モーメント法や最尤法の考え方が理解できる。
10.区間推定とは：母数の推定法として、区間推定の考え方が理解で
きる。
11.母平均の区間推定：正規母集団の平均の信頼区間が導出できる。
12.母比率の区間推定：母集団の比率の信頼区間が導出できる。
13.仮説検定とは：仮説検定の考え方が理解できる。
14.母平均の検定：仮説検定を正規母集団の平均に適用できる。
15.母分散の検定：仮説検定を正規母集団の分散に適用できる。
教科書 なし。講義スライドを電子ファイルで配布する。
持ち物 なし。
その他 講義スライドをプロジェクターに写して授業を行います。
後期は、前期で修得した、測度論、ルベーク測度論の修得を踏ま
えて、積分論、ルベーク積分論の修得を目標とする。
講義は対面で行う。

実解析Ｂ
（山口 博）
[後期]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

可測関数: 可測空間
可測関数: 可測関数、単関数
可測関数: Borel 可測関数、Lebesgue 可測関数
可測関数: Egorov の定理
積分
: 可測関数の積分（１）
積分
: 可測関数の積分（２）
積分 : 収束定理と不等式（１）
積分 : 収束定理と不等式（２）
積分 : 収束定理と不等式（３）
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10
11
12
13
14
15

Fubini の定理: 直積測度と Fubini の定理（１）
Fubini の定理: 直積測度と Fubini の定理（２）
Lebesgue 積分: Lebesgue 積分の性質（１）
Lebesgue 積分: Lebesgue 積分の性質（２）
関数空間 : 関数空間（１）
関数空間 : 関数空間（２）

教科書 参考書：鶴見 茂
その他 参考書：猪狩 惺

著、測度と積分、理工学社
著、実解析入門、岩波書店

解析学に関連した様々なトピックスについて、講義と数式処理ソ
フト Maple を用いたコンピュータ実習を行う。解説を聞いて各トピ
ックスの概要を理解した上で、コンピュータ実習に取り組む。Maple
の使い方を習得するとともに、Maple でグラフを描いたり数値計算を
行うことを通して定理や公式を具体的・視覚的に捉え深く理解する
ことにより、種々の問題解決に役立てる知識と技能を修得する。

数式処理による解析
(中村 俊子)
[後期]
金曜１限

数式処理による解析
(中村 俊子)
[後期]
金曜２限

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15

初等関数、関数のグラフ
１変数関数の極限、微分、積分
２変数関数のグラフと極限（１）
２変数関数のグラフと極限（２）
偏微分と接平面（１）
偏微分と接平面（２）
陰関数、条件付き極値問題（１）
陰関数、条件付き極値問題（２）
平面曲線と空間曲線（１）
平面曲線と空間曲線（２）
曲面、空間極座標（１）
曲面、空間極座標（２）
微分方程式（１）
微分方程式（２）
アニメーションの作成

教科書 特に指定しない。適宜、資料やプリントを配布する。
持ち物 筆記用具
解析学に関連した様々なトピックスについて、講義と数式処理ソ
フト Maple を用いたコンピュータ実習を行う。解説を聞いて各トピ
ックスの概要を理解した上で、コンピュータ実習に取り組む。Maple
の使い方を習得するとともに、Maple でグラフを描いたり数値計算を
行うことを通して定理や公式を具体的・視覚的に捉え深く理解する
ことにより、種々の問題解決に役立てる知識と技能を修得する。
１
２
３
４
５

初等関数、関数のグラフ
１変数関数の極限、微分、積分
２変数関数のグラフと極限（１）
２変数関数のグラフと極限（２）
偏微分と接平面（１）
28

城西大学

６
７
８
９
10
11
12
13
14
15

偏微分と接平面（２）
陰関数、条件付き極値問題（１）
陰関数、条件付き極値問題（２）
平面曲線と空間曲線（１）
平面曲線と空間曲線（２）
曲面、空間極座標（１）
曲面、空間極座標（２）
微分方程式（１）
微分方程式（２）
アニメーションの作成

教科書 特に指定しない。適宜、資料やプリントを配布する。
持ち物 筆記用具
社会的にエネルギー問題が話題となるようになり、エネルギー源
も多様化してきた。この講義では化学に必要なエネルギーの概念か
ら始まり、運動、位置、熱、電気、光エネルギーの相互変換につい
て解説し、新しいエネルギー源を含め、様々なエネルギー源の利点
および問題点を掘り下げていくことにより、創造的思考力を養い、
エネルギーに対する幅広い見識を得ることを目的としている。
エネルギー科学
（ティティレイ）
[後期]

生活と化学物質Ⅱ
（高橋 理恵子）
[後期]

講義項目１５回概要：エネルギー利用歴史１回、熱機関１回、発
電１回、核化学２回、原子力２回、太陽光発電３回、風力１回、地
熱１回、リサイクルエネルギー１回、地域・コミュニティー１回、
まとめ・ディスカッション１回
教科書 エネルギーの科学 第２版、
（人類の未来に向けて）安井伸
郎（著）を教科書として毎回資料を配布します。
持ち物 筆記用具、
その他 参考書：コミュニティーエネルギー（室田武、他。）（著）
化学そのものを中心に据えながらその実用性や応用面などを通し
化学と日常生活の結びつきについて講義を行います。授業は化学科
教員全員が得意分野を中心として趣向をこらしたテーマを設定した
オムニバス形式で進めます。15 回分のテーマは以下の通りです。
1.身の回りの毒
2.エアロゾル-大気中の微粒子3.化学の黎明
4.色の化学
5.ペロプスカイト太陽電池
6.燃料電池の仕組み
7.動物の性～性染色体とホルモン
8.身近な機能性物質～磁石の起源とその応用
9.ディスプレイ材料
10.身近な名前を持つ化学物質たち
11.生活と放射能～放射線の持つ性質
12. 生活と放射能～放射線の生体への影響と産業利用
13.14.身の回りの表面科学Ⅰ、Ⅱ
15.あまーい化学漫談
教科書 使用しません。毎回資料を配布します。
持ち物 筆記用具

29

城西大学

【授業の方法・講義手法の概要】
教科書および配布資料に基づき講義形式で行う。
漢 方 薬
(北村 雅史)
(横川 貴美)
(玄 美燕)
[後期]

漢方医学の考え方、代表的な漢方処方の適用について体系的に理
解し、現代医療で使用される生薬・漢方薬について理解することを
目的とします。漢方医学は中国で生まれ、日本で独自に発達した医
学です。漢方の歴史、漢方・中医学の特徴について学び、漢方薬の
薬効、生薬の薬能、頻用漢方処方の適応となる証，症状や疾患に関
する知識を習得します。
教科書 実践漢方生薬学（京都廣川書店）
持ち物 なし
【授業の方法・講義手法の概要】
配布資料に基づき講義形式で行う。

ハーブ論
(須永 克佳)
(菊地 秀与)
[後期]

ハーブとは香草や薬草と邦訳され、人の生活に役立つ植物を指し
ます。その中で人の健康維持のために利用しようとするものはメデ
ィカルハーブと呼ばれます。現在、健康志向が高まり、自分の健康
を自分で守るという「セルフメディケーション」が推進されており、
メディカルハーブの活用が進められています。さらにメディカルハ
ーブは、機能性表示食品や健康食品の素材としても注目されていま
す。
本講座ではメディカルハーブをセルフメディケーションに安全か
つ有効に活用するための知識、すなわち機能性（作用）、有効成分、
安全性、使用方法、医薬品との相互作用などについて修得すること
を目的とします。また、メディカルハーブを活用するアロマセラピ
ーやハーブ療法など植物療法（フィトセラピー）の概要についても
学びます。
教科書 配布資料
1.授業の概要
職場の英会話で必要とされる一般的な表現や単語が学習出来るよ
うに構成されており、学生の英会話スキルの改善と自覚を促し、
グローバリゼイションを理解することを目的としてます。

英会話Ⅱ
（チア スウ アイ）
[後期]

2.授業の目的
(1)職場で日常英会話の表現するのに便利な基本的な言葉の使い
方を勉強することを目的とする。
(2)コミュニケーションや文の構造について基本的な語彙を勉強
することを目的とする。
3.学習成果
前に踏み出す力：コミュニケーションスキル、生涯学習力、総合
的な学習経験と創造的思考力
ビジネススキル：英語のコミュニケーション・スキル
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4.授業の到達目標
日常英会話の基本的な知識を身につけて、読み、書き、聞き、話
すことが出来るようになる。
教科書 Title: Go Global (English for Global Business)
Authors: Garry Pearson, Graham Skerritt & Hiroshi
Yoshizuka
Publisher: SEIBIDO (成美堂出版)
ISBN978-4-7919-7184-8

接客英語Ⅱ(CR 英語)
（三國 信夫）
[後期]

（1）授業の概要
語学・基礎
（2）授業の目的
訪日外国人観光客が再び少しずつ増加し始めている昨今、接客
業においても外国人観光客への対応が迫られています。
この授業では、実際の接客場面でどのような英語表現を使用し
たら良いのか、具体的なシーンを想定しながら重要な英語表現
を学んでいきます。
（3）学習成果
就職後にも役に立つ英語が身につきます。
英語を通してコミュニケーション力が身につきます（①前に踏
み出す力）。
接客英語を学ぶことで、就職活動の準備もできます（⑤ビジネ
ススキル）。
（4）授業の到達目標
広い教養と、深い専門的な知識や技能を備え、地域社会や国際
社会で活躍できる能力。
教科書 授業開始時に指示します
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じ ょ し えいようだいがく

女子栄養大学
１ 講座名・定員など
（１）授業科目
科

目

名

食民俗文化史

担当

竹内 由紀子

実施
時期
後期

曜日

時限

定員

水曜

1限

若干名

備考

1限

09:10～10:50

※授業は１５回の予定です。
※授業は９月２８日（水）から開始予定。

（２）場所
女子栄養大学
〒350-0288 坂戸市千代田３－９－２１
[アクセス方法]
東武東上線若葉駅下車、徒歩３分
※駐車場のご用意が出来ませんので公共交
通機関でのご来校をお願いいたします。

２ 受講料等
（１）受講料 １科目（半期）につき 10,000 円
（２）その他 教科書等の教材は自己負担によりご用意いただく場合があります。
３ 受講の申込み（お申込みは、女性に限ります。）
（１） 申込期限 令和４年９月９日（金）（必着）
（２） 申込先
〒350-0288 埼玉県坂戸市千代田３－９－２１
女子栄養大学 坂戸教務学生部 教育支援課
電 話:０４９－２８４－３２９１（直通）
（３）申込方法
往復はがきに以下の事項をもれなく記入の上、郵送でお申込みください。
（１）住所
ふりがな

（２）氏名
（３）年齢（令和４年４月１日現在）
（４）電話番号
（５）メールアドレス
（６）受講希望科目・担当教員名
※返信用の宛名面にはご自身の住所・氏名を必ずご記入ください。
（４）選抜方法
申込者が多数の場合は、抽選により受講者を決定します。
（受講の可否、受講決定科目は申込者全員にお知らせします。
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４

各授業科目の概要及び担当教員

和食文化論
（竹内 由紀子准教授）

■授業の概要
ユネスコの無形文化遺産にも登録された「和食」は、日本の行事文化との
深い関わりを持って育まれてきた点を特徴のひとつとして挙げている。歴
史や社会・文化と食との関係を捉える視点を理解することは、食育を展開
させていく上でも重要である。日本各地の伝統的な食文化の実態を学
び、多様で豊かな地域文化の価値を各種教材を用いて学んでいく。
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せいぶぶんりだいがく

西武文理大学
１

講座名・定員など

（１） 授業科目
科

目

名

実施時期

曜日

時限

授業時間

定員

経済体制論

後期

月

3

13:30～15:00

若干名

マーケティング・リサーチ

後期

月

4

15:15～16:45

若干名

循環型社会論

後期

火

3

13:30～15:00

若干名

広告論

後期

火

4

15:15～16:45

若干名

流通システム論

後期

木

1

09:30～11:00

若干名

公益事業論

後期

金

1

09:30～11:00

若干名

※ 授業科目、開講曜日・時限は変更になる場合がありますので、ご了承ください。
※ 各科目とも授業は 15 回の予定です。
※ 後期授業は、9 月 23 日（祝金）から開始します。

（２）場所
西武文理大学キャンパス
※

ＪＲ埼京線川越駅・西武新宿線新狭山駅・西武池袋線稲荷山公園駅・ＪＲ八高線東飯能
駅からスクールバス、東武東上線鶴ヶ島駅からは通学バスを運行しています。
※ スクールバス・通学バスをご利用の場合は、事前に教学課までご連絡ください。
※ 車での通学も可能です。

２

受講料等

（１）受講料
（２）その他

３

１科目（半期）につき 10,000 円（初講日に徴収）
。
教科書等の教材は自己負担によりご用意いただきます。

受講の申込み

（１）申込期限 令和 4 年 8 月 31 日(水)（消印有効）
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（２）申込先
〒350-1336 埼玉県狭山市柏原新田 311-1
電話:04-2954-7575
FAX:04-2954-7511

西武文理大学 教学課（リカレント）
E-mail:kyoumu@bunri-c.ac.jp

（３）申込方法
はがき、FAX 又は E-mail にて、以下の事項をもれなく記入の上、いずれかの方法にてお申
し込みください。
（記入もれがある場合には、申し込みを受け付けられないことがあります。）
①郵便番号、住所
ふりがな

②氏 名
③年齢（令和 4 年 4 月 1 日現在）、性別
④電話番号
⑤受講希望科目（希望順に記入、何科目でも可）
（４）選抜方法
定員を超える申し込みがあった場合には、抽選により受講者を決定します。
受講者の決定につきましては、9 月下旬にご連絡いたします。
（５）その他
申し込み後に、都合により受講できなくなった場合は早めにご連絡ください。受講ができ
なくなった場合、受講料等はいただきません。ただし、一旦納入された受講料につきまして
は、お返しすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

４

各授業科目の概要及び担当教員
授業の概要
授業では、日本、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、アジア諸国、ラテンアメリカなど
世界の国々の代表事例を取り上げ、経済の「仕組」が作られていく過程とその成果や
課題を探求します。その際、経済の発展にはその国や地域の政治や歴史も重要な要因
となっています。どのような経済の仕組が望ましいのかという資本主義と社会主義の
対立や、社会主義の失敗から市場経済への移行、経済発展のための「独裁」などです。
そこで各講義ではそれぞれの国や地域の経済の仕組の特徴とその成果・課題を明らか
にしていきます。

経済体制論
(松澤 祐介)

科目の位置づけ
この科目は、実践的で柔軟な専門性を修得する科目として位置づけられます。グロ
ーバル経済総論や経済史で世界経済の動向、歴史を理解したと思いますが、世界には、
残念ながら日本やアメリカ、ヨーロッパ諸国のように発展して豊かな国と、アフリカ
の内陸のように貧困に苦しむ国があります。また中国やベトナム、ブラジル、ロシア
のように発展を遂げつつある国もあります。この講義ではなぜそのような国による経
済の発展の違いが起きるのか、その比較をテーマに、それぞれの国や地域の経済の「仕
組」に焦点を当てて解読し、経済のグローバル化の多様な側面を理解します。
到達目標
(1) 世界各国の経済の発展または停滞に関する事例、過程を、経済学とその関連分
野から総合的に論じることができる。
(2) 世界各国の経済事情について、経済学の基本である市場メカニズムと、各国経
済の歴史的、制度的な展開とを複合的に理解し、経済発展の条件を討議できる。
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授業の概要
マーケティング・リサーチの意味や重要性をマーケティング戦略との関連で、確認
します。この段階で市場を分析する枠組みの確認なども行います。つぎに、調査手法
の種類と特徴を学び、リサーチ・デザインを取り上げます。また、個々の課題にどん
な手法が有効かをいくつかの具体的な事例を踏まえて学びます。具体的には、「２次
データの収集・分析・活用」、聞き取り調査や観察などの「質的調査」、また、「調
査票調査」に代表される「量的調査」、テスト・マーケティングや商品テストなどの
「実験・テスト」などを学びます。最後に、「集計と分析の方法」「報告書作成」を
学びます。

マーケティング・リサ
ーチ（田辺 忠史）

科目の位置づけ
この科目は、実践的で柔軟な専門性を修得する科目として位置づけられます。マー
ケティング・リサーチは、消費者や顧客をはじめとした企業を取り巻くさまざまな環
境を調査し、得られたデータをもとにして現状把握や将来予測を行い、マーケティン
グ活動に役立てる一連の方法・技法について学ぶ学問です。
到達目標
(1) マーケティング活動のさまざまな課題を発見し、問題解決に必要なデータの収
集、分析を行う方法と技法を説明できる。
(2) データ（資料)の収集・整理・分析し、特長を表す数字を見つけ、表やグラフに
して疑問や解決すべき問題を表現することができる。

授業の概要
わたしたちの経済において、要らなくなったモノが廃棄されてそれが再利用されて
また新しいモノへと変化して循環していく仕組みは、人体で言えば「静脈」側にたと
えることができます。わたしたちは気軽に「リサイクル」という言葉を使いますが、
捨てられたモノはきちんと「リサイクル」されているのでしょうか。そもそも「リサ
イクル」とは何でしょうか。「リサイクル」はわたしたちが思っているとおりうまく
いっているのでしょうか。
本授業ではこれらの問いについて明らかにすべく、ペットボトル、廃家電、廃PCなど
に 焦点にあてて廃棄後どのように「リサイクル」されているのか学びます。国内でで
きあがっているこれらのリサイクルシステムに、国境を越えて移動するというリサイ
クル資源の特性が大きな影響を受けているという点について最終的に学びます。

循環型社会論
（中谷 勇介）

科目の位置づけ
この科目では、環境問題の中でも私たちにとって身近である廃棄物問題について深く
学びます。関連する科目として全学共通科目の「地球と環境」があり、「地球と環境」
では環境問題全体を概観しながら学びます。このため、本科目とともに「地球と環境」
を受講することで環境問題について深い理解を得られるでしょう。
到達目標
(1) 廃棄物の現状と費用問題、個別リサイクル法、国際資源循環という廃棄物を特
徴づける3つの論点について理解することができる
(2) 廃棄物をめぐる様々な問題について、論理的思考に基づいて、自らの考えや意
見についてコメントカード等を通じて適切に表現できる
(3) 環境問題、廃棄物問題における現代的な課題を自ら発見しその解決方法を提案
することができる
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授業の概要
本講義では、理論的視点と実務的視点の両面から、広告についての重要なトピック
を取り上げて解説していきます。マーケティング活動の一環としての広告を概観した
後、広告媒体ごとの特徴、効果、動向等を学びます。加えて広告表現、媒体計画の企
画などのグループワークを通して広告の理解を深めてもらいます。また授業では理解
が促進できるようDVDなどの映像教材も活用したいと考えています。

広告論
（金澤 良昭）

科目の位置づけ
この科目は、実践的で柔軟な専門性を修得する科目として位置づけられます。広告
については、さまざまな学問領域で研究されていますが、この授業においては経営学、
マーケティングの視点で説明していきます。
到達目標
(1) 企業が広告を行う目的やプロセス、効果について基本的な内容、メディアと周
辺の技術の変化が広告に及ぼす影響を理解し説明することができる。
(2) 企業が広告を行う目的やプロセス、効果について分析し、その結果を対象者に
合わせて文章と図解によって表現することができる。

授業の概要
流通システムにおいてディプロマポリシーにある、知識・理解と汎用技能、態度・
指向性を学びます。生産と消費を結び社会に必須な機能である卸・小売りなどの「流
通の仕組み」を学びます。なぜユニクロやAmazonは低価格で利益が出るのか、コンビ
ニや百貨店はなぜ定価販売なのかなど仕組みから理解します。

流通システム論
（黒﨑 宗宏）

科目の位置づけ
この科目は、本学部のカリキュラム・ポリシー（３）、すなわち、サービス・マネ
ジメントコースの実践的で柔軟な専門性を習得する科目として位置づけられます。基
礎経営学、マーケティングの知識を前提としています。製造業からみると流通はマー
ケティングチャネルですが、流通業からみればチャネル(店舗、ネット等)だけでなく
マーケティングの 4P が揃っていますので、この授業ではマーケティングを流通と言
う仕組みで学ぶことになります。
到達目標
(1)流通の基本構造を理解し、組織形態別小売業の運営特性（チェーン・ストアの3 形
態等）について説明することができる。
(2)店舗形態別小売業の運営特性（百貨店、GMS、スーパーマーケット、ホームセン
ター等）、グローバル・リテーラーの主力業態とその戦略について理解して業界分析
について表現できる。
(3)マーケットの変化と経営との関連性について意識を高め、常に競合状況、社会背
景、戦略の三つの視点から企業経営を観察し説明することができる。
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授業の概要
公益事業には民間事業と異なる性格があるため、特別な立法措置等がなされていま
す。その一方で、民間事業と類似した部分もあるため、特に、1980年代以降欧米では
新しい経済理論を主な根拠として、競争を促進する規制緩和が推進され、日本でも国
鉄等が民営化されました。本講義の第1クールでは、総論として公益事業とその規制に
関する理論等について解説します。第2クールでは個別の公益事業について実態・課題
を解説し、最後に公益事業の展望と課題について解説します。

公益事業論
（藤野 洋）

科目の位置づけ
この科目は実践的で柔軟な専門性を修得する科目として位置づけられます。観光産業
と関連の深い運輸事業やその他の公益に資するサービスを供給する各種の事業の新し
い課題についてもできるだけ採り上げたいと思います。これを通じて、公益事業で提
供されるサービスの効率性と適正性のバランスについて皆さんに考えていただきたい
と思います。
到達目標
(1)公益事業の特殊性について理解し、公益事業における規制緩和と民営化の現状、お
よびそれが抱える課題について説明できる。
(2)公益事業における公益性と効率性と所有（経営）形態の関係性について理解すると
ともに、公益事業の自由化や民営化が我々の市民生活にどのように影響するかを討議
できる。

※

現時点での予定につき、担当教員や一部講義内容が変更になることがあります。
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十文字学園女子大学
じゅうもんじがくえんじょしだいがく

十文字学園女子大学
１ 講座名・定員など
（１）授業科目
科

目

名

担当教員

実施
時期

典子

曜日

時限

金

１

火

５

火

２

金

３

食とアレルギー

林

食品機能論

中村

食医学

辻

表現活動（応用）

狩野

浩二 他

日本文学史Ｃ

小林

実

火

２

日本語学研究Ａ

星野

祐子

金

２

禎子

典子

後期

定員

若干名

授業時間

１限

9:00～10:30

２限

10:40～12:10

３限

13:00～14:30

４限

14:40～16:10

５限

16:20～17:50

※上記時間割は６月２０日現在のものです。
今後、急な時間割変更が発生する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※各科目とも授業は１５回の予定です。
※授業は９月１６日（金）から開始しますが、一部変則的な取り扱いがあります。

（２）場所
十文字学園女子大学
〒352-8510 新座市菅沢２－１－２８
[アクセス方法]
●JR 武蔵野線「新座駅」下車、徒歩８分
●東武東上線「志木駅」下車、
「清瀬駅北口」
行きバスで「オリエンタル酵母工業前」
下車、徒歩５分
●西武池袋線「清瀬駅」下車、
「志木駅南口」
行きバスで「オリエンタル酵母工業前」
下車、徒歩５分
※駐車場のご用意が出来ませんので、公共の交通機関でのご来校をお願いいたします。

２ 受講料等
（１）受講料 １科目（半期）につき 10,000 円
（２）その他 教科書等の教材は自己負担によりご用意いただきます。
（教科書については第１回目の授業で担当教員から説明があります。）
※一旦納入された受講料につきましては、お返しすることができませんので、
あらかじめご了承ください。
３ 受講の申込み
（１） 申込期限 令和４年８月２０日（土）（消印有効）
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（２） 申込先
〒352-8510 埼玉県新座市菅沢２－１－２８
十文字学園女子大学 地域連携推進課
電 話:０４８－４７７－０９５８（直通）
（３）申込方法
官製はがきに以下の事項をもれなく記入の上、郵送でお申込みください。
（１）住所
ふりがな

（２）氏名
（３）性別
（４）年齢（令和４年４月１日現在）
（５）電話番号
（６）受講希望科目・担当教員名（何科目でも可）
※申込後に、都合により受講できなくなった場合はお早めにご連絡ください。
（４）選抜方法
定員を超える場合または多数の申込みがあった場合には、抽選により受講者
を決定します。（受講の可否、受講決定科目は申込者全員にお知らせします。）
（５）その他
・新型コロナウイルス感染症対策のため、地域の感染拡大状況によっては、
受講生の受け入れを中止する場合があります。
・本学が示す感染防止対策にご協力をお願いします。
４

各授業科目の概要及び担当教員

食とアレルギー
（林 典子准教授）

昨今、食物アレルギーをもつ方が増えています。食物アレルギーの
疫学、症状、診断、アレルゲン（原因食物）の特徴、食物除去の考
え方、食物アレルギー患者を取り巻く社会的環境等について学習し
ます。
【参考書】食物アレルギーの栄養食事指導の手引き（食物アレルギ
ー研究会 (https://www.foodallergy.jp/)よりダウンロード可）

食品機能論
（中村 禎子教授）

食品の機能性の探索や機能性を具備した食品開発は、我が国のみな
らず国際的にも関心が高い分野です。食品の機能性はその安全性を
同時に考える必要があります。本講義では、具体的な実験データな
どを提示して食品の機能性と生活習慣病を中心とする疾病との関連
性を概説します。また、リスク分析を学び、食品の安全性と機能性
の理解を深め、自ら判断する力を身につけられるように学習します。
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食医学
（辻 典子教授）

私たちは「食べる」ことで生命と心身の健康を維持しており、近年
注目を集める腸内環境も、長年親しんだ食文化に応じて地域ごとに
形成される側面があります。個々人においては、ストレスなど生活
から誘発された腸内細菌叢と生体恒常性の乱れが、肥満、糖尿病、
認知症など多くの疾病とも関連する可能性が示されています。その
ような社会背景のもと、科学的根拠に基づいた食生活のデザイン、
それを可能とする様々な食材の開発やヘルスモニタリングの価値は
ますます高くなっており、本講座では日本食の利点も整理しつつ、
ひとりひとりにとって理想的な、また地域と地球にも優しい食とは
何かを考える構成とします。

表現活動（応用）
（狩野 浩二教授・
久保田 葉子准教授）

将来、小学校教員を目指す学生（1 年次）向けに開講します。前期の
「基礎」を未受講でも参加可能です。学生とともに、総合表現「か
たくりの花（横須賀薫作詞、梶山正人作曲、一莖書房）
」を練習し、
発表（地元小学校等）します。朗読や歌唱、身体表現の楽しさを味
わいます。教材はプリントして配布します。

日本文学史Ｃ
（小林 実教授）

明治から昭和にかけての小説を中心とする文学史を学びます。教科
書の内容を基本とし、さらに専門的な事柄を講義します。教養とし
て知っておきたい作家や作品を紹介しながら、それらの時代背景、
メディアの仕組み、文壇形成の条件など、
「文学史」を多角的に学ぶ
ことを目的としています。 【テキスト】
『原色 新日本文学史（増補
版）』文英堂

日本語学研究Ａ
（星野 祐子准教授）

日本語を母語としない方に日本語を教えるための文法知識を身につ
けます。多くの問題を解き、日本語の様々な文法事項について、そ
の法則を理解していきましょう。また、学校で学んだ「国文法」と
の違いも考えていきます。テキストは『考えて、解いて、学ぶ日本
語教育の文法』
（スリーエーネットワーク）を使います。
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東都大学
と う と だいがく

東都大学
１ 講座名・定員など
（１）授業科目
科

目

名

地域と食

実施時期

曜
日

授業時間

定員

10/4-1/24

火

13：15-14：45

各科目
若干名

（２）場所 東都大学深谷キャンパス
・JR 高崎線「深谷」駅より徒歩 20 分
・市内循環バスくるリン・深谷駅北口発西循環便 「アリオ深谷」下車
・隣接する「アリオ深谷」との無料協働シャトルバス利用の場合
JR 高崎線「深谷駅」南口⇔アリオ深谷停車場。所要時間は約 10 分
・お車でお越しの場合、関越自動車道・花園 I.C.から約 20 分

２ 受講料等
（１）受講料 1 科目（半期）につき 10,000 円
（２）その他

教科書等の教材は自己負担によりご用意していただきます。

３ 受講の申込み
（１） 申込期限 令和 4 年 8 月 15 日（月）(消印有効)
（２）申込先
〒366-0052 埼玉県深谷市上柴町西 4-2-11
東都大学 学生課
電 話 048-574-2500

42

東都大学

（３）申込方法
Ａ4 用紙に以下の事項を記載の上、郵送でお申込みください。
※郵送のみ受け付けております。その他のお申込み方法では受け付け
不可となりますのでご注意下さい。
① 「大学の開放授業講座受講申込」
② 郵便番号・住所
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ふりがな

氏名
年齢（令和 4 年 4 月１日現在）、性別
電話番号
メールアドレス
受講希望科目（何科目でも可）
受講希望理由（400 字程度）

（４）選抜方法
申込受付後、面接により受講の可否を決定します。
定員を超える申し込みがあった場合には、抽選を行います。
※受講の可否および受講決定科目は申込者全員にお知らせします。
（５）その他
・一旦納入された受講料につきましては、お返しすることができませんの
で、あらかじめご了承ください。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、オンライン上で
受講頂くかたちとなる可能性もございます。
４

授業科目の概要

地域と食
（宮下ひろみ）

我が国は、地勢や自然の豊かさに加え歴史的かつ
文化的な影響のもと、各地域で特有の食文化を生
むこととなる。本講義では、各地域の郷土料理や
和食として親しまれてきたものへの理解と、これ
らが次世代へ継承されるべく方策について考察
する。また、各地域の活性化を担う地場農産物の
実態について述べることとする。さらには，外国
の食文化を紹介し，我が国のそれとの相違点や共
通点の比較を行う。
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にっぽんこうぎょうだいがく

日本工業大学
１ 講座名・キャンパス
(1) 講座名
科目名
電気電子通信工学の基礎Ⅱ
西洋建築史

実施時期
秋学期
(令和 4 年 9 月～
令和 5 年 1 月)

曜日
月

時限
4限

金

1限

授業時間
公開定員
15：10～16：50 10 名
9：00～10：40

10 名

ライフスタイルと住空間
金
1限
9：00～10：40 10 名
＊この実施予定は 6 月 20 日現在のものです。コロナ感染症の状況や諸般の事情により、
変更や中止になる場合もありますので、ご了承ください。
＊本学の上記講座のお申し込みにあたっては、本学生涯学習センターホームページ
（http://www.nit.ac.jp/center/cooperation/life.html）に掲載する「令和 4 年度秋学
期要項」を熟読のうえ、お申し込みください。
(2) キャンパス（日本工業大学埼玉キャンパス）

東武動物公園駅西口より、徒歩 14 分、スクールバス 5 分。
ＪＲ宇都宮線・新白岡駅東口より、スクールバス 12 分。

２

＊スクールバス料金：100 円/

受講料・テキスト

(1）受講料 ： 1 科目につき 10,000 円
(2) その他 ： 教科書等の教材は自己負担によりご用意いただきます（書名、購入方法等は
別途 ご案内します）
。
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３

各科目の概要及び担当教員
科目名（担当）

授業科目の概要

本科目は，春学期に開講された電気電子通信工学の基礎Ⅰと同様に電気
電子通信工学科で学習する専門科目について，幅広くオムニバス形式で
学習する科目です．
本科目では，
「抵抗やコンデンサ，インダクタ，集積回路などの電気電
電気電子通信工学の基礎Ⅱ 子部品」
，
「マイクロコンピュータやその周辺機器」
，
「電波の性質やその
応用」
，
「音や画像などに利用されるディジタル信号やその変換方法」
，
，
「放電現象や絶縁材の
(電気電子通信工学科教員）「工学分野において広く利用される最適化手法」
特徴などの高電圧分野」
，
「音響学」などをテーマに，基礎的な内容や最
新のトピックを各分野の専門教員が講義します．
2 回を 1 テーマとして，1 回目に講義，2 回目に理解度テストを行いま
す．

西洋建築史
（西本 真一 教授）

古代エジプトも含めた紀元前 3000 年ほどから近代までの、およそ
5000 年間にわたる西洋建築の流れを通覧しようとする授業である。
建築史の流れは決して単純ではなく、何百年も前の時代の様式を真似
したり、あるいはその模範を歪めることで新しい表現を試みたりする。
ミケランジェロと言えば有名であるから、何となく美しい建築を設計
した人であろうという印象を持ちやすいが、彼はそれまでの「建築の文
法」を一部分、わざと欠落させたり、あるいは大きさやかたちを歪ませ
たりして新たな表現を求めた典型的な作家であり、
「悪い冗談としか思
えない」とも評された。全般的に多数のスライドを用い、代表的な建物
を紹介する。

ディンクスやディアルライフ、SOHO やコレクティブハウジングなど、
現代におけるライフスタイルと、それを反映した住居のかたちは多様化
ライフスタイルと住空間 している。さらに世界に目を向けると、自然(気候・風土)や文化(民族・
歴史)の違いによって、多様な住様式を見ることができる。本科目では
生活環境としての住空間の広がりに触れるとともに、社会的・文化的文
(勝木 祐仁 准教授）
脈を通して空間のしくみを理解することを目的とする。各回ごとにテー
マを挙げ、プリント、スライドを用いて解説する。
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４

受講の申込み

(1) 申込期限 令和 4 年 8 月 30 日（火）（消印有効）
(2) 申込先
日本工業大学 生涯学習センター
〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台 4-1
電話 : 0480-34-4111（内線 2273）
（職員在席時間：月曜日と水曜日の 9:00～16:00）
FAX : 0480-33-7517
E-mail: shougai@nit.ac.jp
(3) 申込方法
以下の事項をご記入のうえ、E-mail、はがき、または FAX でお申込みください（電話
での受付はしておりません）。
① 〒住所
② 氏名（ふりがな）
③ 年齢
④ 性別
⑤ 電話番号
⑥ 受講希望科目（複数科目の選択可）
(4) 受講手続
受講お申込を確認後、本学生涯学習センターより通知書を送付いたします。
この通知書を熟読のうえ、所定の期日までに受講料の振込み等、受講手続きを行って
ください。
(5) 新型コロナウイルスへの対応について
本学では各科目の開講にあたり、対面授業を原則として実施いたします。
キャンパス内では、教室の机の抗菌コーティング、アクリル板の設置、各所に非接触
体温計やアルコール消毒液の設置等の対策をしています。また、学生や教職員一人ひ
とりがマスク着用、手洗い・消毒等の手指衛生など、基本的な感染対策に取り組んで
おります。
受講を希望する方は、これら本学が定める感染対策にご協力ください。
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しゅく とく だ い が く

淑徳大学
１ 講座名・定員など
（１） 授業科目
科 目 名

担当教員

開講曜日

開講時限

岩村 沢也

水

5限

佐原 太一郎

木

1限

世界遺産研究

黒羽 義典

木

1限

世界動向と国際貢献

岩村 沢也

木

2限

人間の心理と行動

駒﨑 久明

木

4限

多文化と異文化理解
広告論

定員

若干名

＜開講時限について＞
1 限： 9 時 00 分～10 時 30 分
2 限：10 時 40 分～12 時 10 分
3 限：13 時 00 分～14 時 30 分
4 限：14 時 40 分～16 時 10 分
5 限：16 時 20 分～17 時 50 分
※後期授業は 9 月 9 日（金）から開始致します。
※各科目とも授業は１５回の予定です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、受け入れ中止となる可能性があります。
※受講人数により開講しない場合がございます。
※大学の方針により、授業の受講方法は対面を基本としますが、新型コロナウイルスの感染拡
大状況によっては、授業の一部をオンラインでの授業に切り替えます。その際はご自宅等で
の受講になりますので、インターネット通信環境・インターネットに接続可能な端末等が必要
になります。（通信料等は受講者負担）
（２） 場所
◆淑徳大学 埼玉キャンパス
（車での通学はできません）
【スクールバスのご案内】
東武東上線みずほ台駅から
約 10 分
ＪＲ武蔵野線東所沢駅から
約 20 分
※スクールバスはいずれも無料
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２ 受講料等
（１）受講料

1 科目 5,000 円 （2 科目まで受講可）
※一旦納入された受講料につきましては、原則として返金は致しません。

（２）その他

教科書等の教材は自己負担によりご用意していただきます。

３ 受講の申込み
（１）申込期限

令和 4 年 8 月 15 日（月）

（２）申込先

〒354-8510 埼玉県入間郡三芳町藤久保 1150-1
淑徳大学埼玉キャンパス 学事部教務担当
TEL
049-274-1511（平日：9：00～16：30）
E-mail kyomu@u.shukutoku.ac.jp
※8/8（月）～8/12（金）は事務局夏期休暇のためお問い合わせ等は対応できかねますの
でご了承ください。

（３）申込方法

E-mail のみの受付になります。以下の事項を漏れのないよう記入のうえ、
お申込みください。
※E-mail 以外でのお申込み方法では受付不可となりますのでご注意ください。

① 郵便番号・住所
ふりがな

②
③
④
⑤
⑥
⑦

氏名
生年月日・年齢（令和 4 年 4 月 1 日現在）
性別
電話番号
メールアドレス
受講希望科目（希望順に 2 科目まで）

（４）その他
① 受講者多数の場合の対応
定員を超える申込みがあった場合は、抽選により受講者を決定します。
※受講の可否および受講決定科目は申込者全員にお知らせいたします。
② 受講前のご案内資料について
8 月下旬頃に、受講前のご案内資料をご送付いたします。
③ 胸部 X 線結果の提出について
大学では多くの学生、教職員がおりますので、学校感染症の予防、そして蔓延を防ぐ
ため、結核検診が必要と定められています。詳細については 8 月下旬に送付予定の資
料にてご案内いたします。
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④ 新型コロナウイルスへの対応について
キャンパス内では、検温所の設置及び各所にアルコール消毒液の設置等の対策をし
ています。また学生や教職員一人ひとりがマスクの着用、手洗い、消毒等の基本的な感
染対策に取り組んでおり、ワクチン接種についても推奨しております。
受講を希望する方はこれら本学が定める感染対策にご協力をお願いいたします。

４ 授業科目の概要及び担当教員
本年度は世界の民族・言語・宗教分布、アラブ世界とユダヤ民族、世界の民族衣装を
多文化と異文化理解

学んだ後に、世界が注目する日本文化の動向(日本の浮世絵がヨーロッパに与えた影

(岩村 沢也)

響、日本のマンガ・アニメの魅力と世界的進出、和食、合気道を中心にした日本の武道
の種類と特徴)、世界に発信している小さな国々の影響力ある文化（スコットランド・アイ
ルランドのファッション・ダンス・音楽・東欧の民族舞踊）について学んでいきます。
広告の基礎知識を修得し、マーケティングの視点から広告の役割を理解することを目

広告論

的として講義をします。広告は企業のマーケティング活動をコミュニケーションの側面か

(佐原 太一郎)

ら支援する主要素とされています。本講義では、広告主の立場での広告管理的なアプ
ローチを主たる内容としながらも、幅広い視野に立ち、事例を交えながら広告の基本的
な概念や分析枠組みについて解説します。
世界遺産は人類にとって普遍的な価値をもった優れた資源であり、未来に引き継ぐべ

世界遺産研究

き資産だと言えます。本講義では多くの観光客を惹きつける観光資源としての側面に

（黒羽 義典）

注目し、世界遺産の考え方や制度、具体的事例と取り上げつつ、観光資源の保存と活
用、観光地の魅力づくり、観光が地域に及ぼす正負両面の影響について考えます。
国際関係研究の諸分野、国家成立の要件、国際法の性格、政治体制の比較を学んだ

世界動向と国際貢献

後、日本の周辺の米中露韓の政治経済社会外交の動向、日本の領土問題、日本の主

（岩村 沢也）

権の制限について学びます。国際関係の入門コースですが、日本の立場のみを主張
するのではなく、相手側の事情を学ぶことの必要性を学んでいきます。
前半は人間行動の基礎になる意思決定・判断の仕組みについて、主に認知心理学上

人間の心理と行動

の知見を紹介し、概説します。そして後半はもう一つの立場、行動分析学の立場を紹

（駒﨑 久明）

介し、概説します。前者は「我々は自分の行動を自分の意思で選択し、決定する」という
立場で、後者は「我々は自分の行動を自分の意思だけではコントロールできない」とい
う立場です。二つの考え方を対比しながら自分たちの行動を振り返ってみましょう。
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むさしがおか た ん き だいがく

武蔵丘短期大学
１

講座名・定員など

（１）授業科目
科

目

名

英語コミュニケーション１

ホ テ ル 接 客 英 会 話

実施
時期
後期

後期

曜日

時限

授業時間

定員

2

11:00～12:30

若干名

3

13:20～14:50

若干名

2

11:00～12:30

若干名

水曜

木曜

※授業は 15 回の予定です。令和 4 年 9 月 28 日（水）、29 日（木）から開始します。
※英語コミュニケーション１は 2 時限目又は 3 時限目のどちらかを選択してください。
受講者の都合により時限を変更することはできません。
（２）場所
武蔵丘短期大学
東武東上線東松山駅、東口 3 番バス乗り場から「免許センター」行きまたは
「鴻巣駅」行きバスで７分（川越観光バス・有料）
または JR 鴻巣駅、西口バス乗り場から「東松山駅」行きバスで約 20 分（川越観
光バス・有料）または自家用車（駐車場有り・無料）

２

受講料等

（１）受講料
（２）その他

１科目（半期）につき 10,000 円（初講日に徴収）
。
教科書等の教材は自己負担によりご用意していただきます。
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３

受講の申込み

（１）申込期限 令和 4 年 9 月 9 日（金）
（必着）
（２）申込先
〒355-0154 埼玉県比企郡吉見町南吉見 111-1
武蔵丘短期大学 教務課
電 話 0493‐54‐5101㈹
ＦＡＸ 0493‐54‐6756
（３）申込方法
はがき又は FAX にて以下の事項をもれなく記入の上、お申し込みください。
（１）郵便番号、住所
ふりがな

（２）氏 名
（３）性別
（４）生年月日、年齢（令和 4 年 4 月 1 日現在）
（５）電話番号
（６）受講希望科目名、曜日、時限
（４）選抜方法
定員を超える申込みがあった場合は、抽選により受講者を決定します。
（５）その他
受講許可については 9 月 20 日前後にお知らせいたします。申し込み後に、都合に
より受講できなくなった場合は早めにご連絡ください。受講ができなくなった場合、
受講料等はいただきません。ただし、一旦納入された受講料につきましては、お返し
することはできませんので、予めご了承ください。

４

各授業科目の概要及び担当教員

英語コミュニケーション１
（植松 大介）

日常生活の中での英語の役割を理解すると同時に、英語が身近
な道具であることを学ぶ。さらに基本的な表現やフレーズを反復
練習することにより、日本と英語圏の文化や、自分の欲求を満た
すための簡単でシンプルな英語コミュニケーションの技術を習得
することを目標とする。

ホ テ ル 接 客 英 会 話
（植松 大介）

現場で役に立つ基本的な接客英語の表現やフレーズの習得と運
用能力を講義と演習によって養う。英語での接客に必要な基本的
な文法力・語彙力および接客技法を身に付けるために、ロールプ
レイングを通して学ぶ。受講者は「英語コミュニケーション１」
を受講している者が望ましい。
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に ほ ん しゃかいじぎょうだいがく

日本社会事業大学
1

講座名・定員など

（１）授業科目
科

目 名

実施時期

曜日

時限

授業時間

後期
（9～1 月）

木

2

10:40～12:10

金

2

10:40～12:10

9/14(水)～
2023/1/30(月)

金

3

13:00～14:30

金

4

14:40～16:10

スクールソーシャルワーク
ソーシャルワークの基盤と専門職Ⅱ
子ども家庭福祉論Ⅱ
障害者福祉論Ⅱ

定員

若干名

（２）場所
日本社会事業大学
東京都清瀬市竹丘 3-1-30
（西武池袋線「清瀬」駅下車 清瀬駅南口バスターミナルより「下里団地行」又は「花小金井駅
行（下里団地経由）
」
「滝山営業所行」で「社会事業大学前」下車すぐ）
※車での通学はできません。

２

受講料等

（１）受講料 １科目につき 7,500 円
（２）その他 教科書等の教材は自己負担でご用意いただきます。

３

受講の申込み

（１）申込期限 令和 4 年 8 月 31 日(水)
（２）申込先
〒204－8555
東京都清瀬市竹丘 3-1-30
日本社会事業大学 大学教務課 開放授業講座係
電 話：042-496-3107 ＦＡＸ：042-496-3101
E-mail：gakubu2020@jcsw.ac.jp
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日本社会事業大学
（３）申込方法
E-mail により、以下の事項をもれなくご記入の上、お申込みください。
①住所
②氏名（フリガナ）
③年齢（令和 4 年 4 月 1 日時点）
④電話番号
⑤受講希望科目（何科目でも可）
（４）選抜方法
定員を超える申込みがあった場合は、抽選により受講者を決定します。
受講の可否、受講決定科目は申込者全員にお知らせします。
（５）その他
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によって、対面授業とオンラインの併用、全てオンラ
インによる授業実施となる可能性がございます。
（例：Zoom、課題提示）
その場合、大学ではなくご自宅等において、パソコン等を用いて受講していただくことになりま
す。
※インターネット通信環境に関するサポート及び、端末の貸し出しはございませんので、ご注意
ください。

４

各授業科目の概要及び担当教員
科

目

名

概 要
いじめ、不登校、発達障がい、教育の格差拡大などと表現される課題に、
現代の子どもは直面している。学齢期の子どもには従来から教育職が学校
教育の中で向かい合ってきた。そして、近年ではスクールカウンセラーな
ど心理職の活用によって対応がなされてきている。では、社会福祉の専門
職はこれらの課題にどう対面していくことができるであろうか。その一つ

スクールソーシャルワーク
(内田

宏明准教授)

の模索としてスクールソーシャルワークが注目を集めている。
本講義においては、このスクールソーシャルワークをメインテーマとし
て掲げつつ、福祉と教育の重なり合い（学校福祉）について探求していき
たい。その探求の中で必然的に主体である子どもの権利が浮かび上がって
くる。「子どもの権利」とは何か、その支援のために具体的にどのような
方法で実践するのかを明確にしていきたい。また、近年大きな課題となっ
ている子どもの貧困についても理解を深める。
ソーシャルワークの共通基盤となる価値・知識と技術の関係性について概

ソーシャルワークの基盤と
専門職Ⅱ
（木戸

宜子教授）

子ども家庭福祉論Ⅱ
(有村

大士准教授）

障害者福祉論Ⅱ
（蒲生
（贄川

俊宏教授）
信幸准教授）

観する。事例をとおして理念・原理原則・倫理などの価値、また支援のあり
方について学ぶ。自らのこれまでの人生の経験や生活に近づけ、自己の価値
観とも向き合いながらソーシャルワークの価値の習得を目指す。
子ども家庭福祉にまつわる課題について検討し、ディスカッションを通じ
て議論を深める。現在、そしてこれからの支援に必要な視点を得る。
出生から高齢期に至るライフステージに沿いながら、障害児・者福祉、特
別支援教育実践のリアリティーの共有化を図り、基礎知識の習得とともに実
践上の論点を整理していきます。
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大学別・科目別一覧表
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大学別・科目別一覧表
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年間約７００人の方々に受講していただき好評を得ています

皆様の御参加お待ちしています

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

【受講者の声】

【受講者の声】
・受け身だけの授業だけではなく、

・もう一度、受講する緊張感があり新鮮でした。

非常に充実した内容でした。

・興味がある分野だったので大学に通っている

ようで楽しかった。
・対面での授業は集中力があがり良かった。

埼玉県福祉部高齢者福祉課

