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【出張模擬授業】のご案内
‐静岡福祉大学‐
１．趣旨
本学の教員が貴校にお伺いし、ご希望のテーマに基づいて模擬授業をいたします。
高校生の皆様の進路決定において、少しでもお役に立てられるよう企画いたしました。
ぜひ、ご利用くださいますよう、ご案内いたします。
２．対象
貴校在校生
３．講師
静岡福祉大学 各教員
４．貴校への依頼事項
○日程については、事前に調整させていただき、決定いたします。
（希望日時については、できましたら第３希望までお願いします）
○提案メニュー以外でも、ご希望のテーマ・内容がありましたら、遠慮なくご相談く
ださい。
○事情によっては、ご希望に添えない場合もありますので、予めご了解ください。
○出張授業形式だけではなく、大学見学を兼ねて本学を会場とする事もできますので、
ご相談ください。
５．申込方法
「出張模擬授業申込書」に必要事項をご記入の上、 ＦＡＸでお申し込み下さい。
電話での直接申込もお受けします。
６．その他
原則として、交通費を含め、講師派遣、講義に関わる費用は無料です。

問合せ先
連絡先

〒425-8611 焼津市本中根５４９番１

担

静岡福祉大学 入試・広報課

当

担当

山岸、永島、近藤、井出、増田

ＴＥＬ

０５４－６２３－７４５１

E-mail

kouhou@suw.ac.jp

ＵＲＬ

http://www.suw.ac.jp

ＦＡＸ ０５４－６２３－７４５３

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【人物に学ぶ近代福祉の歩み】
福祉

現代の福祉問題の原点となる近代福祉の歴史を、福祉に関わった人物を
中心にたどります。代表的人物としては、石井十次、矢島楫子、石井筆
子、井深八重、岩橋武夫、田内千鶴子などがいますが、そうした人々が
生きた時代を考えながら、行ったことの意味を考えます。

特になし

小田部

雄次

日本近代史

【「社会保障」人生ゲーム】
「あなたの前途には、およそ４０年の労働の人生が待っています。きっ
と、自分自身の子どものいる家庭をもって・・・。５０年たてば、あな
たは年金者です。」スウェーデンの中学社会の教科書にはこう書いてあ
ります。「スウェーデンで成長し、生活し、働き、老人になるとはどう
いうことでしょう。人々が可能な限り幸せであるために、社会は何をし
てくれているでしょう。子どもや家族のために、病人や障がい者のため
に、失業者や老人のために、何が用意されているでしょう。」
スウェーデンを日本、あるいは静岡に置き換えて、私たちの社会と人
生・社会保障の働きについて人生ゲームをとおして学び、考えてみま
す。

グループワーク
（4～5人）ができる
配置

【バラク・オバマのソーシャルワーク】

福祉

第44代アメリカ合衆国大統領バラク・オバマは、20歳代前半、シカゴ南
部の貧困地域「タウン」で「コミュニティ・オーガナイザー」として働
きました。コミュニティの住民が自らの力で社会問題（雇用や犯罪、青
少年の薬物など）の解決に取り組むことを助けるソーシャルワーカー
だったのです。
若きオバマがなぜシカゴに来たのか、それはどんな仕事だったのか、何
に悩み、何を学んだのか、それが後の政治の世界にどのように生かされ
ることになったのか、また、地域社会の問題と専門職としてのソーシャ
ルワーカーの役割について考えます。

プロジェクター
スクリーン
グループワーク
（4～5人）ができる
配置

西尾

敦史

現代社会と福祉

【ルーズベルト大統領夫人・エレノアへの手紙】
世界大恐慌時代、合衆国大統領夫人、エレノア・ルーズベルトのもとに
子ども、十代の青少年から衣服、金銭、その他の直接的な援助を求める
多くの手紙が届きました。手紙は、当時の人びとの経済生活の状態、家
族の苦境、子どもたちの価値観などを映し出す貴重な証言となっていま
す。これらの手紙を題材として、人びとの生活と福祉行政（たとえば、
困ったときに誰に手紙を書いて訴えるか等）、ジェンダーの違い、民主
主義的な政治の回路（人びとと政策との関係）をめぐって、時代を超え
て、また日米の社会文化的な違いに着目しながら考えます。

プロジェクター
スクリーン
グループワーク
（4～5人）ができる
配置

【コミュニケーションのふしぎ、傾聴のひみつ】
人間どうしのコミュニケーションのあり方が複雑になり、変化してきま
した。言葉によるコミュニケーションがあり、言葉以外の（非言語）コ
ミュニケーションがあります。対人コミュニケーションが難しいのは今
も昔も変わりません。公的な領域におけるフォーマルなコミュニケー
ションがあり、私的で親密なコミュニケーションがあり、その間で悩ん
でしまうことがよくあります。
授業ではさまざまなコミュニケーション体験をとおして、コミュニケー
ションのふしぎな力を経験します。また、「聴く力」を高めていくため
に、傾聴の初歩のトレーニングに取り組みます。

プロジェクター
スクリーン
グループワーク
（4～5人）ができる
配置

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【“ソーシャルワーカー”という仕事】
ソーシャルワーカーはどこでどんな仕事をしているのでしょうか。ま
た、どんな視点で人間や社会を見ているのでしょうか。この授業では、
ソーシャルワーカーの仕事の内容やその魅力、どうしたらソーシャル
ワーカーになれるのか、どんな人が向いているのか等をわかりやすくお
話しします。また、社会福祉について学ぶことのおもしろさや進路選択
のヒントになるようなアドバイスをします。
福祉

プロジェクター
スクリーン

安留

【よい面接・悪い面接】
‐ ソーシャルワーカーの実際の面接場面を
見て考えよう ‐
あなたが悩みや問題を抱えた時、どんな相手なら相談してみようと思え
ますか？ あるいは、こんな人には相談したくないという相手は、どん
な人でしょうか？ソーシャルワーカーは「面接」を通して、援助を求め
る人（クライエント）の抱える悩みや問題を聴き、理解し、いっしょに
なって問題解決を図ります。ソーシャルワーカーの面接場面を映像で見
ながら、「よい面接」の特徴は何か、いっしょに考えましょう。

孝子

社会福祉学

プロジェクター
スクリーン
ビデオデッキ

【ソーシャル・スキルズ・トレーニング(SST)を体験しよう】

福祉

日々の生活で友人や先生、家族との関わり方、コミュニケーションの取
り方で悩むこと、もっと上手に出来たら良いことはありませんか？ソー
シャル・スキルズ・トレーニング(SST)は認知行動療法の手法を用いて皆
さん一人一人の日々の人との関わりを練習し、リハーサルを行うもので
す。SSTでは、参加者それぞれが練習したいテーマを出し、皆さんと協力
して練習することで、もっと楽に楽しく生活を送れる様になることを目
指します。

ホワイトボード
ホワイトボードマーカー
(黒、赤、青)
イレイサー
参加者の名札
Ａ1サイズのポスター
3枚が貼れる場所
人数は5～8名程度まで

飛田

義幸

精神保健福祉

【相談援助における自己覚知】
－相談援助において自分を知ることの大切さ－

福祉

社会福祉の専門職である社会福祉士は、相談援助をおこなう上で自分
を知ることである「自己覚知」が大切であるとされています。その理由
として、社会福祉士がおこなう相談援助が人の人生に大きく関わるもの
だからです。つまり、社会福祉士の価値観で支援を必要としている人の
人生を図ることがないよう自己覚知が求められているのです。あなた
は、どのような人なのか授業を通してみつめてみましょう。

小林
特になし

哲也

高齢者福祉
介護保険制度

【人を援助することの意味】

社会福祉

人を援助するとき、次のような疑問が出る。
1. 何で人を援助しなければならないのか？
2. どのように援助すればよいのか？
3. それで本当に援助になるのか？
このような疑問に対して、その方法と問題点に関して考える。
例えば、人間は動物のなかで一番未熟な状態で生まれる。そのために一
人で生きられるようになるまで3年以上かかる。これは、人間は直立二足
歩行することによって、知能が発達し脳が大きくなったためである。
従って、全ての人々は援助を受けながら生きているので、援助を受ける
のも当たり前であり、援助をするのも当たり前であると感じる。
人を援助するには、どのように援助すればよいのか？それには人が欲し
いことをタイミングよく提供することである。
そのために、まず何を欲しがっているかを把握することである。その方
法は、相手に聞くことである。いわばコミュニケーションである。この
ような内容を、事例を提示しながら共に考える。

張
特になし

昌鎬

社会福祉
ケアマネジメント

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【認知症予防とユニバーサルデザインクッキング】
調理活動が認知症の予防に効果があることが明らかとなってきていま
す。台所設備や調理器具等の「ユニバーサルデザイン」製品を活用し、
調理活動を楽しみながら、日常生活に必要な調理技能を習得する方法や
その支援方法について、講義と簡単な実技で学びませんか。誰もが楽し
める「ユニバーサル・クッキング」を福祉教育の視点から検討すること
で、食生活の自立支援やＱＯＬ向上をもたらす方法を一緒に考えてみま
しょう。
（関連履歴：焼津市健康・食育推進計画策定委員会副委員長）

プロジェクター
スクリーン
調理実習室
調理器具を展示する
長机１～２台
メニューに合った食器等

【ユニバーサルデザイン・フードについて考えよう】

社会福祉

食は私たちの人生の中で、心身の健康増進だけでなく、生きがいや生活
文化の創造など、大きな意義を持つものです。これからの高齢社会にお
いて、全ての人がいつまでも楽しく、美味しく、健康増進につながる食
生活を送るために「ユニバーサル・フード」という考え方が広がってい
ます。あなたにとって、ユニバーサル・フードがどのような意味をもつ
ものなのか、この授業を通じて、一緒に考えてみましょう。
（関連履歴：前静岡県ユニバサールデザイン協議会委員）

プロジェクター
スクリーン
食品・調味料
調理器具を展示する
長机１～２台

田﨑

裕美

家政学

【高校生のための食生活と健康】
私たちの心身の健康は食生活によって、大きく左右されます。特に、成
長期にあり、受験勉強や部活などで忙しく、不規則になりがちな高校生
の皆さんにとって、食生活がどのような意味を持つのか、食生活チェッ
クをしながら、考えてみましょう。
（関連履歴：焼津市食育推進計画策定委員長）

プロジェクター
スクリーン

【社会福祉の仕事について】
社会福祉の仕事について、その分野の多様性や仕事内容の概要、近年の
福祉の仕事の需要等動向などについて説明するとともに、福祉の仕事の
魅力について分かりやすく説明する。

【社会福祉士と相談援助について】
社会福祉

社会福祉士とはどのような資格なのか。社会福祉士を取得することに
よってどのような業務を行えるのか等について、また、相談援助の魅力
についてわかりやすく説明する。

【地域福祉とボランティア】
社会福祉の主流といわれる地域福祉とは何なのかをわかりやすく説明す
る。また地域福祉活動のひとつでもあるボランティア活動についてもそ
の意味と考え方について説明する。

渡邊
ホワイトボード
マーカー

英勝

社会福祉学
地域福祉
ソーシャルワーク

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【働くことを支援するためには？】
少子高齢化や人口減少によって労働力が不足すると予想されており、今
後は働く人材の確保が大きな課題となっています。一方で、ブラック企
業や介護離職、非正規雇用の増加など働くことに関する課題は尽きませ
ん。
この講義では就職することや働き続けることが難しい人の支援について
考えます。
社会福祉

【他者を理解するためには？】
‐ 障がい体験に基づいた他者理解 ‐

鈴木
プロジェクター
スクリーン

政史

相談援助
障がい福祉
就労支援

福祉教育では障がい体験や高齢体験がよく行われていますが、私たちは
本当に障がいを持つ人や高齢者のことを理解できるのでしょうか？ 例え
ば、車椅子に乗ることで車椅子を操作する大変さはわかっても、車椅子
で生活する人の気持ちまでは理解するのが難しいこともあります。
この講義では障がい体験や演習を通して、障がいを持ちながら生活する
こと、他者を理解すること（聴く、受け止める、共感する）について考
えます。

【医療ソーシャルワーカーの仕事】
‐ 医療の現場で活躍する相談援助職 ‐

社会福祉

私たちは病気やけが、障がいを抱えると、「医療費・生活費の心配」
「入院生活の心配」「退院後の生活の心配」「仕事の心配」「介護の心
配」「病院のスタッフとの人間関係に困っている」「病気を受け止めら
れない」「誰に相談していいかわからない」等々、治療以外にも様々な
心配や不安に直面することがあります。そのような経済的・心理的・社
会的な困りごとに対して、医療の現場では、医療ソーシャルワーカーと
いう専門職が相談を受け、社会福祉の立場から問題解決の支援を行って
います。この講義では、病気やけが、障がいを抱えることによる患者や
家族への影響と、医療ソーシャルワーカーの関わりを通してその支援の
あり方について考えていきます。

プロジェクター
スクリーン
ＤＶＤデッキ

渡辺

央

社会福祉学

【障害者差別解消法って、知っていますか？】
だれもが障がいのある、なしで分け隔てられることなく、みんなが人格
と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現を目ざして、昨年（２
０１６年）４月１日より障害者差別解消法が施行されました。
会社や工場など働く場で、レストランやさまざまなお店で、そして、地
域社会で何が、どのように行われることを、この法律は定めているので
しょうか。障がいを理由とする不当な差別的取扱いになるような行為の
具体例や、さまざまなバリアを取り除くために必要で合理的な配慮とし
て考えられる好事例等を示しながら、共に考えましょう。

渡邉
プロジェクター
スクリーン

社会福祉

【相模原殺傷事件

新聞は何を伝えたか】

昨年（２０１６年）７月２６日未明、相模原市の知的障害者福祉施設で
起き、１９人が死亡し、２６人が重軽傷を負った未曾有の事件。犯行の
予兆があったのに、事件はなぜ起きたのか、なぜ防げなかったのか。新
聞各社は報道のあり方を求めて、匿名報道をどのように伝えたか。犯行
の動機と考えられるヘイトクライム（憎悪犯罪）を生んでいる、どのよ
うな社会のありようが問題なのか。・・・新聞６紙は事件とその後の経
過をどのように伝えたか。誰もが人格と個性を尊重し合う共生社会の実
現を目ざして、私たちが取り組むことを共に考えましょう。

明廣

特別支援
教育
障がい児者
福祉

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【心と体のアルコール依存症】
とても身近なアルコール。自動販売機の規制をしてもコンビニなどでい
つでも手軽に買えるものです。今は100円以下の「お酒」も存在します。
しかし、アルコールは一つの薬物であり、使い方によっては人の心と体
に多くの影響を及ぼします。アルコールの持つ魔力「酔い」を解説しな
がら、心と体の健康を害する原因と関連を説明いたします。

【依存症ってなぁに】
依存症には「ある物」例えばアルコールや薬物にハマるもの、「プロセ
ス（行為）」ギャンブルや買い物にハマるもの、「人」恋愛や人との関
係などにハマるものなどが存在します。そして、その総称をアディク
ション（嗜癖）といいます。
ここではどんな依存症があるのか、具体的に解説しハマるメカニズムや
依存症の持つ問題を一緒に考えてみたいと思っております。
精神保健
福祉

【精神障がい者の処遇の歴史】

プロジェクター
スクリーン

長坂

和則

精神保健福祉

精神科医療において、昭和30年代に向精神薬が導入されて約50年が経過
しようとしております。しかし、明治時代の処遇は家に座敷牢を作り私
宅監置が許されておりました。そして精神科病院への収容が主となり、
鎮静剤などが使用されておりました。
精神障がい者の処遇は差別偏見の前に「排除」の歴史があります。その
歴史と当時の処遇の歴史を振り返り、人権を考えてみたいと思います。

【依存症と子どもたちの問題】
依存症は本人が抱える問題ですが、その依存症の影響を子どもたちも受
けています。
家庭において起きている問題とは何か、子どもたちが家庭の問題をどう
切り抜けていくのか。子どもたちの心に焦点をあて、生きていくために
身につけた方法から、大人になって感じる「生きづらさ」…アダルト
チャイルドいわゆるＡＣについて解説いたします。

【精神保健福祉士ってなに？】
‐ 共感を体験しよう ‐
精神保健
福祉

わが国の精神疾患患者数は、平成23年には320万人を超え、国民の4人に1
人は生涯において何らかの精神疾患を罹患している現状が報告されてい
ます。まさしく、現代社会は心の時代です。その精神保健に携わる精神
保健福祉士の仕事の魅力について説明をし、精神保健福祉士に必要な共
感を体験します。

プロジェクター
スクリーン

大澤

郁美

精神保健福祉

【心理学ってどんなことを学ぶの】
‐ 心理学を学ぶ体験 ‐

心理学

一言で「医学」といっても、小児科、外科、内科というようにたくさん
の分野があります。「心理学」にもたくさんの研究分野があります。模
擬授業では、どのような研究が心理学で行われているかを解説します。
たとえば、臨床心理学とは、心の病を持った人を癒すことを目的とした
学問です。発達心理学とは、乳児期、青年期のように年齢を区切って研
究を行う学問です。なぜならそれぞれの時期に特有の心理現象があるか
らです。詳しくは当日の授業で。

石原
ＯＨＰ

治

認知心理学（記憶）
老年心理学

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

【介護をしている家族の心理】
‐ ストレスと生きがいの視点から ‐
心理学

認知症や在宅介護の現状に関する話とともに、これまでに研究されてき
た介護をしている家族の心理についてやさしく解説していきます。介護
を身近で経験している人もそうでない人も一緒に高齢者や介護者につい
て思いをめぐらせてみませんか？

担当教員名
〔専門分野〕
うつ き

梼木
プロジェクター
スクリーン
ＤＶＤデッキ

てる子

臨床心理学
高齢者心理学
社会心理学

【虐待を受けた子どもの発達とケア】
虐待を受けることで子どもには，アタッチメント(愛着)に関連する問題
とトラウマの問題が生じます。そういった子ども達の内面や行動面の理
解とともに，ケアの方法についての理解を促します。
プロジェクター
スクリーン

【いじめ・虐待・ＤＶによる心の傷】
心理学

徳山

いじめ・虐待・ＤＶといった繰り返される対人間のストレスは対処でき
ない場合に心の傷、つまり、トラウマとなり様々な症状を呈します。時
には自殺につながる場合もあります。これらの機序についての理解を促
します。

美知代

臨床心理学
臨床発達心理学

【対人関係作り・体験学習】
グループでの遊びや課題を用いてコミュニケーションや信頼関係など，
対人関係に関する内容を体験的に学習します。演習による学習方法のた
め，人数制限が必要となる場合があります。

特になし

【生きる意味を見つけるための心理学】
現代社会では、経済的・物質的には恵まれているにもかかわらず、精神
的な空しさや空虚感を訴える人が増加しています。生きる意味を見つけ
るための心理療法として、日本では『夜と霧』の著者として知られるフ
ランクルのロゴセラピーをご紹介します。
心理学

草野
特になし

【ひきこもりの心理と支援】

智洋

臨床心理学
実存心理学

全国で約70万人の人が「ひきこもり」状態にあると言われています。人
がひきこもり状態に陥りそこから回復していくまでの心理的変化のプロ
セスや、ひきこもり状態から脱却するために必要な支援、ひきこもりの
方への家族の対応の原則、などについてご紹介します。

【相手の良いところを見つけよう】
- 援助的な人間関係形成の基礎 児童福祉
相談援助

介護や相談など社会福祉の現場で行われる援助活動の多くは、人間が直
に接して行う対人援助の形態をとります。そのとき、援助を行う側から
プラスのメッセージを発信し、援助を必要としている人々と良好な人間
関係を形成することが必要です。そして、良好な人間関係を形成するた
めには、相手の良いところを見ようとする視点が不可欠なのです。良い
ところを探すことの難しさを体験した上で、相手の良いところを見つけ
るにはどうすればよいかを一緒に考えてみましょう。

一回の授業は40名以下で
（20名程度が望ましい）

相原

眞人

児童福祉
ソーシャルワーク

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【児童虐待と虐待する親の心理】
児童福祉
相談援助

子どもへの虐待がとまりません。現在も、毎日のようにテレビや新聞の
ニュースで報道されています。なぜ、子どもを虐待するようなことが起
きるのでしょう。そして、私たちはどうすればよいのでしょう。この授
業では、実際に起こった事件を手掛かりにしながら、児童虐待とは何
か、その背景には何があるのか、等を考えていきます。

プロジェクター
スクリーン

【高齢者、障がい者のための住環境】
‐ 40年後も住みやすい家ですか？ ‐
福祉情報

今、社会福祉士等の仕事の一つとして、福祉住環境コーディネータが注
目を浴びています。それは日本の住宅環境が高齢者に合っていないため
です。高齢者になるとどの様なことができなくなるのか、それに対して
住宅をどのように合わせていったらよいのかを学習します。

プロジェクター

安心・安全に生活することが当たり前の高齢者介護施設。しかし、そこ
には思いもよらぬ隠れた危険因子が存在しています。本授業ではそれら
危険因子を取り除き、事故を予防するリスクマネジメントの視点につい
て、演習を通して学んでいきます。

宏

福祉情報
福祉工学

谷
プロジェクター
スクリーン

眞人

児童福祉
ソーシャルワーク

岩井

【高齢者介護施設に潜む危険因子】
- チームワークとリスクマネジメント 介護

相原

功

介護福祉
介護労働

【介護福祉士の本当の仕事】

介護

介護福祉士は、「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を
もって、身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むの
に支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及
びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者」と定
められています。高齢者施設や在宅での介護福祉士としての経験をお話
も交えながら、介護福祉士の仕事について理解していただきたいと思い
ます。

プロジェクター
スクリーン

新井

恵子

介護福祉

【認知症の人とのかかわり】
認知症の方が300万人を超えていますが、今後も増加の傾向にあります。
高齢者施設で生活されている方々だけでなく、地域にもたくさんの方々
が生活しています。認知症の基礎知識から、正しいかかわり方を学び、
地域の一員として認知症の方を支える力を身につけましょう。

【介護場面におけるコミュニケーション】

坪井
介護

介護場面では、障がい者や高齢者がどのように思い、感じているかを理
解することは信頼関係を築くうえで基本になります。本授業では、障が
い者や高齢者のもっている感情の表現について考え、思いを受け止めて
いく方法について演習を通して学んでいきましょう。

特になし

一伸

介護福祉
障がい者介護

【あなたの暮らしの中にある「ユニバーサルデザイン」】
介護福祉
障がい者
介護

木下
私たちの暮らしの中には「ユニバーサルデザイン」の製品があふれてい
ます。「ユニバーサルデザイン」とはどのようなものなのかを説明した
うえで、「ユニバーサルデザイン」の製品にはどのようなものがあるの
かを、皆さんの自宅の場面ごとに探しながら学んでいきます。そして、
障がいを持っている人たちについても理解を深めていきます。

特になし

寿恵

介護福祉
障がい者介護

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【介護保険制度とケアマネジャーの仕事】
新聞やニュースで見たり聞いたりする「介護保険制度」とは、いったい
どのような制度なのか？高校生の皆さんにもぜひ知って頂けるように、
わかりやすく解説いたします。また、介護福祉分野の仕事（資格）の一
つである「ケアマネジャー」とは、どんな仕事をしている人なのか？介
護を必要とする人やご家族の方に対して、どのような役割を担っている
のか？などについて皆さんと共に学んでみたいと思います。
介護保険

大久保
特になし

功

介護福祉
介護保険

【介護保険制度と要介護認定】

「介護が必要な状態」というのはどのよう状態なのか？どのような仕組
みで「介護が必要」と判断されるのか？この授業では、介護保険制度に
おける「要介護認定」について、実際の認定調査の場面を再現しなが
ら、高齢者の体の動きや生活に必要な動作が低下している状況の判断な
どについて学んでいきます。

【感染予防】
-標準予防策：スタンダード・プリコーション感染とは、病気のもとになる細菌やウイルスが人のからだの中に入り込
んで、そこで増え続けることをいいいます。感染させない、感染しない
ためには、標準予防策を徹底することが大切です。
標準予防策（スタンダード・プリコーション）には手洗い、うがい、手
袋・マスクの使用などがあります。それらの効果的なやり方や使用方法
を一緒に体験しながら学びましょう。

プロジェクター
スクリーン
またはホワイトボード
（黒板）
手洗い及びうがいが
できる場所

【緊急時の対応】
-AED、背部叩打法、ハイムリック法-

看護学

救急蘇生は病気やけがにより、突然に心停止、あるいはこれに近い状態
になったときに命を守り救うための必要な知識と手技のことです。けが
人や急病人が発生した場合、その場に居合わせた人が速やかに応急手当
をおこなうことによりその命を守ることが可能になります。
AED（自動体外式除細動器）を用いた心肺蘇生や、背部を叩いたり腹部を
突き上げたりしながら気道に詰まった異物を除去する方法を一緒に体験
しながら学びましょう。

【バイタルサイン】
－体温、脈拍、呼吸、血圧－

本多

祥子

看護学
プロジェクター
スクリーン
またはホワイトボード
（黒板）
机と椅子が移動可能な
教室

バイタルサイン（vital signs）とは、文字どおり「生命（vital）徴候
（signs）」のことであり、生きている私たちが外に向けて発しているサ
インすべてが含まれます。バイタルサインは異常の早期発見のための重
要な観察項目です。一般には、体温、脈拍、呼吸、血圧を指します。
体温計、血圧計、聴診器、パルスオキシメーター（経皮酸素飽和度モニ
ター）などを実際に使用しながらバイタルサインの測定方法を学びま
しょう。

【ストレスのどこが問題か？】

運動生理

皆さんはストレスとはどういうことかご存知でしょうか。意外にストレ
スとは何か、わかっているようでわからないかもしれません。ストレス
は心臓病や脳血管疾患、そして腰痛に至るまで実に様々な病気と関連し
ていると言われています。どうしてストレスは様々な病気と関連付けて
考えられているのでしょうか。本講義では、ストレスとはどういうこと
か定義し、それと病気の関係について詳しく解説したいと思っていま
す。

プロジェクター
スクリーン
動きやすい格好

齋藤

剛

運動生理

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【運動とメンタルヘルス】

運動生理

誰しも軽く汗ばむくらいの運動をした後の爽快感を体験したことはある
のではないでしょうか。実は、運動は科学的にも不安や抑うつといった
ネガティブな感情を抑制し、快感情を高めることがわかっています。一
方で、同じ運動でも好き嫌いがあり、嫌いな人がやると不快になること
がありますし、またやりすぎてオーバートレーニングになり、抑うつ状
態になることがあります。その背景には一体何があるのでしょうか。本
講義では、運動と脳の関係から、運動がメンタルヘルスに及ぼす影響に
ついて考えたいと思っています。

プロジェクター
スクリーン
動きやすい格好

齋藤

剛

運動生理

【健康とスポーツ】
- 脂肪１キロ落とすための運動量は？ 肥満と生活習慣病についての理解と、運動強度を示す指標である
「メッツ」を用いて、各種スポーツにおけるエネルギー消費量から、体
重減少に必要な運動量を算出する方法について講義を行う。
健康
スポーツ

【動作分析法入門】

太田
プロジェクター
スクリーン

洋一

健康
スポーツ

スポーツや運動のパフォーマンスを測定する手法として身体の動きを
数値化する「動作分析法」があります。本講義では、連続写真とトレー
ス用紙を用いて、運動フォームの作成と身体の移動距離や移動速度の算
出手法を学びます。

【食育を通して、保育を考えてみよう】
幼児教育
保育

食育の視点から、幼児期の子どもの健全な発達について考える授業で
す。どのような活動があるのかを理解し、実際に体験していただくこと
で、食育の意義を学ぶことができます。保育士や幼稚園教諭など、幼児
教育に興味がある高校生が進路を考える機会となります。
（関連履歴：焼津市食育推進計画策定委員長 静岡県中部保健センター
保育士・幼稚園教諭のための食育講座講師）

プロジェクター
スクリーン

田﨑

裕美

家政学

【絵本を通して「保育」について考えよう】
幼児教育
保育

保育とは、子どもの「育ち」を「保つ」営みだと言うことができます。
子どもの育ちには、多くの人やものがかかわります。中でもおとな（文
字通り、大きい人）は、小さく弱い子どもが育つために、欠かせない存
在です。子どもの育ちを支え、保つおとなの在り方とはどのようなもの
でしょうか。絵本を通じて考えてみましょう。

プロジェクター
スクリーン

山下

紗織

保育学
児童文化

【親子の愛着（アタッチメント）と子どもの自己観・他者観】
幼児教育
保育

「自分は愛される価値がある」といった自己観や「他者は信頼に値す
る」といった他者観は、親子の関係性（親子の愛着）と関連があるとさ
れています。心理学の中でも有名な愛着（アタッチメント）理論を学
び、自己理解につなげてみませんか？

パソコン
プロジェクター
スクリーン

上野

永子

子どもの心理

【保育者の「ユーモア感覚」を考えてみましょう】
幼児教育
保育

保育・教育の分野では、子どもたちと笑顔を共有するコミュニケーショ
ンが大切だと考えます。それには、大人側の「心のゆとり」「遊び心」
「想像力」などが前提になります。表面的な笑いよりも、人間性あふれ
る「ユーモア」がポイントになります。具体的な事例について、クイズ
形式などで、「ユーモアの感覚」を体験的に学ぶ機会にしたいと思いま
す。

プロジェクター
スクリーン

橘田

重男

教育学

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

【コードネームって何物？】
‐ コードネーム入門 ‐
幼児教育
保育

楽譜に「Ｆ」とか「Ａm」とか書いてあるのを見たことがありますか？そ
れが「コードネーム」です。「コードネーム」を知っていると伴奏を弾
きやすくアレンジすることができます。子どもの歌を使って「コード
ネーム」を学びましょう。

高等学校へのお願い

音楽室（ピアノ使用）
五線が書いてある黒板
またはホワイトボード
があれば望ましい

担当教員名
〔専門分野〕

丸尾

真紀子

音楽（ピアノ）

【歌って・踊って表現遊び】
‐ 表現ってなに?! ‐
幼児教育
保育

‘表現’と言われると、なんとなく難しいと思ってしまいませんか？決
して大それたことではありません。表現にはたくさん方法があります…
音楽・造形・身体・言語・演劇等々…。今日は色々表現して遊んでみま
しょう！
Let's express!!

【切り紙による四季の表現】
幼児教育
保育

季節のうつろいや、四季の行事をもっと楽しむために、切り紙を活用し
てみましょう。紙の折り方・切り方の組み合わせを工夫すると、思いが
けないカタチにも出会えます。簡単な基本を学びながら、表現の幅を広
げていきましょう。

音響機器
ピアノ(キーボード)

プロジェクター
スクリーン
折紙・はさみ・のり
制作物の展示スペース
があれば望ましい

二木

秀幸

音楽・表現

八木

朋美

造形
グラフィックデザイン

【（英）詩ってなんだろう】

基礎教育

詩ってなんだろう、と聞かれて、パッと答えられる人はあまりいないで
しょうし、自分とはあまり関係ないと思っている人が多いと思います。
でも、詩というのは実はとても身近なものなのです。ある意味で、詩が
なければ人は生きていけない、といっても過言ではありません。そんな
ことを感じていただきながら、広大な詩の世界への入門となればと考え
ています。

向山
特になし

守

英語学
英米詩

【カップヌードル誕生の秘話】

世界で初めてインスタントラーメンを商業的に成功させた日清食品株式
会社の創業者 安藤百福さんの生涯を追い、チキンラーメン開発の秘話
やカップヌードル誕生の裏話などをお話しします。当時の社会環境や流
通事情を知り、環境適応型のマーケティングに関して事例を通じて学び
ます。現代社会との違いや応用を考えましょう。

【ディズニーランド、成功の舞台裏】
経営

ウォルト・ディズニーが作り上げたディズニーランドのマーケティング
戦略を解説します。アニメーション、映画、キャラクターグッズ、テー
マパーク、それぞれの目的は？そして全体の構造は？ミッキーマウスは
どのようにして誕生したか？など、歴史を振り返りながら当時の社会環
境を見つめて考えましょう。

【ハーレーダビッドソンの営業戦略】
長期低迷が続く日本の二輪市場のなか、ハーレーダビッドソンジャパン
だけは、毎期連続して売り上げを伸ばしています。その成功の秘訣は
「顧客との絆づくり」を重視した新しいマーケティング法にあります。
日本のバイクと比べ走行性能が低く、故障も多く、価格も2倍以上するア
メリカのバイクが、なぜ売上を伸ばし続けるのか。そのマーケティング
技法を学び、他のビジネスへの応用を考えます。

プロジェクター
スクリーン
スピーカー

岩本

勇

流通論
マーケティング論

分野

出張模擬授業の【テーマ】と『内容』

高等学校へのお願い

担当教員名
〔専門分野〕

【小さな物質の世界】
‐ ニュートリノのはなし ‐
私たちの世界は何から出来ているのでしょうか？紙・鉄・プラスチッ
ク・木…身の回りには数え切れないほどの物質がありますが、それらは
全てとても小さな粒から出来ています。そうした小さな粒の仲間には宇
宙から降り注いでいるものもあります。それはとても小さな粒なので、
通常私たちの目には見えませんが、宇宙からのメッセージを地球に届け
てくれるため、自然の謎を解く大きな手がかりとなります。この講義で
は、そのようなとても小さな粒を観察してわかってきた自然の秘密につ
いて紹介します。

【宇宙・地球・生命】
自然科学
夜空を見上げると沢山の星を見ることができますが、宇宙には数え切れ
ないほどの星が、とても広い空間に広がっています。そうした宇宙を私
たちは長い歴史の中でどのように捉え、そして現在、宇宙についてどこ
までわかっているのでしょうか。
この講義では、宇宙の歴史と謎、そして宇宙の視点から見た奇跡の星・
地球と私たちを取り巻く環境について考えていきます。

【自然と数学】
かつて、スペインとポルトガルの国境線の長さについて、スペイン人は
987km、ポルトガル人は1214kmと異なる値を主張していました。どうして
そんな違いが起こるの？といった話から、数と自然の話や、普段何気な
く目にしているコンピュータと数学の面白い関係を紹介します。

プロジェクター
スクリーン

岡澤

裕子

自然科学
ソフトウェア科学

静岡福祉大学 入試・広報課 宛
ＦＡＸ

０５４－６２３－７４５３

出張模擬授業申込書
申込日 ： 平成
高

校

在

月

日

名
〒

所

年

－

地
電話

（

）

－

ＦＡＸ

（

）

－

ご 担 当 者 名
テーマ
第一希望
講師名
テーマ
希望する内容等

第二希望
講師名
テーマ
第三希望
講師名

開催希望日時

対象学年・人数

第一希望月日

年

月

日（

）

時

分 ～

時

分

第二希望月日

年

月

日（

）

時

分 ～

時

分

第三希望月日

年

月

日（

）

時

分 ～

時

分

年

人程度

出張模擬授業についての希望や会場の条件等ありましたら、ご記入下さい。

そ

の

他

※大学での講義や公務等によりご希望に添えないときもあります。

