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◇出張講義の目的 

福山平成大学出張講義は，本学教員が，高等学校からの要請に応じて専門分野の講義を

行い，高校生が大学の教育や研究に触れることによって大学への関心を高めるとともに，

大学と高等学校との教育的連携を深めることを目的としています。 

この「福山平成大学出張講義」を積極的にご活用いただき，進路選択の支援にお役立て

いただければ幸いです。 

 

 

 

◇申し込みについて 

・「出張講義」を希望される場合は，講義実施 1 か月前までに，本紙を参照の上，希望学

科・テーマ（担当教員）等を決定後，下記問い合わせ先までご連絡お願いいたします。 

・ご希望については，できる限り対応させていただきますが，希望派遣教員の都合等によ

り派遣が難しい場合もございます。 

・特にテーマ（担当教員）を選択されない場合，学部・学科名の希望のみで，派遣教員を

選出することも可能ですが高校側での開催趣旨に即した教員を派遣するため，できる限

りのご希望をお知らせください。 

・本学行事のため希望日に教員を派遣できない場合もございますのでご了承ください。 

・ご依頼後，派遣希望教員と日程調整をし，内諾が得られましたら，ご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

◇お問い合わせ先◇ 

 

福山平成大学 入試室 

〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸１１７－１ 

       TEL 084-972-5001(代)/084-972-5011【内線 1102】 

FAX  084-972-8200 

E-mail nyushi@heisei-u.ac.jp 



経  営  学  部 

経営学科 

氏   名 テ ー マ 

川久保和雄 （教 授） 「情報」って何 

江口 圭一 （教 授） 職場で求められる「コミュニケーション能力」って何？ 

渡辺 清美 （教 授） ビジネス英語実践学習 

福井 正康 （教 授） パソコンで学ぶ統計分析の話 

小玉 一樹 （教 授） 働くということ 

市瀬 信子 （教 授） 中国語からたどるグローバル社会 

佐藤 真司 （教 授） ICT 社会の進展と情報教育の必要性 

堀越 昌和 （教 授） 現代は企業の時代？ 

芝田 全弘 （教 授） 会社の通知簿を読む 

尾崎  誠 （准教授） 暗号の仕組み 

本田 良平 （准教授） 英語の歌の楽しみ方 

岩本 敏裕 （講 師） 日本企業の経営戦略とは 

宗像 智仁 （講 師） 会社の中での会計の役割 

青木麟太郎 （講 師） モーションキャプチャの紹介 



福 祉 健 康 学 部 

福祉学科 

 

 

福祉学科独自のプログラム（詳細な時間等に関しては別紙参照） 

テ － マ：コミュニケーションロボット・福祉用具・介護食の体験講座 

担当教員：福祉学科 教員複数名 

内  容：今後の介護現場に期待されるコミュニケーションロボットや福祉用具に実際に

触れ，介護食の実際を体験的に学びます。 

 

テ － マ：高校生とともに考える災害福祉講座 

担当教員：福祉学科 教員複数名 

内  容：避難所運営ゲーム（HUG）や災害対応カードゲーム（クロスロード）を使って，

大学生スタッフとともに災害時の取り組みをアクティブラーニングで学びま

す。 

氏   名 テ ー マ 

岡部真智子 （教 授） 
福祉と住まい 

－サザエさん一家から学ぶ高齢者向け住居－ 

向井 通郎 （教 授） 
福祉の仕事 

－資格と専門性－ 

大中  章 （教 授） カウンセリングとは何か？ 

中司登志美 （教 授） 簡単に解る‼介護保険法と老人福祉法 

藤井 宏明 （教 授） 要介護高齢者の体の動きと安全でやさしい介助の方法 

中嶋 裕子 （教 授） 
認知症ってなんだろう 

―私が，身近な人が認知症になったなら― 

杉本 浩章 （教 授） ふくし を学ぼう 私たちの生活と福祉・健康 

浅井 智雄 （准教授） 
英語を使って「福祉」を知る 

―友人と英語でやりとりしてみよう― 

崔  銀珠 （准教授） 社会保障って何・・・ 

石橋 亜矢 （講 師） 老化って・・・どんな現象⁉ 



福祉学科独自のプログラムについて 

 

福祉学科では，各教員による出張講義とは別に２つの講座を企画しました。内容は，「福祉用具・介

護食」「災害福祉」です。本講座の申込み・ご質問等の問い合わせは「福山平成大学福祉学科」

（kikaku-f@heisei-u.ac.jp）までご連絡をお願します。本出前講座は，出前講座のみでなく，ご要望

に応じて本学での講座開催も可能です。 

講座の時間や内容等は，ご要望に応じて柔軟にスケジュールを検討させていただきます。 

 

「福祉用具・介護食」講座概要 

 「福祉用具・介護食」講座では，①本講座の説明，②食事に関する福祉用具の紹介，③介護食の体験，

④福祉用具・介護食のグループワーク，本日の講座まとめという内容です。 

 

「福祉用具・介護食」出張講座のスケジュール （例） 講座時間 50 分 

・本日の講座説明 １０:３０ ～ １０:３５ （ ５分） 

・食事に関する福祉用具の紹介 １０:３５ ～ １０:４０ （ ５分） 

・介護食の体験 １０:４０ ～ １０:５５ （１５分） 

・福祉用具・介護食のグループワーク １１:５５ ～ １１:１０ （１５分） 

・本日の講座まとめ １１:１０ ～ １１:２０ （１０分） 

 

 

「災害福祉」講座概要 

「災害福祉」の講座では，福祉避難所運営ゲーム(HUG)を体験します。HUG とは，避難所(H)運営(U)

ゲーム(G)を意味します。災害福祉を考えるシミュレーション型訓練ゲームです。現在，中学生から地

域住民まで幅広い人が HUG を使って避難所運営の方法や，災害時の対応を学んでいます。 

本講座の目的は，避難所で起き得る状況の理解と対応を学び，災害福祉について考えることです。主

な内容は，ある市の避難所運営を任されたという想定の下で，グループごとに相談し，次々にやってく

る避難者の状況や要望を考慮しながら，迅速かつ適切に対応する術を学びます。複数グループで行うこ

とにより，様々な避難所運営の工夫や課題を共有することができます。 

 

「災害福祉」出前講座のスケジュール （例） 講座時間１１０分 

・災害福祉・HUG の説明 １０:３０ ～ １０:４５ （１５分） 

・HUG 実施 ※休憩を含む １０:４５ ～ １２:０５ （８０分） 

・HUG 実施後振り返り（各グループの感想発表） １２:０５ ～ １２:１５ （１０分） 

・災害福祉のまとめ １２:１５ ～ １２:２０ （ ５分） 



福 祉 健 康 学 部 

こども学科 

氏   名 テ ー マ 

永井 純子 （教 授） 健康のお話 

古賀 一博 （教 授） 教育学研究と教員養成 

三藤 恭弘 （教 授） 基礎から学ぶ「物語」の作り方 

川島 範章 （教 授） 

① 心理学入門 

② 学力向上に役立つ心理学のヒント 

③ 小論文のスキルアップ講座 

④ 人と人の関係の心理学 

―アサーショントレーニング入門― 

⑤ 人と人の関係の心理学―交流分析入門― 

中原 大介 （教 授） 「人を支える仕事」の魅力と求められる力について 

伊藤 憲孝 （教 授） 
① ピアノで巡る音楽の旅  

② 子どもと音楽，私たちと音楽 

足立登志也 （准教授） 先生の仕事って？ 

小野 順子 （准教授） 乳幼児の発達の特徴と保育 

西川 京子 （准教授） 地理学から見る世界 ～SDGs 実現に向けて～ 

田中 宏和 （准教授） インターネットと法 

矢野川祥典 （講 師） 
「発達障害」の話 

－理解すること＝人にやさしくなること－ 

佐伯 岳春 （講 師） 
子どもの可能性を引き出す 

レッジョ・エミリア・アプローチについて 

黒木 貴人 （講 師） 諸外国との比較から日本の教育を考えてみよう 

 



福 祉 健 康 学 部 

健康スポーツ科学科 

氏 名 テ ー マ 

石橋  勇 （教 授） スポーツ選手のコンディショニング 

中村 雅子 （教 授）  「喫煙の是非について」 ～ディベートを用いて～ 

松田  広 （教 授） 現代スポーツの特徴から 

森澤  桂 （教 授） 運動上達の道のり 

入澤 雅典 （教 授） 日本の溺死率は，同じ島国のイギリスの５倍って知ってる？ 

上村  崇 （教 授） 体験!！ 哲学カフェ ～哲学対話にふれてみよう～ 

三宅 幸信 （准教授） 
アクティブラーニング入門としての， 

グループワークトレーニング 

高本 健彦 （准教授） 健康づくりと運動・スポーツ 

河野  洋 （准教授） スポーツと戦争，スポーツと平和。 

若井 研治 （講 師） プレーモデルを考える 

藤本 太陽 （講 師） 実力発揮のメンタルトレーニング 

近藤 千穂 （講 師） 子どもの健康とレジリエンス 

藤井 宏明 （講 師） 
スポーツにおける動作解析 

～トップアスリートのすごさを解析する～ 

峯田晋史郎 （講 師） 
実は怖い足関節捻挫 

～後遺症を知って正しく予防しよう～ 

 



看 護 学 部 

看護学科 

氏   名 テ ー マ 

木宮 高代 （教 授） 
認知症について正しく理解しよう 

～認知症サポーターになろう～ 

岡  和子 （教 授） 自分の体を知ろう（体温・脈拍・血圧について）（性教育） 

後藤満津子 （教 授） 「こころ」について考えてみよう 

平井三重子 （教 授） 訪問看護師の役割について 

齋藤 智江 （教 授） 感染対策と健康な体作り 

田村 美子 （教 授） “看護の魅力”看護師の仕事とは？ 

井上  徹 （教 授） 眼（め）のはなし 

内田 史江 （教 授） 看護師が行う創傷管理を知ろう ～感染のコントロール～ 

永田 華千代（准教授） 赤ちゃんの観察 

長野扶佐美 （准教授） 子どもの時から身につけよう ～生活習慣病予防～ 

大塚 千秋 （准教授） がんという病気を知ろう 

齋藤 公彦 （准教授） 保健師の仕事 

山本千佳子 （講 師） 高齢者と若者 

福田久仁子 （講 師） こころとからだのリラクゼーション 

佐竹 潤子 （講 師） 親になる前に学ぶ子どものホームケア 

藤原 弘子 （講 師） 助産師の仕事について 

松本 陽子 （講 師） 身近なこころの病とそのサインを知ろう 

高垣由美子 （講 師） 予防の大切さを知っていますか ～身近に起こる熱中症～ 

大元 雅代 （講 師） 医療の中のアピアランス（外見）ケア 

平川 幹子 （講 師） 生活習慣病について知ろう！ 

中川名帆子 （講 師） 身体の中の音を聞いてみよう（聴診器と心音・呼吸音の聴取） 

木場しのぶ （講 師） 免疫力アップ 

 

 



看護学科独自のプログラムについて 

テ － マ：認知症を正しく理解，高齢者を支えていこう「認知症サポーター養成講座」 

担当教員：教授 木宮 高代 

内  容：認知症を正しく理解し，「認知症サポーター」になろう 

「認知症サポーター養成講座」 

厚生労働省では，団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を見据え，認知症の人の意思が尊重され，

できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指し，新

たに「認知症施策推進総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～」（新オレンジプラ

ン）を関係 11 省庁と共同で策定しました。認知症高齢者に対する正しい知識と理解を持ち，地域で認

知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする「認知症サポーター」を全国で養成し，認知症高

齢者等にやさしい地域づくりに取り組んでいます。 

認知症サポーター養成講座は，小，中，高等学校の生徒，様々な方が受講することができます。本学

では，看護学科教員による「認知症サポーター養成講座」を各高等学校で開催し，一人でも多くの高校

生に「認知症サポーター」になっていただき，これからのキャリアの第一歩につなげていただきたいと

考えています。 

認知症サポーターは①認知症に対して正しく理解し，偏見をもたない，②認知症の人や家族に対して

温かい目で見守る，③近隣の認知症の人や家族に対して，自分なりにできる簡単なことから実践する，

④地域でできることを探し，相互扶助・協力・連携，ネットワークをつくる，⑤まちづくりを担う地域

のリーダーとして活躍することなどが期待されています。 

本講座の申込み・ご質問等の問い合わせは「福山平成大学入試室」までご連絡をお願します。 

講座の時間や内容等は，ご要望に応じて柔軟にスケジュールを検討させていただきます。 

◇認知症サポーター養成講習のスケジュール（例） 講習時間は 90 分です。 

・キャンペーンビデオ １０:３０ ～ １０:４５（１５分） 

・認知症とはなにか １０:４５ ～ １１:１５（３０分） 

・診断・治療，予防について １１:１５ ～ １１:３５（２０分） 

・サポーターとしてなにができるか １１:３５ ～ １１:５５（２０分） 

・××市の相談窓口（地域包括支援センターの紹介） １１:５５ ～ １２:００（ ５分） 

・修了証(全国協議会から認知症サポーターカード・リング)授与 終了 

 

 

 

 

 

 

 オレンジリング 

（ハンドリング） 
【認定カード】 


