
学部 講師氏名 ページ

NEW 食と糖尿病 石松秀 1

NEW 分かりやすい神経生理学 石松秀 1

人気 栄養学で身を立てる 久野一恵 1

地域食材を生かした大学発食品“ひしぼうろ”の開発 安田みどり 2

途上国から学ぼう！ネパールの人々の食と文化 横尾美智代 2

集団のいのち・ひとりのいのち〜感染症からいのちを考える〜 横尾美智代 2

食を通した国際理解〜どうして牛肉を食べてはいけないの？〜 横尾美智代 3

魚を知って食べて健康になろう 三嶋敏雄 3

メタボリックシンドロームとダイエットのお話 江口昭彦 3

人気 「甘いもの」の摂りすぎはなぜ太る？ 四元博晃 4

人気 「食事のバランス」について知ろう 堀田徳子 4

食生活を見直して毎日元気 三隅幸子 4

あなたの食事足りていますか？〜食生活を見直そう〜 船元智子 5

人気 管理栄養士・栄養士の仕事 船元智子 5

人気 Let's Communicate!　 園部ニコル 5

管理栄養士・栄養士のしごと～給食って何？～ 緒方智宏 6

人気 生活習慣病から考える栄養学 緒方智宏 6

人気 高校生の食事と健康 健康栄養学科教員 6

学習成果を見える化するには？ 井本浩之 7

社会福祉入門 滝口　真 7

福祉ボランティア〜はじめの一歩、もう一歩〜 滝口　真 7

福祉のお仕事と資格 滝口　真 8

教育のグローバル化とグローカルリーダー育成 田中豊治 8

人気 手話入門 橋本みきえ 8

はじめの一歩〜大学でなぜ介護・社会福祉を学ぶのか？〜 江口賀子 9

認知症の体験世界を感じてみよう 加藤稔子 9

家族介護を支える仕組みを知ろう　  木場千春 9

NEW 日常生活及び部活動における熱中症発生のメカニズムとその予防 管原正志 10

人気 体つくり運動入門 福本敏雄 10

体力を探る 近藤芳昭 10

人気 「ユニバーサルスポーツ」を体験しよう！ 山田力也 11

NEW 運動部活動経営におけるリスクマネジメント 渡瀬浩介 11

NEW アンチ・ドーピング学習基礎知識 渡瀬浩介 11

NEW 今から始めよう！認知症とロコモ予防に役立つ運動 山口裕嗣 12

人気 障がい者のスポーツ 大川裕行 12

人気 人の動きは面白い 溝田勝彦 12

人気 スポーツにおけるケガと予防 田中真一 13

人気 自然や植物およびアロマの不思議なパワーを活用した作業療法と認知症予防 小浦誠吾 13

学園生活のストレスと付き合う方法 青山　宏 13

認知症の人を地域で支えるための予防活動 上城憲司 　 14

「ほめる」技術 小松洋平　 14

NEW 脳に障害を受けた患者さんの生活について 松谷信也 14

NEW 発達障害ってどんな病気？ 仙波梨沙 15

人気 生活を助ける福祉用具の紹介 植田友貴  　 15
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学部 講師氏名 ページタイトル

人気 「絵本」を通して子どもの心を学ぶ 高尾兼利 15

子ども学入門 香川せつ子 16

人気 世界の子どもの幸福度 赤星まゆみ 16

教育のグローバル化とジェンダー〜PISAテストに見る男女の学力差〜 赤星まゆみ 16

NEW 幼児期の学びの大切さ～世界の動向を踏まえて～ 赤星まゆみ 17

子どもの育ちと音楽表現 櫻井琴音 17

人気 時事問題について新聞記事を基に考えよう （NIE教育体験） 松井克行 17

人権と文化の関係を考えよう  松井克行 18

戦争と和解について考えよう 松井克行 18

多文化共生について体験しながら考えよう 松井克行 18

戦争と記憶について考えよう 松井克行 19

食と環境と交通について楽しく考えよう 松井克行 19

「18歳選挙権」-投票行動を考えよう 松井克行 19

NEW 乳幼児とかかわる仕事とは 櫻井京子 20

遊びとは何か？スポーツとは何か？ 松本大輔 20

子どもの育ちと体育教育 松本大輔 20

地域をたどる 山田修司 21

文明の発展と環境問題 飯盛啓生 21

「大学」で学ぶ保育・幼稚園教育・小学校教育 子ども学科教員 21

芸術療法ことはじめ　 西村喜文 22

心理学入門  長野恵子 22

カウンセリング入門 長野恵子 22

人気 パーソナリティと人間関係～あなたは聞く人？それとも話す人？～ 池田久剛 23

NEW 人間の心を知る～エゴグラムによる自己理解と他者理解～ 岡嶋一郎 23

自尊心を育てる・鍛える 利光　恵 23

NEW 適切な表現の仕方を身につけよう 中園照美 24

教育学入門 植田啓嗣 24

NEW タイ入門 植田啓嗣 24

心理のお仕事～国家資格　公認心理師とは？〜 心理カウンセリング学科教員 25

NEW 生活史を活用した高齢者理解 鷹居樹八子 25

NEW ナイチンゲールを知ろう 鷹居樹八子 25

NEW 心とカラダをいやすアロマセラピー 大家さとみ 30-2

NEW 看護師と養護教諭のお仕事 大家さとみ 30-2

NEW 看護の仕事ってなんだ？ 小林幸恵 26

NEW 知って得する看護技術 小林幸恵 26

NEW 子ども虐待を予防するために 池田佐知子 26

NEW 血圧を正しく測って健康管理 古川久美子 27

NEW 感染から体を守って健康な毎日 古川久美子 27

旬の食材について学ぼう 西岡征子 27

保育現場における表現 米倉慶子 28

保育者を目指す方のために 米倉慶子 28

保育士・幼稚園教諭の仕事とは～保育の音楽活動を中心に～ 野口美乃里 28

発達障害のある子どもの支援 川邊浩史 29

人気 絵本から広がる遊びの世界、絵本の世界を体感する遊び 西田明史 29

遊びを知ると子どもが見える!子どもが見えると保育もわかる!？ 西田明史 29

NEW 保育に生かす心理学 津上佳奈美 30

NEW 子どもコミュニケーション～保育士・幼稚園教諭のお仕事 占部尊士 30-1

31「出張講義」実施までの流れ
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