鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部
２０１９年度

授業公開 (後期)

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部では、学生に開講している授業を一般公開しています。
聴講生という形態になりますが、新たな学びの場として学生と一緒に大学生活を満喫
しませんか？

年度末に修了式を開催（２０２０年１月下旬予定）
授業１５回のうち、１０回以上出席された方に、修了書を授与！！

一般教養
歴史学＊
細井 和彦

月１

9:00 ~ 10:30

宗教学＊
川又 俊則

月２

10:40 ~ 12:10

世界・日本の宗教を学びます。世界の宗教が「わかる」 ことで、現代社会を理解することに
つなげます。毎回アクティブ･ラーニングを実践します。

月２

10:40 ~ 12:10

少子化や高齢化、生活習慣病等、わが国が抱える公衆衛生にかかわる様々な
問題点を理解し、実践的に応用できる能力を身に着けることを目指します。

臨床心理学
齋藤 信

月４

14:40 ~ 16:10

基本的なカウンセリングの倫理・技法を理解します。

環境学
富田 寿代

月５

16:20 ~ 17:50

環境問題を科学的にとらえ、その影響が地球の風土や生活水準により異なる
ことを理解し、相応しい対策を考えます。

社会福祉＊
山路 克文

水５

16:20 ~ 17:50

社会福祉の基本的な考え方、体系、実践とその方法について学びます。

国際法
中野 潤三

金１

9:00 ~ 10:30

国際法に関する基礎的知識を身につけ、現代の国際社会における平和維持の
問題を理解します。

火１

9:00 ~ 10:30

音楽の基礎を学び、新曲視唱や聴音・弾き歌いの習得と、音楽を活用する現場等
での応用実践に向けた力を養います。

多文化共生論
細井 和彦

月２

10:40 ~ 12:10

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論
今光 俊介

火4

14:40 ~ 16:10

組織のブランド・マネジメント戦略を理解します。

観光経済学
崔 載弦

水３

13:00 ~ 14:30

世界・日本・地域の観光データを中心に、観光と経済の関係を理解します。

世界遺産論
郭 育仁

木３

13:00 ~ 14:30

人類共通の宝物である普遍的な価値を持つ文化遺産や自然遺産をどのように守り、
そしてそれらをいかに次世代に伝えていくか、その使命と任務について考えます。

国際経済論＊
佐藤 惣哉

金２

10:40 ~ 12:10

国際経済学の基礎的な知識や理論、特に国際貿易と開発経済に関する諸問題に
ついて学びます。

組織関係論
高見 啓一

金２

10:40 ~ 12:10

組織関係論（特にリーダー・マネジャーの立場から見た組織マネジメント）の
理論と実践を学び、組織目標を達成できる生産管理の方法を考えます。

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＊
高見 啓一

金３

13:00 ~ 14:30

イノベーション理論と起業の手法を実践的に学び、起業家精神に基づく
イノベーションのあり方を考えます。

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｻｰﾁ＊
高見 啓一

金４

14:40 ~ 16:10

流通業の現場における理論と実践を学び、マーケティングリサーチに基づいた
店舗運営方法を考えます。

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｽﾎﾟｰﾂ論
小野 圭久

月３

13:00 ~ 14:30

スポーツの多様なかかわりを理解するとともに、スポーツ政策と地域スポーツの
構造要素や、スポーツが健康や地域活性化に与える影響について理解します。

トップアスリート論
小野 圭久

火２

10:40 ~ 12:10

トップアスリートに共通する身体的特徴や能力、スポーツ科学を取り入れたトレー
ニングの重要性、さらにはアスリートの社会的意義や社会的規範について学びます。

衛生学及び公衆衛生学（各論）＊

翠川

音

薫

歴史のとらえ方を学ぶために、具体的な歴史事実（地域、事件や人物）について
ピックアップして学びます。

楽

ソルフェージュ＊
みやざき 美栄

国際・観光・ビジネス
地域の多文化の現在の状況を理解します。

スポーツ

＊別途教科書購入が必要な授業です。

語学
韓国語Ⅱ＊
舟橋 宏代

月３

13:00 ~ 14:30

ハングルの読み書き、身近な話題での会話の習得、韓国文化の基本的理解を
目指します。初級レベル

ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅣ＊
ｱﾝﾄﾆｵ ｼﾞｬﾝ ﾋﾟｴｰﾙ

月２
水２

10:40 ~ 12:10

リーディング・ライティング・リスニング・スピーキングなどの様々な手法を使って
英語を自由に使える能力の発達を目指します。中級レベル

中国語Ⅱ＊
周 国龍

火５

16:20 ~ 17:50

中国語の正しい発音の習得、基礎文法への理解をし、基礎会話能力の習得、
簡単な作文能力を養成します。初級レベル

ﾘｾｯﾄｲﾝｸﾞﾘｯｼｭⅡ＊
天野 剛至

水２

10:40 ~ 12:10

英文読解力と語彙力を高め、その内容を正しく理解します。中級レベル

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ＊
マホニー ブライアン

水３

13:00 ~ 14:30

Recognize & understand the key elements of stroy telling. Develop better
writing skills through practice. 中～上級レベル

ビジネス英語Ⅱ＊
天野 剛至

木１

9:00 ~ 10:30

TOEICの英語Ⅱ＊
マホニー ブライアン

木２

10:40 ~ 12:10

This is the Advanced Level TOEIC test training course. 中級レベル

幼児英語指導法
天野 剛至

金３

13:00 ~ 14:30

幼児期の言語習得(理論)について理解し、適切な英語指導法(実践）を身に
つけます。中級レベル

保育の心理学Ⅱ
杉山 佳菜子

火１

9:00 ~ 10:30

乳幼児に対する具体的なかかわりを考えながら、さらにこどもの発達への理解を
深めてもらいます。

基礎看護学＊
小川 真由子

火２

10:40 ~ 12:10

看護の視点からライフサイクルにおける健康と疾病の捉え方を学び、健康障害児に
おける援助方法について理解を深めてもらいます。

こどもの食と栄養＊
乾 陽子

水２

10:40 ~ 12:10

栄養の基礎知識をつけるとともに、こどもの食生活・食環境等について考えます。

児童文化と表現
大久保 友加里

火４

14:40 ~ 16:10

こどもの遊びを様々な表現活動に発展させ、児童文化として成立させるための
知識と指導技術を習得します（別途材料費が必要です）。

こどもとことば
坪井 守

木４

14:40 ~ 16:10

国語の特質や伝統的な言語文化の基礎知識を理解し、「話すこと・聞くこと」
「書くこと」「読むこと」の能力を高めるための授業づくりについて学びます。

こどもの保健Ⅱ＊
翠川 薫

木５

16:20 ~ 17:50

乳幼児期における保健活動の意義について理解し、健康状態とその把握方法、
疾病と予防法、事故と処置および地域の関係機関との連携や対応について学びます。

生活情報処理Ⅱ＊
神谷 勇毅

月３

13:00 ~ 14:30

Excelを用いた関数の使用による計算の効率化、データの効果的な表現方法を
学びます。

情報処理論＊
原 仁志

水２

10:40 ~ 12:10

情報化社会の基盤となる情報処理技術の基礎と応用について学びます。

歴史学演習＊
細井 和彦

火４

14:40 ~ 16:10

中華民国期の中国語文献史料を読解して、日本語に翻訳する技術を習得すると
ともに、史料批判能力を養成します。中国語上級レベル

ﾂｰﾘｽﾞﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ特論
冨本 真理子

木２

10:40 ~ 12:10

我が国の力強い経済を取り戻すために極めて重要な成長分野とされている
ツーリズムビジネス/旅行産業の現状と課題について論文を通じて理解します。

ビジネスやオフィス環境において役立つ基本的な英語コミュニケーション
スキルを学習します。中級レベル

子育て・孫育て支援

情報処理

大学院科目

＊別途教科書購入が必要な授業です。

受講上の注意

本学の正規の授業を聴講生として受講していただきます。授業内容は受講生の方に特別配慮したものではありません。
本学に入学された場合は所定の手続きを行い、修了した科目について単位を認定することができます（不開講にならない限り）。
※試験・成績判定必須
受講料は特別な事情のない限り払い戻しいたしません。
受講生の受講が少ないなどの理由により授業を開講しない場合があります。あらかじめご了承ください。
（この場合、受講料は払い戻し
いたします）
申し込み多数の場合は各科目先着順10名程度で制限させていただきます。
（受講受付ができない場合、受講料は払い戻しいたします）
託児施設等がございませんのでお子様連れはご遠慮ください。
曜日と時限が同じである授業を重複して申し込むことはできません。
本学の事情により、曜日・時限を変更する場合がございます。
ご了承ください。
申し込みされた方の個人情報は本授業公開以外の目的には使用いたしません。

お申し込みについて
【募集期間】
（後期）２０１９年９月２日
（月）〜２０１９年９月３０日
（月）
【受講資格】
１８歳以上の方

【申込方法】
添付の「２０１９年度鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部 授業公開申込書」
（以下「申込書」）を用いて募集期間内にメール・ＦＡＸでお送りいただくか、大学の
窓口にてお申込みください。
申込書・受講料納入確認後、
「受講票」を送付いたします。
自動車、バイクで通学を希望される方は、申込書の下の「駐車・駐輪許可願」
もご記入
ください。

【受講料】
大学・短期大学部の科目：１科目あたり 10,000円
大学院の科目：１科目あたり 20,000円
※下記の銀行口座に申込書送付後１週間以内にお振込みいただくか（振込手数料は
お客様負担となります）、本学へご持参ください。
また、別途教科書代がかかる場合があります。
（教科書販売１０／１〜１０／７予定）

振込先

百五銀行 鈴鹿支店
（普）１０６６７７７
ガク）キョウエイガクエン 学校法人 享栄学園

〒510-0298 三重県鈴鹿市郡山町６６３−２２２
受付時間／９：００〜１７：００（月〜金）

ＴＥＬ：０５９-３７２-３９２１
ＦＡＸ：０５９-３７２-３９３５
担当

教務・学生支援課

e-mail：kyomu@m.suzuka-iu.ac.jp
http://www.suzuka-iu.ac.jp

