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【音楽学科】
■出張講義
申込
番号
M-1

M-2

分野

担当

実技系

教授
谷本聡子

(ピアノ)

実技系
(ピアノ)

准教授
黒山 映

実技系
(声楽)

M-3
講義系

M-5

M-6

実技系
(声楽)

実技系
(金管楽器
及び合奏)

実技系
(木管楽器
及び合奏)

アンサンブルの愉しみ

演奏解釈

教授
則竹正人

教授
三山博司

教授
井手詩朗

講師
河野泰幸

講義内容
音楽は皆でも一人でもアンサンブル。
室内楽を演奏する上での役割と愉しみ
を、演奏を交えながらお話します。
多くの音楽家が、同じ曲の同じ楽譜を見
て演奏しても、みな違った演奏になるの
はなぜでしょう。表情記号の読み方、考
え方のちょっとした違いで演奏がどのよ
うに変わるのか考えてみましょう。

合唱コンクールへ向けて。

(声楽)

M-4

講義名

全日本合唱コンクール及びＮＨＫ学校音
楽コンクールに向けての指導、アドバイ
ス等、更なる技術と音楽の上達への手が
かりを伝えて行きます。

楽しいオペラ

オペラにまつわる話を声楽の先生の演奏
を交えて紹介します。

美しく歌うために
～合唱コンクール対策～

①「声」という楽器の仕組みと響かせ方
を学ぼう。
②美しい発音で歌おう。
③作曲家の心の中を覗こう。

いい音を出そう

本来、どの楽器にも、それぞれに”いい音”
が備わっています。その音を出すために
は、一人一人のメンバーやバンド全体の
特徴や個性に応じた、日常でのトレー ニ
ング方法を見つけることが大切です。プ
ロのオーケストラや吹奏楽団での経験を
積んだ札幌大谷の教員が、皆さんと一緒
に音を出しながら、本物の音を手に入れ
る方法を考えます。

いい音を出そう

本来、どの楽器にも、それぞれに”いい音”
が備わっています。その音を出すために
は、一人一人のメンバーやバンド全体の
特徴や個性に応じた、日常でのトレー ニ
ング方法を見つけることが大切です。プ
ロのオーケストラや吹奏楽団での経験を
積んだ札幌大谷の教員が、皆さんと一緒
に音を出しながら、本物の音を手に入れ
る方法を考 えます。
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M-7

M-8

M-9

講義系
(音楽概論・
音楽史)

講義系
(作曲)

講義系
(音楽療法)

音の不思議 遊びながら学
ぶ音の仕組み

物理現象でもあり、音楽の基礎でもある
「音」は、不思議な魅力をもっています。
ばね電話やグラスのハーモニカ等での実
験を通して、音の謎に迫ります。

吹奏楽の歴史と文化

身近に接している吹奏楽や管楽器・打楽
器の生い立ちを知っていますか。面白い
格好をした過去の楽器や、様々な器楽合
奏の例を辿りながら、吹奏楽の誕生や楽
器の変化を振り返ってみましょう。

もう BGM とは呼ばせない

映画やテレビを見ていると、あるシーン
に音楽が流れたりしますね。だいたい音
楽はシーンの内容に「合わせて」付けら
れると、多くの人が考えます。でももし、
音楽の方が主導権を握るとしたら？ た
だの BGM にはならない「付随音楽」の力
を、選曲をしながら感じていきましょう。

音・音楽のもつコミュニケー
ションの力について

日常において、私たちは多様なレベルの
コミュニケーションを経験します。自分
と向き合うこと（イントラコミュニケー
ション）と他者とやり取りすること（イ
ンターコミュニケーション）の二つのレ
ベルを非言語媒体としての音・音楽を使
って体験し、音楽の文化・社会的役割に
ついて考えてみましょう。

教授
千葉 潤

准教授
小山隼平

准教授
高田由利子
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【美術学科】
■出張講義
申込
番号
A-1

分野

担当

講義

教授
森田克己

(デザイン)

講義
教授
川口 浩

A-2
実技

講義名

講義内容

大学で学ぶデザイン、
社会におけるデザイン

モダンデザインの歴史を踏まえて大学で
学ぶデザインについて解説します。さら
に、具体的なデザインの事例を通し社会に
おけるデザインの理解を深めます。

自由な発想と多彩な表現を
目指して

視聴覚機器を使用し、高校生とほぼ同年代
の多数の作品を見て、作品内容を解説し、
取り組み方や「創ること」を考えます。

油彩基礎

油彩の絵の具や用具の使用法、描画の基本
的な手順を理解し、物の見方と捉え方を学
びます。
様々な作品の中から、偶然の効果を生かし
て制作している作家を取り上げます。
彼等がどの様にして、画材の様々な表情を
引き出し、その効果と自身の内面世界をつ
なげて制作しているのかを探っていきま
す。

A-3

講義

教授
松村 繁

偶然性が喚起するもの

A-4

講義

教授
今 義典

コンテンポラリーアートの
最前線

世界各国の最先端芸術を動画や写真を交
え、分かりやすく解説していきます。

わたしたちは何を描いて
成長してきたか

０歳から小学校卒業までの子どもたちの
造形表現は単純な身体表現からはじまり
心理的な発達とともにどんどん変化して
いきます。この講義では実際の子どもの絵
を見ながらその発達過程について解説し
ます。また世界中の子どもたちの絵を紹介
します。

講義
（美術教育）

教授
平向功一

A-5

実技

琳派とは伝統的なやまと絵の手法を洗練
させ、明快な構図と華やかな色彩で描かれ
た装飾性の高い絵画様式のことをさしま
す。

琳派にふれる

本授業では琳派の歴史を学習しながら金
箔を使った古典技法の体験と日本画材を
使って簡単な模写に挑戦します。

A-6

A-7

A-8

実技

講義
（デザイン）

実技
(映像メディ
ア)

准教授
佐々木 剛

准教授
鳥宮尚道

准教授
小町谷 圭

手を動かして 3 次元の対象を描くための
方法、意識の仕方、見ること、認識するこ
とについて学びます。

デッサン基礎

デザインにできること、求
められること

私たちが身の回りで使う“モノ”のデザイ
ンを事例に、デザインがこれまでどのよう
に発展してきて、これから先どのように進
化していくのだろうか、という流れを豊富
な資料を紹介しながら解説します。

芸術が動きだす

芸術作品は、「時間」や「動き」といった
要素をどのように扱ってきたのでしょう
か？ 絵画や写真、漫画やアニメなど様々
な表現メディアを使って、これまでどのよ
うに「時間」や「動き」を表現してきたの
か、美術の歴史を学びながら、アニメーシ
ョン作品の簡単な模作に挑戦します。
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講義

A-9

（デザイン）

■学内授業
申込
番号

准教授
島名 毅

「デザインする」というこ
と

さまざまな場面で「デザイン」という言葉
が使われていますが、そもそも「デザイン
する」とはどういったことなのか。美術は
もちろん、普段生活するうえでも役に立つ
「デザイン」の考え方について講義しま
す。
※本学内での授業となります。

分野

担当

講義名

講義内容

エッチング（銅版画）基礎

A-10

A-11

A-12

実技

実技

実技

教授
鈴木誠子

教授
松隈康夫

教授
今 義典

定員：10～15 名
期間：春期、夏期、冬期休暇中
授業時間数：2 日間/
10：00～16：00
素焼きの土鈴
定員：15～20 名
授業時間数：4 時間/
10：00～12：00、13：00～15：00
ピンホール写真実習
授業時間数：A プランは 3 時間、B
プランは 1 日 6 時間を 2 日間にわた
り行います（計 12 時間）
。
場所：プラン A、B とも本学暗室・
美術科教室での実習となります。

銅版画の基礎であるエッチング、
アクアチントの技法を学びます。

5cm3 程の粘土で土鈴をつくりま
す。粘土の感触と素焼きの素朴な
あたたかさを感じてください。作
品は乾燥をさせ、素焼き後にお渡
しします。
視覚芸術の原点ともいえるピンホ
ール写真の実習を手軽に行いま
す。既存の箱を使い撮影だけを行
う A プランと、カメラの元となる
箱を段ボールの展開図から制作す
る B プランがあります。

美術に関する創作活動の支援をします。
・学校に美術の授業や美術クラブがなく指導が受けられない人
・どんな画材(道具)を使用したらいいのかお悩みの人
・自分の作品を専門の先生に評価をしてもらいたい人
などを支援します。

遠方の方でもメールの画像添付などで作品の指導をいたします

問合せ先
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入試広報課

【地域社会学科】
■出張講義
申込
番号

S-1

S-2

S-3

S-4

分野

社会学

政治学

社会学

英語

担当

教授
髙橋 肇

教授
髙橋 肇

教授
梶井祥子

教授
久野寛之

講義名

講義内容

社会を生き抜く力としての「社会
学的想像力」

社会と時代を生き抜く力を育てるうえ
で 必 要 な 「 心 の 品 質 (a quality of
mind)」について考えます。私たちは
生きていく中で、個人的な葛藤やトラ
ブルに直面しますが、個人的トラブル
を単なる私的問題として捉えるだけで
は、社会を生き抜く力としては不十分
です。私的トラブルを公共的イシュー
（社会的な問題）として捉えなおす力
こそ「社会学的想像力」です。そうし
た精神の特質について考えます。

家族・地域・企業・ＮＰＯを生き
抜く力とは？～組織を動かす政
治力

人類は、共同性と組織の中を生きる生
物種です。家族や地域といった共同性、
あるいは企業やＮＰＯといった組織の
中で生き抜いていくうえで必要な力は
いろいろありますが、この講義では社
会的存在としての人間が身に着けてお
くべき最小限の政治的能力について考
えます。

〝まちづくり″のための社会学

自分たちの住んでいる＜地域＞につい
て考えてみませんか？ 私たちの生活
は地域社会によって支えられていま
す。人口減少が進行するなかで、地域
の未来はどうなるのでしょうか。社会
学理論を応用しながら、〝まちづく
り″とは何か、私たちに何ができるの
かを考えていきます。

外来語の中に隠された英語上達
の秘訣とリーディング速読術と
の意外な関係

日本語にはカタカナ英語が氾濫してい
ますが、カタカナ英語で話していては、
ネイティブの英語話者にわかりやすい
英語は話せません。でも、カタカナ外
来語には、英語をネイティブスピーカ
にわかりやすく発音できるようになる
ためのヒントが沢山詰まっています。
例えば、
「メリケン粉」は英語らしいア
クセントを、
「ランドセル」は英語で要
注意の舌位置を、
「ビードロ」は言語器
官が従っている「最少努力による最大
効果」の原則を教えてくれます。そし
て、この最後の原則はリーディング技
能の上達法則にも関係します。ことば
の中のこんな意外な関係を紹介してい
きます。
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S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

英語

日本語

社会学

社会学

社会学

教授
柴田晶子

教授
平岡祥孝

教授
西脇裕之

教授
森 雅人

教授
山下成治

仕事で英語を使えるようになる
ために

国際化が進み、国境を越えた人や物の
交流が盛んになってくる中で、
「使える
英語」を身に付けることに対する社会
からの要請は益々高まってきていま
す。一方で「学校で学ぶ英語は役に立
たない。
」という声もよく耳にします。
実社会で使われている英語と学校で学
ぶ英語は、本当に異なっているのでし
ょうか？道内の社会人を対象にした調
査や、海外と取引のある道内企業で使
われた英語文書の分析の結果から探っ
てみたいと思います。

実用日本語表現

社会生活や職業生活において文章を書
く場面が多くあります。二字熟語の漢
字の使い方、意味の通る文の作り方、
文章作成上役に立つ公式などを、事例
を数多く取り上げながら文章力を伸ば
していきたいと思います。また、様々
な辞書を紹介して、各々の使い方を説
明していきます。手書きの重要性を知
ってもらうためにも、楽しくプリント
学習で勉強していきます。

防犯まちづくりの光と影

「人を見たら泥棒と思え」。
「渡る世間
に鬼はない」。あなたはどちらの言葉に
リアリティを感じますか。この講義で
は近年の犯罪と防犯活動についての市
民意識を確認した上で、防犯まちづく
りを支える環境犯罪論という考え方を
解説します。また、防犯まちづくり活
動がもたらすプラスとマイナスの影響
について受講生と一緒に分析しなが
ら、高校倫理における「幸福と功利」
の学習へつなげて考えます。

高校生のための観光マーケティ
ング入門

ワークショップ方式によって、観光マ
ーケティングの手順を学びます。アピ
ールすべき札幌観光の魅力を洗い出
し、観光客を増やすための戦略をマー
ケティング・ミクスの視点から整理し
ていきます。ワークショップを進めな
がら、市場・顧客のニーズを満たす旅
行商品・サービスの価値、商品・サー
ビスの価値、商品化について提案に結
びつけます。

モノを計る・心を測る

学校の身体測定では，身長は”センチ”，
体重は”キロ”で書かれていたと思い
ます。駅までの距離は”キロ”で，徒
歩時間は”分”で表されているので，
おおよそどのくらい前に家を出れば職
場や学校に着くかがわかります。この
ようなモノやコトを計る「ものさし」
とはいったいどんなものなのでしょう
か？ 私達のココロも，同じような「あ
る原理」に基く物差しをもっているこ
とを実例から確認していきましょう。
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S-10

キャリア

教授
和田佳子

高校生のためのキャリアデザイ
ン

S-11

社会学

教授
西浦 功

震災時におけるボランティアの
はたらきと役割」（ワークショッ
プ形式）

S-12

文学

教授
吉岡 亮

福沢諭吉から見る明治の社会

S-13

教育

准教授
荒井眞一

内容構成に基づいた授業：農具の
発達と生産の増加
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将来の夢や、やりたい仕事は見えてき
ましたか。その夢を実現させるために
今取り組んでいることはありますか。
まだまだ自分の適性がわからず、先が
見えずに不安を感じているという人も
少なくないでしょう。そもそも、働く
って、どういうことなのでしょうか。
将来に対する不安を少しでも解消する
ために、高校生の今、やっておくべき
こと・考えておくべきことをキャリア
カウンセリングの手法を用いて探って
みます。
ここ 20 年で 2 度の大震災に見舞われ
た日本。非常時の様々な危機を乗り越
えるために必要なことは何でしょう
か。またその際にボランティアにでき
ることは何でしょうか。本講では、ま
ずこれまでのボランティア活動の歴史
を振り返り、社会におけるボランティ
アの役割を学びます。次に、被災者の
方々へのインタビューを基に作られた
研修用ゲームに参加しつつ、現場で求
められるボランティア的思考の修得を
図ります。
福沢諭吉の『学問のすゝめ』
。その書名
は聞いたことがあるでしょうが、実際
に読んだことがある人はなかなかいな
いようです。本講義では、この書名だ
けが有名な『学問のすゝめ』を、ほん
の一部分ではありますが、みなさんと
一緒に実際に読んでみようと思いま
す。具体的には、福沢諭吉の生涯を簡
単に振り返った上で、
『学問のすゝめ』
の議論をいくつか取り上げ、明治初年
に彼が何を考えていたのか、また、彼
がそのように考えたのはどのような時
代背景であったのかを見ていきます。
教職課程を履修する学生は、４年次に
教育実習に参加し中学校あるいは高校
で研究授業を行わなければなりませ
ん。この研究授業では、内容構成に基
づいた授業の展開が求められます。本
講座では、江戸時代の農業技術の発達
による商品生産の増加について、しょ
うゆ醸造業を例に挙げ、内容構成に基
づいた授業展開についてお話ししま
す。

S-14

S-15

S-16
S-17

英語

法律

教育
教育

准教授
石川希美

准教授
佐藤弘直

准教授
岡部 敦

英語で表現してみよう

この講義では、英語で各自が自分の思
いや考えを書いて表現するのがねらい
です。書くことは、自分の知っている
表現を使う機会であり、使いたい表現
を探す機会にもなるでしょう。また、
それぞれが書いたものを発表しあうこ
とで、自分では気づかなかったことを
知るかもしれません。これは、自分の
考えを発表する、他の人の発表（考え・
意見）を聞いてさらに考えを深めてい
くといった大学での学びを体験するこ
とにもつながります。

日常のやり取りと法律

内 容量が 500ml と 表示さ れた １本
150 円のペットボトル飲料が、実は、
内容量が 490ml だった場合、あなたは
３円分を手にしていないことになりま
す。3 円の返還を求めるため、あるい
は不足している 10ml の引き渡しを求
めるため裁判所に訴えますか。苦情も
言われず、この飲料水が１億本売られ
たとしたら、業者は、３億円を手に入
れることができます。これでいいので
しょうか。

毎日高校に通って授業に出席し勉強す
ることの意味はなんだろうか、卒業後
に大学にいくのは何のためか、働くと
はどんな意味を持つのか、さまざまな
高校から仕事への移行について： イメージを持っていることと思いま
大学進学とその先のことを考え す。本講義では、高校から大学・就職
へと移行することの意味を、教育学の
よう
分野から一緒に考えます。また、給与
をもらうため、自分の夢の実現のため
以外に、働くことの意味とは何か、事
例を用いて一緒に考えます。

助教
丸山宏昌

こんなに便利！魔法の数字
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相手に思ったことをうまく伝えること
ができなくて、困った経験はありませ
んか？ 考えがうまく整理できなくて、
わかりやすく書くことができなくて、
困った経験はありませんか？ わかり
やすく話す能力、わかりやすく書く能
力、自分の考えを整理する能力、相手
の話の要点を聴き分ける能力は、これ
からの人生をよりよく生きるために持
っていたい能力です。この講義では、
これらの能力をアップするための魔法
の数字の使い方をマスターします。

■講演会
申込
番号

SL-1

SL-2

SL-3

※教員研修や PTA 研修などの講演会へ本学の教員を講師として紹介いたします。

担当

教授
髙橋 肇

教授
髙橋 肇

教授
髙橋 肇

講演会テーマ

「学長」というお仕事

マネジメントとリーダーシップ

大学で何を学ぶか～大学と学部
の正しい選び方
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講演会内容
弱冠 46 歳で名古屋音楽大学の学長
に就任した経験について語ります。
政治学が専門であるにも関わらず、
なぜまったく専門の異なる音楽大学
の学長になってしまったのか。当時
40 代半ばの准教授であったにも関わ
らず、なぜ学長になってしまったの
か。そもそも学長のお仕事とはなん
なのか。
学長になるまで、学長になってから
体験したこと、学長になってから学
んだこと、そして再びなぜ北海道で
札幌大谷大学の学長になってしまっ
たのか、などなどについて、語るこ
とのできる範囲内でざっくばらんに
語ります。
人間の社会と組織にとって、マネジ
メントという営みは不可欠であり、
極めて重要です。マネジメントとは
ソーシャル・アートであり、リベラ
ル・アーツの実践です。また、人間
の社会と組織を語る際には権力の問
題を避けて通ることはできません。
リベラル・アーツの重要な構成要素
である政治学は、組織内権力の問題
を探究するうえで有益な道具を提供
してくれます。マネジメントには教
養とリーダーシップが必要です。人
間の社会と組織において求められる
マネジメントとリーダーシップにつ
いて語ります。
偏差値と入試科目だけで大学と学部
を選んでいませんか。進路選択は誰
もが真剣に悩む人生の通過点です
が、ではどのように大学と学部を選
べばよいのでしょうか。私がこれま
でに全国各地、津々浦々で見てきた
大学教育の実態にも触れながら、大
学と学部の正しい選び方について考
えます。その際のポイントは、自分
に合った専門を選ぶこと、卒業後の
就職のことばかり考えすぎないこ
と、です。大切なことは、
「大学で何
を学ぶか」です。

SL-4

SL-5

SL-6

SL-7

SL-8

教授
梶井祥子

教授
平岡祥孝

教授
森 雅人

教授
山下成治

教授
西浦 功

若者たちにとっての「結婚」
～少子化は止められるか～

少子化の主たる原因は、未婚率の上昇
にあります。現代の若者世代はどのよ
うな状況にあるのでしょうか。彼らの
結婚観や家族観はどのように変化して
いるのでしょうか。家族社会学の視点
から考えてみたいと思います。

大学研究・学部研究

入試内容、偏差値などの表面的な指標
だけで大学選択をすることは、入学後
のミスマッチの大きな原因の一つで
す。それぞれの大学のカリキュラムの
特徴を把握して、高等学校との学びの
接続を意識することが必要です。本講
義では、大学教育の実態を紹介しなが
ら、大学選び・学部選びの参考になる
ような情報をお伝えします。

観光社会学入門

いまや 9 億人以上の人びとが世界中
を移動（旅）する時代になりました。
観光に関連したビジネスチャンスも拡
がっていますが、観光地（地域社会）
は必ずしも観光の恩恵を受けていませ
ん。本講義では持続可能性をキーワー
ドに地域社会における観光のあり方に
ついて学びます。

ワークショップ技法の修得

地域社会は人が単位で成り立ちます。
けれども，人がいれば社会ができ上が
るわけではありません。感覚や考え方，
喜び苦しみは一人ひとり違ったもので
す。そのような「多様性」のある人が
紡ぎ合って造った地域の「課題」はど
のように解決していけば良いでしょ
う？ 札幌大谷大学地域社会学科には，
人の考え方の特徴を知り，これを社会
に役立てるための技術体系がありま
す。みなさんとワークショップを開き，
ご一緒に確認していきませんか？

震災時におけるボランティアの
はたらきと役割

ここ 20 年で 2 度の大震災に見舞われ
た日本。非常時の様々な危機を乗り越
えるために必要なことは何でしょう
か。またその際にボランティアにでき
ることは何でしょうか。本講では、ま
ずこれまでのボランティア活動の歴史
を振り返り、社会におけるボランティ
アの役割を学びます。次に、被災者の
方々へのインタビューを基に作られた
研修用ゲームに参加しつつ、現場で求
められるボランティア的思考の修得を
図ります。
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SL-9

准教授
岡部 敦

高等学校におけるキャリア教育
の在り方につい
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近年、キャリア教育の推進が盛んに叫
ばれており、高等学校では総合的な学
習の時間を活用した取り組みが報告さ
れています。しかし、キャリア教育に
ついては、明確な定義づけがなされて
いません。インターンシップや民間企
業から派遣される講師による講演会な
どのイベントに終始している例も多く
見られます。また、普段の授業に加え
て、新たな業務が付加されることによ
る教員の負担感なども課題として報告
されています。本講義では、キャリア
教育とは何か、その経緯と意味を検討
し、高校教育における在り方について
提言します。

【保育科】
■出張講義
申込
番号

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

分野

入門
講座

保育原理

心理

文化

自然

担当

保育科
専任教員

講師
大澤 亜里

教授
星 信子

教授
横田由紀子

教授
柘植純一

講義名

講義内容

保育者入門

保育者になるための資格の種類と内
容、取得のための勉強や求められる資
質、就職の動向に関する情報などをお
話しします。保育者志望の方だけでな
く、志望について迷っていたり、進路
を決定していない方も受講可能です。
内容はご希望に応じて調整いたしま
す。

子どもの権利と保育

乳幼児も「人間」であり、人権をもっ
ています。そのため保育の場でも子ど
もの人権に配慮することが必要です。
そこで、「子どもの権利条約」はなぜ
つくられたのか、乳幼児はどのような
権利を持っているのかを学び、子ども
の権利を尊重した保育のあり方につ
いて考えます。

赤ちゃんとの
コミュニケーション

赤ちゃんは人と関わるための基本的
な力をもって生まれてきます。生後間
もない赤ちゃんの持つ力とその意味
を学び、赤ちゃんとのコミュニケーシ
ョンの大切さについて考えます。

児童文化財としての絵本

「絵本」は優れた児童文化財であり、
その種類も多数あります。子どもの発
達段階に合わせた絵本の選択は、言葉
の獲得をうながすなど重要な意味を
持っています。赤ちゃん絵本と呼ばれ
るものや、最近の特徴的なものなど、
できるだけ多くの絵本を紹介します。
読み聞かせにも挑戦します。

子どもと自然とのかかわり

最近の子ども達は自然との触れ合い
が少なく人工的な物で遊ぶことが多
くなっています。幼児期の自然とのか
かわりがなぜ大切なのか、自然とかか
わる体験を通してどのような育ちが
期待されるのかについて考えましょ
う。

音楽

准教授
松井亜樹

子どもと音楽のかかわり

保育の現場で必要な音楽の専門知識、
技術のアドバイスを行います。実際に
歌ったり、手遊びをしたりしながら、
具体的に実践します（講義の実施に
は、ピアノが設置された会場が必要と
なります）
。

美術

教授
清水郁太郎

美術を通した
子どもとのかかわり

幼児のための造形の制作体験を行い
ます。簡単な材料で出来る楽しい工作
を体験し、保育における造形指導の一
端にふれます。
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鬼ごっこ、マット運動・縄跳び・跳び

C-8

運動

准教授
岡 健吾

“子どもが育つ”運動あそび

箱、ゲーム遊び等々、子どもたちが楽
しみながら心身を成長させるための
プログラムをレクチャー。 体育的指
導とは異なる視点から、“あそび”を
通して子どもが育つ場を提供します。
私達が生活している地域や建物には、
様々なバリアフリーが進められてい
ます。そもそも、障がいってなんだろう？

C-9

福祉

講師
今西良輔

障がいのある子どもの理解
と配慮

バリアフリーってどんなものなのだろ
う？ 改めて自分達の日常生活を振り返り
ながら、障がいとなるものがどんなもの
なのかを理解しましょう。そして私達
ができることはどんなことかを考え
てみましょう。

※基本的には札幌市及び近郊の学校を対象とします。遠方の場合はご相談ください。
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