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Schedule
８月２０日（土）

８月２１日（日）

１２：３０

集合・受付
（場所：山形大学小白川キャンパス
地域教育文化学部１号館玄関ホール） ※５ページ参照

１３：００

開講式・オリエンテーション
（場所：地域教育文化学部１号館２階 会議室）

１３：１５

講義 「地域を支える教育と文化」

１４：３０

グループワーク （コース別）

１６：３０

グループワークまとめ （場所：地域教育文化学部１号館２階 会議室）

１７：００

宿泊先にバスで移動 （地域教育文学部１号館玄関前から）

１７：３０

夕食 （ホテルの夕食会場に集合）

１８：３０

講義 「大学での学び体験－山形大学の基盤教育って何だろう？」

２０：００

入浴（各自）・自由時間

２２：００

就寝

７：１５

朝食 （ホテルの朝食会場に集合）

８：００

出発準備 （各自）

９：００

山形大学小白川キャンパスにバスで移動 （ホテルのロビーに集合）

９：２０

学部紹介スライドショー上映
（場所：地域教育文化学部１号館２階 会議室）

１０：００

オリエンテーション
（場所：地域教育文化学部１号館２階 会議室）

１０：１５

研究室訪問 （分野別） 午前の部

１１：５０

昼食 （大学でお弁当を手配）
（場所：地域教育文化学部１号館２階 会議室）

１２：４５

研究室訪問 （分野別） 午後の部

１４：２０

まとめ
（場所：地域教育文化学部１号館２階 会議室）

１５：００

アンケート記入・記念撮影
（場所：地域教育文化学部１号館２階 会議室）
解散・帰宅（各自）
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講義等の内容
※場所については、担当が誘導します。

８月２０日（土）
【講義】
地域を支える教育と文化
担当：三上英司
場所：地域教育文化学部1号館2階 会議室
今後、人口減少化が進行する地域において、住民
の生活を支え、豊かにしてゆくために「教育」と「文化
支援」という２つの活動にできることを、実践的に講
義したうえで、今自分にできる地域支援と将来実行
可能にしたい地域支援について考えてもらいます。

【グループワーク：児童教育コース】
教師の英語―コミュニケーションを通して教え
るための言葉遣いと教授法―
（ English for School Teachers— Communicative
Language and Methods）
担当：ジェリーミラー ・ 三枝和彦
場所：地域教育文化学部1号館2階 会議室
このワークショップでは，EFL（English as a Foreign
Language：外国語としての英語）を日本で教えるため
に役立つ英語表現や教授法を学びます。数人の班
に分かれてグループ学習を行い，口頭でのコミュニ
ケーションを通して英語を教えるための授業の組み
立て方や指導技術に関する基本的な理解を図りま
す。
（ In this workshop, students will learn useful expres
sions and teaching methods for EFL in Japan .Stud
ents will work in small groups on cooperative tasks.
.By the end of the workshop, students will have a b
asic understanding of lesson structure and techniqu
es to teach English
communicatively. ）

【グループワーク：文化創生コース】
地域の食材を使った「ふるさと弁当」を企画し
よう
担当：土井敬真・井上功一郎
場所：地域教育文化学部1号館2階 121演習室
自分が生活する地域で生産される農水産物を食
材として取り上げたお弁当を企画・考案します。地域
の特産品には実際にその地域で栽培・収穫されてい
るものから、そこで栽培・収穫されていない材料を独
自の技術を用いて地域で加工しているものなど様々
存在します。それらの特産品がどのようにしてその
地域の特産品となったのか。その地域の歴史や、土
壌・気候条件など、様々な要因がそこにはあることで
しょう。それらを考察することは、地域を考察し、新た
な発見と理解に繋がります。
今回のグループワークでは、参加メンバーが全員
同じ地域出身ではありませんので、それぞれの地域
の特産品を持ち寄ったコラボレーション弁当を考案
することになります。お弁当を販売する場所、どのよ
うな人達をターゲットにお弁当を販売するのか。栄養
バランスなどを考慮してオリジナルの「ふるさと弁当」
をつくりましょう。

８月２1日（日）
【研究室訪問：児童教育分野】
「学ぶ」について考える
担当： 降旗孝（午前） ・野口徹（午後）
場所： 地域教育文化学部1号館3階132教室（午前）
地域教育文化学部3号館7階708教室（午後）
（教育実習支援オフィス セミナー室）
高校生のみなさんは学校で日常的に様々なことを学んでいると思
います。そもそも、この「学ぶ」という活動についてどのようなイメー
ジをもっているでしょうか。授業中に先生が黒板に書いたことをノー
トに書き込むこと？それとも机の上に広げた参考書の問題を必死で
解いていくこと？はたまた、実験などを行うことでしょうか？これらの
ことを含めて、「学ぶ」ということについてみなさんと一緒に考えてみ
たいと思います。

【研究室訪問：心理＆栄養＆スポーツ分野】
運動と健康について考えよう（午前）
担当：井上功一郎
場所：地域教育文化学部3号館6階 井上研究室
「１に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ」これは厚生労働省
が掲げる生活習慣病対策のスローガンです。健康なカラダを維持す
るためには、運動が大切だということはよく知られています。今回の
研究室訪問では、運動と健康に関わる2つのことを学習します。①
運動に伴うカラダの生理的応答や運動で使われるエネルギーにつ
いて体験的に学びます。②健康や運動に関する質問紙検査を行
い、自分自身の健康観や運動意識について理解します。これらの
学習を通して、運動とカラダの関わり、そして運動に対する心構えに
ついて考えを深めましょう。
心理学研究室の案内（栄養プログラムも含む） （午後）
担当：本島優子
場所：地域教育文化学部3号館5階 本島研究室
・心と身体の健康について
・心理学の授業内容の紹介（心理学実験室の案内等）
・心理学ゼミの活動内容の紹介
（研究室案内・文献紹介等）
・栄養プログラムの紹介（調理実習室の案内等）

【研究室訪問：音楽分野】
ソルフェージュ講座
担当：名倉明子
場所：地域教育文化学部1号館2階 名倉研究室
一般入試、推薦入試において課せられる、コールユーブンゲン、
聴音、ピアノ初見など、また、学部授業において実施しているピアノ
弾き歌い、リズム付き視唱課題などを実際に体験してみましょう。

【研究室訪問：美術分野】
木材の加工を通して木の素材としての特質と加工技術を体験し
よう
担当：土井敬真・八木文子
場所：地域教育文化学部1号館1階 木彫アトリエ
日本は木の文化の国といわれるように、古来から木は私たちの身
近に存在し、様々な場面で利用されてきました。材料としての木は
建築物や家具などに使用されるだけではなく、美術作品の材料して
も使用されています。植物である木はその繊維の方向により強度が
変わるだけでなく、乾燥の過程で収縮・変形するなど様々な特性を
持った素材といえます。
今回は木を用いたアクセサリーを実際に制作し、素材としての木
が持つ特質や、加工技術を学んでいきます。
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宿泊場所・連絡先
〇宿泊先： ホテル イーストワン
〒990-0039 山形県山形市香澄町1-18-12
TEL：023-643-1238 FAX：023-643-8621
〇連絡先

山形大学エンロールメント・マネジメント部ＥＭ企画課（川北）
TEL： 023-628-4063 FAX: 023-628-4491
email: enroll@jm.kj.yamagata-u.ac.jp
緊急の場合は、こちらにご連絡をお願いします。
山形大学エンロールメント・マネジメント部
（係員） 川北 征哉（かわきた まさや） TEL： 090-

持ち物・服装
〇持ち物 ※ この他、個人的に必要なものがあれば、ご持参ください。
□ 健康保険証
□ 着替え・パジャマなど
□ お風呂セット（タオルなど）、歯磨きセット
□ ノート・筆記用具
□ 常備薬（飲みなれている鎮痛剤・風邪薬・抗アレルギー薬など）
□ 参加費（6,500円）・・・当日、受付にて、お支払ください。
※お釣りの無いよう、ご準備をお願います。
〇服装
服装は、基本的に自由です。動きやすい普段着で構いません。

注意事項
〇体調不良等により当日参加が難しくなった場合は、必ず上記連絡先へご連絡をお
願いいたします。
〇山形大学小白川キャンパス会場までの往復は、参加するみなさん各自の交通手段
でお願いいたします。
〇食物アレルギーなどがある方は食事の配慮をしますので、事前にお申し出ください。
〇期間中、体調不良や気になることなどあれば、どんなことでも、すぐに、山形大学教
職員まで、遠慮なく申し出てください。

4

会場Map
〇 集合場所： 山形大学（小白川キャンパス） 地域教育文化学部 1号館玄関ホール

【集合場所】
地域教育文化学部
１号館玄関ホール
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