
科目名
（コード）

化学概論Ⅱ(化学と地球の環境)
（XA-01）

担当教員 菅　　正彦 募集 10名

日程
10月7日（水）～1月13日（水）
(全14回)9:00 ～10:30

会場 未定 受講対象者

高等学校の化学を履修し
ている方、あるいはそれ
と同程度の化学の知識を
有する方。

内容

備考

科目名
（コード）

生物の科学Ⅰ（XA-02） 担当教員 木村　賢一 募集 3名

日程
10月6日（火）～11月17日（火）
(全6回)14:40 ～16:10

会場 未定 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

子どもと社会教育（XA-03） 担当教員 今　尚之 募集 4名

日程
10月7日（水）～1月13日（水）
(全14回)9:00～10:30

会場 小ホール（予定） 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

日本語学概論Ⅱ（XA-04） 担当教員 馬場　俊臣 募集 3名

日程
10月6日（火）～1月19日（火）
(全11回)13:00～14:30

会場 未定 受講対象者 一般市民

内容

備考

札
幌
校

地球環境の化学についての基礎的な講義を行ないます。

  受講者は講義室に入室前に手洗いを行うほか、マスクを着用してください。また、風邪の症状がある場合は参加
をご遠慮ください。
  新型コロナウィルス感染拡大の状況によってはオンライン授業 (スライドと音声によるオンデマンド形式など) にな
る可能性があり、そうなった場合には上記公開日程の後の任意の日時に、自宅などでインターネットを使用して受
講できます。毎回、課題を提出して頂き、それをもって出欠確認を行います。
　非対面授業となった場合は、受講に必要なパソコンや通信環境等については各自で準備いただくことになりま
す。

様々な“いきもの”の発生過程に見られる形づくりに、どのような「共通したしくみ」があるのか学習します。

　受講者は、講義室に入室前に手洗いを行うほか、マスクを着用してください。また、風邪の症状がある場合は参
加をご遠慮ください。
  新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止、日程変更等になる場合があります。

「地域を創る学び」である「社会教育」入門です。図書館や博物館などの役割もあわせて学びます。

　「社会教育」の入門的な内容を取りあげます。
　受講者は、講義室に入室前に手洗いを行うほか、マスクを着用してください。また、風邪の症状がある場合は参
加をご遠慮ください。
　新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止、日程変更等になる場合があります。

現代日本語文法（語論・構文論（主に単文））に関する基礎的知識及び分析方法に関する基礎的理解を深めます。

  受講者は、講義室に入室前に手洗いを行うほか、マスクを着用してください。また、風邪の症状がある場合は参加
をご遠慮ください。
  新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止、日程変更等になる場合があります。
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科目名
（コード）

教育相談の理論と方法(中等)Ｃ
（XA-05）

担当教員 益子　洋人 募集 10名

日程
10月6日（火）～2月2日（火）
(全13回)9：00～10：30

会場 未定 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

音楽教育学概説Ⅱ（XB-01） 担当教員 芳賀　均 募集 10名程度

日程
10月14日（水）～1月20日（水）
(全14回)14：40～16：10

会場 音楽棟M101（ML）教室 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

初等（小学校）音楽科教育法AH
（XB-02）

担当教員 芳賀　均 募集 10名程度

日程
10月7日（水）～1月20日（水）
(全15回)9：00～10：30

会場 音楽棟M101（ML）教室 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

初等（小学校）音楽科教育法BCD
（XB-03）

担当教員 芳賀　均 募集 10名程度

日程
10月2日（金）～1月29日（金）
(全15回)10：40～12：10

会場 音楽棟M101（ML）教室 受講対象者 一般市民

内容

備考

札
幌
校

旭
川
校

小学校音楽の内容や教え方を体験する学習です。教材として唱歌や鑑賞曲等を中心に30曲程度に触れます。

初等（小学校）音楽科教育法ＡＨ、初等（小学校）音楽科教育法ＢＣＤ、初等（小学校）音楽科教育法ＥＦＧは同内容
です。ご都合に合わせて日程をお選びいただけます（回数〈第○回〉が合っていれば、他のクラスに参加されても構
いません）。
しばしばリコーダー（たて笛）を使用することがあります。１００円ショップなどの簡単なものでも構いませんので、ご
準備いただけると、ご一緒に体験が可能となります。

初等（小学校）音楽科教育法ＡＨ、初等（小学校）音楽科教育法ＢＣＤ、初等（小学校）音楽科教育法ＥＦＧは同内容
です。ご都合に合わせて日程をお選びいただけます（回数〈第○回〉が合っていれば、他のクラスに参加されても構
いません）。
しばしばリコーダー（たて笛）を使用することがあります。１００円ショップなどの簡単なものでも構いませんので、ご
準備いただけると、ご一緒に体験が可能となります。

教育相談は生徒指導のための具体的な方法論です。
本講義ではその理論と方法を総論的、各論的に理解します。

大学１年生が対象です。前期の理論編（概説Ⅰ）を受けて、内容（音楽教育メソッド・民族音楽・音楽づくり・アイヌの
音楽等）や方法を体験する学習です。ホームページ（ブログ）「道北音楽教育研究所」に参考の動画等を紹介してお
ります。

　受講者は講義室に入室前に手洗いを行っていただくほか、マスクを着用してください。また、風邪の症状がある場
合は参加をご遠慮ください。
　新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止、日程変更、授業形態が変更(例：遠隔授業等)になる場合が
あります。非対面授業となった場合は、受講に必要なパソコンや通信環境等については各自で準備いただくことに
なります。
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小学校音楽の内容や教え方を体験する学習です。教材として唱歌や鑑賞曲等を中心に30曲程度に触れます。

初等（小学校）音楽科教育法ＡＨ、初等（小学校）音楽科教育法ＢＣＤ、初等（小学校）音楽科教育法ＥＦＧは同内容
です。ご都合に合わせて日程をお選びいただけます（回数〈第○回〉が合っていれば、他のクラスに参加されても構
いません）。
しばしばリコーダー（たて笛）を使用することがあります。１００円ショップなどの簡単なものでも構いませんので、ご
準備いただけると、ご一緒に体験が可能となります。



科目名
（コード）

初等（小学校）音楽科教育法EFG
（XB-04）

担当教員 芳賀　均 募集 10名程度

日程
10月6日（火）～1月26日（火）
(全15回)13：00～14：30

会場 音楽棟M101（ML）教室 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

社会学演習Ⅳ（XB-05） 担当教員 角　一典 募集 3名

日程
10月5日（月）～1月25日（月）
(全15回)14：40～16：10

会場 S306 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

現代と社会Ⅱ（XB-06） 担当教員 角　一典 募集 10名

日程
10月6日（火）～1月26日（火）
(全15回)9：00～10：30

会場 未定 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

社会調査論（XB-07） 担当教員 角　一典 募集 10名

日程
10月6日（火）～1月26日（火）
(全15回)14：40～16：10

会場 L101(予定) 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

海外留学英語演習２（XD-01） 担当教員 アンドレ・パーソンズ 募集 3名

日程
10月1日（木）～1月28日（木）
(全15回)14:40～16:10

会場 未定 受講対象者

履修できるのは、下記の
条件のどれかを満たすこ
とを証明できる受講者の
みとします。

内容

備考

旭
川
校

函
館
校

小学校音楽の内容や教え方を体験する学習です。教材として唱歌や鑑賞曲等を中心に30曲程度に触れます。

１．IELTSを受けたことがある（取得したスコアを提出する）
２．３か月前から本格的にIELTSの勉強を継続していることを証明できる（日記などで）
３．すでに上級程度の英語力があることを証明できる
この３点目については第１回目の授業までにオンラインレベルチェックをしてもらいます。
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test
このサイトにある４つのテストを全部受けてください。それぞれのテストを終了するときに自分のスコアが表示されま
す。そのスコアの写真またはスクリーンショットを取ってparsons.andre@h.hokkyodai.ac.jpに４つのスコアを第1回目の
授業までに送ってください。
注）オンラインテストはCEFRのレベルチェックであり、結果がB1以上であれば、IELTSの4.5ぐらいに当たります。そ
の程度の英語力がなければこの授業を履修することはお勧めしません。

初等（小学校）音楽科教育法ＡＨ、初等（小学校）音楽科教育法ＢＣＤ、初等（小学校）音楽科教育法ＥＦＧは同内容
です。ご都合に合わせて日程をお選びいただけます（回数〈第○回〉が合っていれば、他のクラスに参加されても構
いません）。
しばしばリコーダー（たて笛）を使用することがあります。１００円ショップなどの簡単なものでも構いませんので、ご
準備いただけると、ご一緒に体験が可能となります。

社会科学の専門文献を輪読することを通じて、現代社会の諸問題に関する知識を高めるとともに、その解決につい
て考えます。

本講座は、社会調査の基礎を学ぶことで、市民としての批判的視座を養成し、より的確な社会認識を獲得すること
を目的としています。

現代社会の環境問題について、社会学の観点からのアプローチを通して考えます。

IELTS問題に特化した、授業での課題と自己学習を通じて、IELTSで6.5点を取得することを目指します。

Ⅰ　令和２年度後期　授業公開講座一覧表③



科目名
（コード）

現代地域教養Ⅰ（外国語の学び
方）（XD-02）

担当教員 菅原　健太 募集 5名

日程
10月5日（月）～1月18日（月）
(全13回)14:40～16:10

会場 未定 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

第二言語習得論（XD-03） 担当教員 菅原　健太 募集 5名

日程
10月1日（木）～1月14日（木）
(全13回)14:40～16:10

会場 未定 受講対象者 一般市民

内容

備考

科目名
（コード）

児童福祉論（XD-04） 担当教員 中村　直樹 募集 5名

日程
10月5日（月）～2月1日（月）
(全15回)16:20～17:50

会場 未定 受講対象者 一般市民

内容

備考

函
館
校 第二言語を学ぶ過程で起こる諸問題と可能性について、近年の第二言語習得研究を学び、議論します。

新型コロナウイルス感染症予防対策に沿って、対面授業が実施できない場合は、中止の可能性があります。

児童福祉論を通して、児童そのものの理解と人間としての発達に必要な児童期のあるべき生育環境を考えます。

授業方法（対面、遠隔等）は、新型コロナウイルスの感染状況に応じ変更される場合があります。

新型コロナウイルス感染症予防対策に沿って、今学期は日時の変更・中止の可能性があります。なお、令和3年度
以降は、例年通り前期(4月から7月まで）の開講を予定しています。

外国語の学習をキーワードに地域貢献的要素を含め、国際的な視点から幅広い教養を身につけることを目指しま
す。
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