2011

疑1以 科学的商品

野外活動研究会会報 「観
察の友・フイール ドから」

7

科学 的な装 いの疑似科学商品の調査結果 を報
告 した。

vo1 117,p1057

車 の中に残 された もの

2011

野外活動研究会会報「観
察の友・フイール ドか ら」

7

巨大 シ ョッピングモールの駐車場 にある車で
見 られるものを報告 した。

vol l17,p1058
2011

築地口周辺

野外活動研究会会報「観
察の友 フイール ドか ら」

4

名古屋

に近 い築地 口周辺の考現学的な特徴

を報告 '巻
した。

vol l16,p1047

2.教 育活動

(教 育実践 上の主 な業績

)

大学院授業担当 □有 ■無
教育実習巡 回指導 :清 須市立西 共
出杷
島中学校 (愛 知県清須市)に 赴 いた。

授業科 目 生物学

◆前期

◆後期

「夏の思 い出」の合唱指導が授業内容

工夫 の概要

教材・資料等 の概要

多数の動画・写真を授業中に提示 し、動
を喚起 し、理解を
物の感覚について関孔ヽ

※パ ワーポイ ン ト中心 の授業進行

深められるようにした。また独 自の出席
カー ドを用意 した。自由記述欄を広 く取
り、感想や苦情、質問などを記入できる
ようにし授業参加を促す工夫である。

※黒板における補助的説明
※穴埋め式プリン トで学習量増加
,図 版 を PCで R央 写
※多数の言
ll画 ・写真

どについ て コメン トを行 い、実習校
の校長、教頭、教科担当教員 の各先
生方 とも懇談 した。

※オリジナルの出席 カー ドほか
学生 の 自主勉強会指導 :前 年度 か ら
続 いて、学生 の 自主勉強会 を人間発

授業科 目 生態学

◆前期

だった。実習生 に対 し授業進行や外
国人生徒 へ の接 し方、教材 の工 夫 な

◆後期
資料等 の概要

工夫 の概要

教材

多数 の動画 ・図 1写 真 を提示 し、生態系

上記「生物学」と同様。

における物 質 の循環 や環境 問題、持続
「生物学」
的環境利用な どを理解 させた。
同様 の カー ドで学生 の授業参加 して い
る気分 を高めさせ、カー ドを通 じて教員

達学部 の加藤暢夫先生 とともに行 っ
た。特 に、英語、作文、数学 (算 数)
能力 の 向上 を 目指 し、報告者 は主に
理科系 科 目を担 当 した。濃 度計 算、
物理学 (力 学)、 二 次方程式 と二次関
数、二 次不等式、な どについて特 に
重点的に解説 した。

との交流が多人数講義で もで きるよう
2012年 1月 11日 には本学母子講座「 ￨こ
こに こワー クシ ョップ (子 育 ち 。子
育てワー クシ ョップ)」 の ミニ ミニ講

にした。
授業科 目 人類学

◆前期

◆後期

座 で「 ヒ トの子育て」 と題 し、サル
教材 ・資料等 の概要

工夫の概要
霊長類や配偶システムに関連する多種
多様な動画 を用意 し、ヒ トの進化、霊長
類 の分類、配偶 システムや成長発達パ

上記「生物学J「 生態学」と同様。

とヒ トの子育 て を科学的か らお母 さ
ん方に説明 した。

2112年 2月 24日

ターン、長寿、子育て、社会などの進化
を理解 し易 い様にした。上記「生物学」
「生態学」同様のカー ドも使 つた。

(金 )13時 よ り 17

時 まで愛知県芸術 セ ンター にて ライ
フス タイルデザ イ ンコースの事業制
作発表会 にて コメン トを行 った。

授業科 目 文化人類学 (非 常勤 ・愛知県立総合看護専門学校)

◆前期

□後期

2011年 12月 15日 の後援会補助公開
資料等 の概要

工夫の概要

教材

VTRを 見せ、多数の例え話 を出 し、人

※教科書は鈴木孝夫「 ことばと文化」
※その他多数の書籍からの抜刷資料
※昔素を理解させる VTR
※文明 と文字の関係を示す VTR

間の文化の多様性 と共通点、進化、我々
が知 らずに日本の文化に育まれ ,囚 われ
ている点を伝 え、文化 を持つ ヒ トとし

講座実施報告 を名古屋芸術大学後援
会報第 52号 (2012年 3月 31日 発行)

21頁 に「原発事故後の科学的復興対
策」 として記 した。

(47)

