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ご挨拶

山梨英和大学では、心理・情報メディア・語学・文化・経営など、幅広い分野を

専門とする教員が、日々教育と研究活動を展開しています。

どの教員も、研究や社会における実践で高い実績を残すとともに、基礎から専門

に至るさまざまな科目で、若い世代の人々が学び、世界へと踏み出して行く手助け

をしてきました。この冊子では、そのような経験を積み重ねたひとりひとりの教員

が、とくに高校生の皆さんに向けて、多様な科目の中からそれぞれひとつを選び出

した、大学での学びへの導入となる科目が紹介されています。

最近は高校卒業後の教育というと、就職のための専門技術や資格を身につけるこ

とに注目が集まりがちです。しかし、仕事をするということは、自分がそれまで経

験してきたことや学んだことの蓄積を生かして人と関わることです。また、社会に

出ていくということは、単に職を得て仕事をするだけにとどまるものではありませ

ん。世界を眺める方法を知り、世の中がどのように機能しているのか（あるいは機

能していないのか）を感じ取り、その中で自分なりに位置を占めようとすることが、

若い人々には求められています。

山梨英和大学の学生たちは、人の心について、世界のあり方について、情報をや

り取りするということについて学ぶ、人間文化学の教育を通して、そうしたことに

ついて考え感じ取るための手がかりを獲得しています。高校生の皆さんにも、ここ

で紹介した講座を通して、ぜひその一端に触れ、これから出ていく社会について、

またその中で生きていく皆さん自身の姿について思いを馳せていただきたい、と私

たちは考えています。高校の先生方にはぜひ、この冊子をお読みいただいた上で、

生徒の皆さんに、山梨英和大学の人間文化学教育に触れる機会を与えていただけれ

ばと思います。

山梨英和大学入試・広報部

担当長 井上 征剛
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本学では、高等学校あるいは関連機関を対象とした「教育内容の紹介」

「大学教育に触れる機会のご提供」を目的とした３つのプログラムを

ご用意しております。山梨英和大学の学びを、生徒の皆さまへの進路

指導、教員の皆さまの研修等にご活用ください。
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高等学校高等学校高等学校高等学校・・・・関係機関対象関係機関対象関係機関対象関係機関対象プログラムプログラムプログラムプログラム

■■■■ 出張講義出張講義出張講義出張講義

高校生対象のプログラムです。高等学校へ本学教員を派遣いたします。進路イベント

等を行う際に、本学の講義を体験してみてください。

出張講義をご希望の際は、「教員紹介・出張講義内容（P4～16）」より、講義番号を

選択し、次の手順でお申し込みください。

講義時間はおおよそ60～90分ですが、ご都合にあわせて時間を調整いたします。また、

各プログラム内容におきましても、記載している講義内容に関わらず、本学の教員の

専門分野に応じた内容への変更が可能です。ご希望の際は、申込書又は申込フォーム

の備考欄にご記入ください。

なお、講義の形態は文中で「 … 講義」「 … 演習」「 … ワークショップ」と

表示しております。

[[[[おおおお申申申申しししし込込込込みからみからみからみから講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣までまでまでまで ]]]]

出張講義出張講義出張講義出張講義のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みみみみ

「山梨英和大学 出張講義申込書（P18）」又は「山梨英和大学 申込フォーム」に

必要事項を明記の上、お申し込みください。

ご質問やご要望等ございましたら、事前相談も承ります。

お気軽にお問い合わせください。

1111

講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣・・・・日程日程日程日程のののの決定決定決定決定

お申し込み内容を基に本学で調整し、ご連絡いたします。

なお、講師の都合によりご希望に添えない場合もございます。その際は再度ご希望を伺い

調整させていただきますので、ご了承ください。

2222

「「「「講師派遣依頼講師派遣依頼講師派遣依頼講師派遣依頼」」」」のののの郵送郵送郵送郵送

講師派遣及び日程調整が確定した後は、「講師派遣依頼」（任意様式、本学学長宛）を

入試・広報部までご郵送ください。受領後、本学から正式な回答文書を高等学校校長様

宛にお送りいたします。

3333

講師講師講師講師のののの派遣派遣派遣派遣

確定した期日に講師が伺い、出張講義を行います。

受講者数、資料準備、機材使用の可否や様式等を事前にお知らせください。

4444

≪≪≪≪諸経費等諸経費等諸経費等諸経費等≫≫≫≫

＊＊＊＊高等学校様等からのお申し込みにあっては、講師謝礼・交通費等は御不要です。

＊＊＊＊「山梨英和大学見学ツアー」の交通手段の御手配は各高等学校様でお願いいたします。

山梨英和大学 申込フォーム

QRコード ≫
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■■■■ 山梨英和大学見学山梨英和大学見学山梨英和大学見学山梨英和大学見学ツアーツアーツアーツアー

山梨英和大学では、学校単位での見学ツアーのお申し込みを受け付けております。

高等学校様のご希望に沿った見学ツアーをご提供いたします。

お選びいただける、プログラムは次のとおりです。学生食堂、学内コンビニの利用に

ついては、事前にご相談ください。

＜見学ツアー プログラム＞

・模擬授業 ・キャンパスツアー

・授業見学 ・図書館見学

・心理実験演習室体験

申込方法申込方法申込方法申込方法

「山梨英和大学 見学ツアー申込書（P19）」又は「山梨英和大学 申込フォーム」に

必要事項を明記の上、お申し込みください。

ご質問やご要望等ございましたら、事前相談も承ります。

お気軽にお問い合わせください。

■■■■ 校内研修会校内研修会校内研修会校内研修会・・・・講演会等講演会等講演会等講演会等へのへのへのへの講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣

高等学校教員の皆さま、保護者の皆さま対象の校内研修や講演会に、本学教員を

派遣いたします。

＜例＞ 心理学分野専門の教員

・いじめや不登校、発達障害、学習障害等についての講演

・生徒の勉強へのモチベーションアップやメンタルヘルスについての講演

言語・文化学専門の教員

・世界や社会について学び、視野を広げる講座やワークショップ

※「山梨英和大学教員紹介・出張講義内容（P4～16）」をご参考ください。

申込方法申込方法申込方法申込方法

「山梨英和大学 講師派遣申込書（P20）」又は「山梨英和大学 申込フォーム」に

必要事項を明記の上、お申し込みください。

ご質問やご要望等ございましたら、事前相談も承ります。

お気軽にお問い合わせください。

平日平日平日平日のののの大学見学大学見学大学見学大学見学・・・・個別相談個別相談個別相談個別相談をををを受受受受けけけけ付付付付けておりますけておりますけておりますけております

ご希望にあわせて、個人またはグループでの入試相談や大学見学を受け付けて

います。また、学費や奨学金、カリキュラム、資格取得、学生生活の不安など

についても、個別に対応いたします。

※平日の大学見学・個別相談は、個人または5名（保護者含む）の事前予約制です。

イベントや入試のため見学ができない場合もあります。

【お問い合わせ】山梨英和大学 入試・広報部

TEL: 055-223-6022    Mail: admission-office@yamanashi-eiwa.ac.jp

※今後の感染状況によって、内容の変更もしくは中止とすることがあります。

山梨英和大学 申込フォーム

QRコード ≫

山梨英和大学 申込フォーム

QRコード ≫
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≪プロフィール≫

岐阜県生まれ、東京神学大学・同大学院修士課程修了

韓国/基督教大韓監理教神学大学研修、韓国/イエス教長老会

神学大学大学院修士課程修了、西ドイツ/チュービンゲン大

学神学部博士課程修了(神学博士・新約学)、米国/エモリー大

学神学部客員研究員

在日大韓基督教会京都教会・岡山教会・西新井教会牧師、日

本基督教団千歳船橋教会牧師､東京神学大学教授、明治学院

大学・青山学院大学・東京女子大学・ルーテル学院大学・上

智大学非常勤講師を歴任

2020年4月学校法人山梨英和学院院長就任

2021年4月より現職

≪専門分野≫

神学（特にキリスト教教育学、新約聖書神学、アジア伝道

論）

≪社会貢献・社会連携の実績≫

山梨英和学院常務理事・評議員

東京神学大学名誉教授・特任教授

日本聖書学研究所所員、日本新約学会会員、日本キリスト

教教育学会前理事、日本キリスト教教育センター理事、ア

ジアキリスト教教育基金（ACEF）理事、在日本韓国基督教

青年会(YMCA)会員、国際宗教教育・価値センター（ISREV）

会員

朴朴朴朴 憲郁憲郁憲郁憲郁 学長学長学長学長・・・・研究科長研究科長研究科長研究科長

ParkParkParkPark HeonHeonHeonHeon----WookWookWookWook

朴 憲郁 ・・・ 4

洪 伊杓 ・・・ 5

小林 真理子 ・・・ 5

渡辺 信二 ・・・ 6

田代 順 ・・・ 6

小林 一之 ・・・ 7

小菅 健一 ・・・ 7

黒田 浩司 ・・・ 8

高橋 寛子 ・・・ 8

山本 明歩 ・・・ 9

李 尚珍 ・・・ 9

佐柳 信男 ・・・ 10

井上 征剛 ・・・ 10

難波 道弘 ・・・ 11

稲積 泰宏 ・・・ 11

槻舘 尚武 ・・・ 12

高見 研一 ・・・ 12

Danny W. Brown ・・・ 13

桑本 佳代子 ・・・ 13

杉村 篤志 ・・・ 14

三井 さや花 ・・・ 14

大井 奈美 ・・・ 15

劉 楠 ・・・ 15

佐藤みのり ・・・ 16

近藤 弘 ・・・ 16

宮本 光晴 ・・・ 16



…講義 …演習 …ワークショップ

≪出張講義番号 ①≫

日本日本日本日本にはなぜキリストにはなぜキリストにはなぜキリストにはなぜキリスト教教教教がががが広広広広まってまってまってまって

いないのかいないのかいないのかいないのか？？？？ーーーー韓国韓国韓国韓国とのとのとのとの比較比較比較比較

日本は16世紀にカトリック・キリスト教が伝来

し、プロテスタントも明治初期に伝えられてか

らすでに150年以上が経ちました。しかしなぜ

かキリスト教徒は人口の1％以下と少ない水準

を維持しています。一方、隣国の韓国ではキリ

スト教宣教が日本より遅れて開始されましたが、

人口の20％以上がキリスト教徒になっています。

同じ東アジアの隣国同士でなぜこのように異な

るのでしょうか。その原因や理由を、歴史的、

文化的に考えます。

洪洪洪洪 伊杓伊杓伊杓伊杓 宗教主任宗教主任宗教主任宗教主任・・・・准教授准教授准教授准教授

HONGHONGHONGHONG YIPYOYIPYOYIPYOYIPYO

延世大学神学部・法学部卒業、同大学院にて神学修

士と神学博士学位を、京都大学大学院にて文学修士

と文学博士(2020、Ph.D.)学位を取得

日本基督教団甲陽園教会、同教団丹後宮津教会にて

牧師として務める傍ら、大学で非常勤講師勤務等を

経て、現職

≪専門分野≫

キリスト教神学、宗教学、日韓キリスト教史

日韓関係史、アジア宗教史

≪社会貢献・社会連携の実績≫

「韓国出版学術賞」受賞（2015、韓国出版文化協会・韓

国出版研究所が授賞、韓国ソウル）、「アジア・キリスト教・

多元性」研究会、代表（2016ｰ2019、京都）、「松山高吉

の宗教及び神学思想と聖書翻訳の再評価」研究会、代

表（2016ｰ2018、日本基督教団信濃町教会・研究助成、

東京）など

≪2021年度 主な担当授業≫

・キリスト教概論

・宗教と思想

・アジアの社会と文化
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≪出張講義番号 ②≫

発達発達発達発達やややや性格性格性格性格のののの多様性多様性多様性多様性をををを知知知知ろうろうろうろう

－－－－発達障害発達障害発達障害発達障害やひきこもりについてやひきこもりについてやひきこもりについてやひきこもりについて

「生きにくさ・生活のしづらさを感じることは

ありませんか」…人は誰でも発達上の特性があ

り、性格傾向もさまざまです。思春期青年期に

おいては、これらの特性や性格傾向などが周囲

の環境と関わりの中で鋭敏になり、時に苦痛や

苦悩につながることがあります。心理学や社会

福祉学の視点から、これらのつらさの要因をさ

ぐり、どのように対応したらよいか具体例をあ

げてお伝えしたいと思います。

※授業時間や聴講場所・人数などにより、講義・演習などの

形態をご相談して決めたいと思います。

小林小林小林小林 真理子真理子真理子真理子 専攻主任専攻主任専攻主任専攻主任・・・・教授教授教授教授

KOBAYASHIKOBAYASHIKOBAYASHIKOBAYASHI MARIKOMARIKOMARIKOMARIKO

東北福祉大学大学院総合福祉学研究科博士課程修了

厚生労働省発達障害対策専門官、山梨県子育て支援

課児童対策企画監、山梨県都留児童相談所長を経て、

2016年より、現職

臨床心理士 公認心理師

≪専門分野≫

臨床心理学

障害児心理学

心理・福祉的視点における相談・支援

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・2017年度～ 山梨県性犯罪・性暴力被害者のための支

援連携会議委員

・2017年度～ 山梨県子どもの心のケアに係る総合拠点

開設準備委員会委員

・2018年度～ 社会保障審議会障害者部会委員

・2019年度～ 山梨県発達障害者支援体制整備検討

委員会及び障害者支援センター運営協議会委員

≪2021年度 主な担当授業≫

・福祉心理学

・関係行政論

・障害者（児）臨床心理学特論



田代田代田代田代 順順順順 教授教授教授教授

TASHIRO        JUNTASHIRO        JUNTASHIRO        JUNTASHIRO        JUN

国際基督教大学大学院教育学研究科博士前期課程修

了－臨床心理学専攻教育学修士、成城大学大学院文

学研究科博士後期課程所定単位取得後退学－臨床社

会心理学専攻

国立精神衛生研究所、スクールカウンセラー、国立

大学教員等を経て、現職

臨床心理士 公認心理師 精神保健福祉士

≪専門分野≫

臨床心理学（臨床ナラティヴ・アプローチ→集団、

家族、個人に対するリフレクティングをベースに

した実践と研究）、質的心理学（フィールドワー

ク／インタビュー、精神誌作成）

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・2011年～ グリーフカウンセリングセンター主催

のグリーフワーク・ワークショップにおける遺族

グループへの体験学習・グリーフワークショップ

・2012年～本学メイプルカレッジにおける講義

・2015年～ 地域医療と連携する地域福祉施設職員

に対する研修支援としてのナラティヴなグループ

ワーク実践と「自例」検討会開催

≪2021年度 主な担当授業≫

・コミュニティワーク

・臨床心理学概論

・心の健康教育

≪出張講義番号 ④≫

グループでのグループでのグループでのグループでの話話話話しししし合合合合いいいい方方方方のののの工夫工夫工夫工夫

ミーティングなどグループで話し合うとき、誰

かの「鶴の一声」で（どうも違うなと思いつつ

も）「方向」が決定されてしまったり、一人が

多くを話しすぎて結局他のことは話せず時間切

れになってしまうことがあります。そこで、グ

ループ参加者それぞれの「声」全部を、「深く

広く」展開するグループワークの方法を実際に

体験しながら学びます。
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≪出張講義番号 ③≫ 

英語英語英語英語なんてなんてなんてなんて恐恐恐恐くないくないくないくない

そもそもなぜ、英語学習が必要なのか、なぜ、

多くの日本人にとって英語が難しいのか、その

理由を皆で考え、そののち、日本人が英語を勉

強するにあたって大事な事柄とは何か、英語を

単なるツール（道具）と捉えてよいのか、など

考えてゆきます。

※どの形態にも対応します。全体40〜50分を予定して

います。

渡辺渡辺渡辺渡辺 信二信二信二信二 教授教授教授教授

WATANABEWATANABEWATANABEWATANABE SHINJISHINJISHINJISHINJI

東京大学大学院博士課程中途退学

茨城大学講師、東京学芸大学助教授、立教大学・

フェリス女学院大学教授を経て、現職

立教大学名誉教授

≪専門分野≫

アメリカ文学

アメリカ詩

日米比較、創作

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・2008年～ 立教セカンドステージ大学講師

・2009年 県立鉾田第一高校にて特別授業

・2011年～2012年 都立新宿高校にて模擬授業

≪2021年度 主な担当授業≫

・英語1a

・英語1c
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…講義 …演習 …ワークショップ

小林小林小林小林 一之一之一之一之 教授教授教授教授

KOBAYASHI     KAZUYUKI KOBAYASHI     KAZUYUKI KOBAYASHI     KAZUYUKI KOBAYASHI     KAZUYUKI 

早稲田大学第一文学部日本文学専攻卒業、山梨大学

大学院教育学研究科教科教育専攻（国語教育）修了

修士（教育学）

山梨県立文学館・高等学校等を経て、現職

≪専門分野≫

国語表現教育

日本近代文学（芥川龍之介）

山梨学・表象文化論

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・「思考の構造化による読解と記述－『平成30年度

試行調査』国語記述式問題の分析－」執筆（「エ

デュカーレ」特別号、2019年4月 第一学習社）

・「思考と表現のデザイン教育－高大接続フォーラ

ム」発表（2017年1月、山梨英和大学）

・「ロックの詩人 志村正彦展」主催（2014年7月、

山梨県立図書館）

≪2021年度 主な担当授業≫

・日本語スキル1・2

・山梨学Ⅰ・Ⅱ

・日本文学講読Ⅴ・Ⅵ

≪出張講義番号 ⑤≫

ロックのロックのロックのロックの歌詞歌詞歌詞歌詞からからからから日本語日本語日本語日本語のののの詩的表現詩的表現詩的表現詩的表現をををを考考考考えるえるえるえる

「桜が枯れた頃」という言葉から何を想い

描くでしょうか。富士吉田市出身の志村正

彦（フジファブリック）の歌詞の一節です。

桜が「散る」のを「枯れる」としたのか。

冬枯れあるいは枯死した樹なのか。想像は

自由に広がります。他にも宮沢和史（ザ・

ブーム）、藤巻亮太（レミオロメン）など

山梨は優れた「ロックの詩人」を生みだし

ています。高校生にとって身近な歌詞から

日本語の詩的表現の深さについて考えてい

きましょう。

小菅小菅小菅小菅 健一健一健一健一 教授教授教授教授

KOSUGEKOSUGEKOSUGEKOSUGE KENICHI KENICHI KENICHI KENICHI 

早稲田大学大学院文学研究科日本文学博士後期課

程修了 修士（文学）

1994年山梨英和短期大学国文科専任教師着任より

現職

≪専門分野≫

日本近・現代文学（作家論・作品論）

表現論・認識論・レトリック

コミュニケーション論

表象文化論（サブカルチャー・現代文化）

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・甲府市地域創生戦略会議委員

・こうふ開府５００年記念事業実行委員会主催

事業専門部会委員

・山梨県図書館協議会委員

≪2021年度 主な担当授業≫

・まんが論

・現代文化論

・日本文学史

≪出張講義番号 ⑥≫

「「「「○○○○○○○○○○○○」」」」によってによってによってによって自分自分自分自分にににに出会出会出会出会うううう

日本の近・現代文学（夏目漱石から村上春樹ま

で）、サブカルチャーと呼ばれる現代文化（マ

ンガ・アニメ・映画・音楽・ＣМ・アイドル・

キャラクター・デザイン・メディア）、〈もの

の見方〉や〈ものの考え方〉に関わる表現やコ

ミュニケーションの問題など、文学・文化・

〈ことば〉の様々な素材に基づいた講義や演習、

ワークショップを御依頼・御希望に合わせて行

いますので、御質問や具体的な御要望を、是非、

お問い合せ下さい。



≪出張講義番号 ⑦≫ 

心理学入門心理学入門心理学入門心理学入門

心理学心理学心理学心理学でででで何何何何がわかるのかがわかるのかがわかるのかがわかるのか？？？？

心理学は非常に人気の高い学問であるが、誤解

も多い。日常生活の様々な部分で心理学が活用

されていることもある。産業や人間工学の領域

で心理学が応用されているものもある。

心理学がどのような学問であり、どのように活

用されているかをわかりやすく講義します。

講義の中では、カウンセリングや心理テストに

ついても紹介するつもりです。

少し長め（80分以上）の出張講義であれば、心理

テストの実習も可能です。

黒田黒田黒田黒田 浩司浩司浩司浩司 教授教授教授教授

KURODA          HIROSHIKURODA          HIROSHIKURODA          HIROSHIKURODA          HIROSHI

慶應義塾大学大学院社会学研究科後期博士課程修了

修士（社会学）

茨城大学人文学部専任講師から教授を経て、現職

臨床心理士

≪専門分野≫

臨床心理学、精神分析学、投映法心理検査（ロー

ルシャッハ法・文章完成法を中心に）、コミュニ

ティ支援、サービスラーニング、ＣＣＲＣ

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・2014年 山梨県生涯学習指導者養成講座講師

・2015年 甲府市教育委員会総合教育研修講座講師、

甲府家庭裁判所調査官研修会(心理検査) 講師

・2016～2017年 茨城県施設心理職・児童相談所

心理司合同研修会

・2016年 生涯活躍のまち・やまなし研究会 会長

・2017年 笛吹市総合計画委員会 副会長

≪2021年度 主な担当授業≫

・心理的アセスメント

・高齢者の心理と健康

・投映法特論

高橋高橋高橋高橋 寛子寛子寛子寛子 教授教授教授教授

TAKAHASHITAKAHASHITAKAHASHITAKAHASHI HIROKO HIROKO HIROKO HIROKO 

京都大学大学院教育学研究科臨床教育学専攻博士後

期課程修了 修士（文学）

大学学生相談、司法関連機関、精神科クリニック、

カウンセリングセンター等での心理臨床実践を経て、

現職

臨床心理士 公認心理師

≪専門分野≫

臨床心理学

スーパーヴィジョン学

思春期・青年期心理臨床

学生相談

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・山梨県糖尿病医療学研究会メンバー

・笛吹市認定こども園 子育て支援活動

・山梨県教育庁高校教職員メンタルヘルス研修会

講師

・山梨県生涯教育研修会講師

≪2021年度 主な担当授業≫

・心理学的支援法Ⅰ

・心理演習Ⅰ

・芸術と心理療法

≪出張講義番号 ⑧≫

心理臨床心理臨床心理臨床心理臨床のののの本質本質本質本質をををを体験体験体験体験からからからから学学学学んでみましょうんでみましょうんでみましょうんでみましょう！！！！

－－－－フォーカシングのフォーカシングのフォーカシングのフォーカシングの理論理論理論理論とワークとワークとワークとワーク－－－－

私たちは、生きている「からだ」を通して多く

のことを感じています。それは漠然としていて

も刻々と変化し絶えず動いています。そこに触

れることができると、人は生き生きとした実感

を取り戻し、「自分自身の言葉」が生まれ、本

当に進みたい方向に向かって前進することがで

きるようになります。これがカウンセリングや

心理療法で起こっている事の本質ともいえるで

しょう。講義でフォーカシングのワークを行っ

て、実際に「自分自身の言葉」を探し出す体験

を中心とした講義を行います。

※プロジェクターを使用します。
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…講義 …演習 …ワークショップ

山本山本山本山本 明歩明歩明歩明歩 教授教授教授教授

YAMAMOTOYAMAMOTOYAMAMOTOYAMAMOTO AKIHO AKIHO AKIHO AKIHO 

東海大学大学院文学研究科文明研究専攻博士後期課

程修了 修士（文学）

フェリス女学院大学等で非常勤講師を歴任し、京都

文教大学特任准教授、高知工業高等専門学校准教授

を経て、現職

≪専門分野≫

文化人類学

先史人類学

言語教育

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・メイプルカレッジ「文化から考えるキリスト教」

・そのほか出張授業など

≪2021年度 主な担当授業≫

・人間と文明

・英語1

・英語2

≪出張講義番号 ⑨≫

農耕農耕農耕農耕はどのようにしてはどのようにしてはどのようにしてはどのようにして始始始始まったのかまったのかまったのかまったのか

今日の世界経済は農業なくして成立しません。

しかし20万年にも及ぶ人類史の中で、農耕が始

まったのはせいぜい1万年ほど前に過ぎないと言

われています。その1万年ほどの間に、人類の社

会は大きく変化し、イネやトウモロコシといっ

た栽培植物だけでなく、オオカミやイノシシと

いった動物まで大きく変化させてきました。農

耕がどのようにして始まったのか、人類の社会

にどのようなインパクトを与えたのかなど、農

耕起源にまつわる謎について考えていきます。

≪出張講義番号 ⑩≫

韓国韓国韓国韓国ブームっていつからブームっていつからブームっていつからブームっていつから？？？？

日韓関係日韓関係日韓関係日韓関係をををを遡遡遡遡ってってってって見見見見えてくるものはえてくるものはえてくるものはえてくるものは？？？？

なぜ日韓両国の間で「歴史認識」などが繰り返し

問題とされるのでしょうか。両国の交流に長い歴

史があるとは言え、過去の一時期の植民統治の出

来事が相互に否定的なイメージを与えてきたから

ではないでしょうか。

このように両国には国の間（国際）の交流のみな

らず、人の間（人際）の交流が絶えず続いていま

す。そこには「ひと」と「ひと」、「ひと」と

「もの」の深い関わりがあります。それを遡って

見えてくるものを一緒に考えてみましょう。

李李李李 尚珍尚珍尚珍尚珍 教授教授教授教授

LEELEELEELEE SANGJIN SANGJIN SANGJIN SANGJIN 

お茶の水大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了

博士（人文科学）

宇都宮大学国際学部非常勤講師を経て、現職

≪専門分野≫

異文化理解論

日韓文化交流史

日韓近代思想史

浅川伯教・巧兄弟と柳宗悦の朝鮮理解

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・浅川伯教・巧兄弟広報大使（山梨県北杜市）

・山梨民芸協会会員

・やまなし留学生スピーチコンテスト実行委員会委員

・「日本と韓国の相互理解のモデルー山梨県北杜市・

甲府市」（『月刊社会教育』2018年7月号）

・「日本と韓国の柳・浅川兄弟研究―現在までの動き

―」（日本民藝協会『民藝』第759号、2016年3月）

≪2021年度 主な担当授業≫

・国際交流論

・民族と社会Ⅱ

・韓国語



井上井上井上井上 征剛征剛征剛征剛 教授教授教授教授

INOUE            SEIGOINOUE            SEIGOINOUE            SEIGOINOUE            SEIGO

東京大学教養学部教養学科卒業 一橋大学大学院言

語社会研究科博士後期課程修了 博士（学術）

一橋大学非常勤講師、山梨英和大学非常勤講師を経

て、2014年より山梨英和大学准教授、2019年より、

現職

≪専門分野≫

音楽学・音楽史

児童文学

西洋文化論（主にドイツ）

≪社会貢献・社会連携の実績≫

2008年 札幌教文アートプロジェクトオペラ

≪青い鳥≫台本執筆

2012年 札幌室内歌劇場公演「子どものための音

楽」構成協力

2019年〜 山梨ことぶき勧学院講師

2020年 山梨県生涯学習推進センター主催「大人の

ための絵本講座」

その他、音楽会パンフレットの解説、児童文学書評

および解説、CDブックレットの翻訳などに従事

≪2021年度 主な担当授業≫

・音楽史・音楽学

・比較文化・思想論

・児童文学講読

≪出張講義番号 ⑫≫

作曲家作曲家作曲家作曲家のののの仕事仕事仕事仕事 ―――――  ―  ―  ―  音楽音楽音楽音楽のののの喜怒哀楽喜怒哀楽喜怒哀楽喜怒哀楽― ―― ―― ―― ―

クラシック音楽は堅苦しく退屈なもの、と思って

いる人は多いかもしれません。けれども、作曲家

が作品に組みこんだ工夫を理解して聴くと、人の

心に寄り添うものとして味わい楽しむことができ

ます。この授業では、喜びと悲しみ、失望と希望

など、音楽が描き出す心の動きについて、有名な

作品を例に読み解きます。
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佐柳佐柳佐柳佐柳 信男信男信男信男 教授教授教授教授

SAYANAGI        NOBUOSAYANAGI        NOBUOSAYANAGI        NOBUOSAYANAGI        NOBUO

国際基督教大学教育学研究科博士後期課程修了

博士（教育学）

ラジオ番組制作会社勤務、フリーランスの翻訳者・

通訳者、明星大学非常勤講師，実践女子大学非常勤

講師などを経て、現職

≪専門分野≫

モチベーション心理学

教育心理学

発達心理学

子育て支援

国際開発

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・YBSテレビ『子育て日記』解説（2013年〜）

・国際協力機構（JICA）市場志向型農業（SHEP）

能力強化研修講師（2014年〜）

・笛吹市・子育て支援えいわ子育て講演会講（2015

年〜）

≪2021年度 主な担当授業≫

・心理学研究法

・発達心理学

・Psychology in English Ⅰ・Ⅱ

≪出張講義番号 ⑪≫

モチベーションのモチベーションのモチベーションのモチベーションの心理学心理学心理学心理学

誰でも「やらなければいけないのに，やる気が

出ない」という状況を経験したことがあると思

います。そのようなときはどうしたらよいので

しょうか？ 1時間あまりの講義ではその完全な

解決方法を学ぶことはできませんが，モチベー

ションの仕組みや，より望ましいモチベーショ

ンのあり方を知ることで，状況を改善するため

のヒントを得ることはできるかも知れません。



稲積稲積稲積稲積 泰宏泰宏泰宏泰宏 准教授准教授准教授准教授

INAZUMI        INAZUMI        INAZUMI        INAZUMI        YASUHIRO YASUHIRO YASUHIRO YASUHIRO 

富山大学大学院理工学研究科博士前期課程修了

東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了

博士（工学）

神奈川大学工学部助手、富山大学大学院理工学研究

部（工学）講師を経て、現職

≪専門分野≫

情報通信工学

通信・ネットワーク工学

感性情報処理

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・2011年〜2015年 電子情報通信学会通信ソサイエ

ティ英文論文誌編集委員

・2014年〜 画像符号化シンポジウム実行委員

・2017年〜 Guest Editor of J. Imaging Special Issue 

“Image Quality”

≪2021年度 主な担当授業≫

・メディアプロジェクトＩ

・データアナリティクスⅠ

・データサイエンスⅠ

≪出張講義番号 ⑭≫

STEMSTEMSTEMSTEM教育教育教育教育によるによるによるによる21212121世紀型世紀型世紀型世紀型のスキルのスキルのスキルのスキル

STEM教育という言葉を聞いたことはありますか?

STEMとは、科学・技術・工学・数学の英語の頭

文字を取った言葉です。STEM教育で、21世紀型

のスキル（論理的思考力・問題解決能力・創造

力）が育まれると言われています。この講義は、

STEM教育を学ぶ機会がなかった高校生を対象と

しています。STEM教育と従来の勉強との違いを

知り、考えてみましょう。

※プロジェクターを使用します。

難波難波難波難波 道弘道弘道弘道弘 教授教授教授教授

NAMBA        MICHIHIRONAMBA        MICHIHIRONAMBA        MICHIHIRONAMBA        MICHIHIRO

岡山県立大学大学院情報系工学研究科システム工学

専攻博士後期課程修了 博士（工学）

2002年より山梨英和大学助手、専任講師、准教授を

経て、現職

≪専門分野≫

情報科学

特に、人工知能技術を使って私たちのくらしと

こころを豊かにする研究を行っています。

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・2013〜2016年度 笛吹市内の市民グループ「一宮

町を考える会」との協働により「地域再発見

ウォーキングマップ甲斐路の辻・小道めぐり」

のWebサイト開設

・2018年～ NPO法人山梨情報通信研究所理事

≪2021年度 主な担当授業≫

・プログラミングⅠ

・コンピュータシステムⅠ・Ⅱ

・プロジェクトマネジメント

≪出張講義番号 ⑬≫

人工知能人工知能人工知能人工知能はははは社会社会社会社会をををを救救救救うううう！？！？！？！？

みなさんは人工知能という言葉を知っています

か？小説や映画に登場したり、家電やゲームに

搭載されたりしている謎なものです。でも人工

知能はAIとも呼ばれ、50年以上前から研究され

ています。今ではPepper、車の自動運転、ピッチ

ングマシンなどいろんな分野で活躍しています。

この授業では、人工知能技術の「いま」と「こ

れから」についてみなさんと一緒に考えてみた

いと思います。

※プロジェクターを使用します。

…講義 …演習 …ワークショップ
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…講義 …演習 …ワークショップ

高見高見高見高見 研一研一研一研一 専任講師専任講師専任講師専任講師

TAKAMI        TAKAMI        TAKAMI        TAKAMI        KENICHI KENICHI KENICHI KENICHI 

早稲田大学第一文学部卒業早稲田大学大学院文学研

究科日本文学修士課程修了 修士（文学）

立正大学、城西国際大学、明星大学、都留文科大学

非常勤講師などを経て、現職

≪専門分野≫

日本語教育

日本語表現

≪社会貢献・社会連携の実績≫

中国帰国者への日本語支援教育

≪2021年度 主な担当授業≫

・現代の日本語

・ビジネス日本語

・日本語スキル

≪出張講義番号 ⑯≫

日本語教育日本語教育日本語教育日本語教育とポップカルチャーとポップカルチャーとポップカルチャーとポップカルチャー

現在の日本は、マンガやアニメ、ゲームやライ

トノベル、ボーカロイドといったポップカル

チャーにおいて海外の多くの人々の関心を惹き

つけています。『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』と

いった人気のマンガやアニメはほとんど時差な

く海外のファンに届けられ、新海誠や細田守、

庵野秀明、あるいは京都アニメーションやufotable

の作り出す革新的な新作映画への関心はかつて

なく高まっています。また、任天堂の『あつま

れ どうぶつの森』はコロナ禍でステイホームを

強いられた世界中の人々にプレイされました。

こうした現代日本のポップカルチャーへの強い

関心を引き受け、近年の日本語教育もさまざま

な試みをしています。その一端を皆さんにお伝

えできればと思います。

槻舘槻舘槻舘槻舘 尚武尚武尚武尚武 准教授准教授准教授准教授

TSUKIDATE  TSUKIDATE  TSUKIDATE  TSUKIDATE  NAOTAKENAOTAKENAOTAKENAOTAKE

国際基督教大学大学院教育学研究科博士後期課程

修了 博士（教育学）

国際基督教大学教育研究所助手、研究員を経て、

現職

≪専門分野≫

教育心理学

教育工学

コミュニケーション障害

≪社会貢献・社会連携の実績≫

県内公共機関での統計調査および統計解析の

協力県内生涯学習講座の講師

≪2021年度 主な担当授業≫

・教育心理学

・心理学統計法

・学習・言語心理学

≪出張講義番号 ⑮≫

心理学心理学心理学心理学でででで学学学学ぶデータぶデータぶデータぶデータ分析分析分析分析

みなさんが数学の授業で学んでいる「データ分

析」、心理学でも使うのです。

基本となる統計量である分散や相関の考え方を

確認し、大学で学ぶ心理学でどんな使われ方を

するのか？その基本的な枠組みを紹介します。

データ分析を学ぶ、データを捉えるセンスを身

に付けることが将来なんの役に立ち得るのか考

えてみましょう。

※プロジェクターを使用します。

黒板ないしホワイトボードの併用をします。
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Danny W. BrownDanny W. BrownDanny W. BrownDanny W. Brown 専任講師専任講師専任講師専任講師

ダニーダニーダニーダニー ブラウンブラウンブラウンブラウン

University of Texas at Austin, Foreign Language Education 

Department, U.S.A Ph.D（外国語教育博士）

駿台外語専門学校（現駿台観光&外語ビジネス専門

学校）講師、アメリカにて大学の講師等を経て、

現職

≪専門分野≫

I teach in the Global Studies department and specialize in 

English teaching.

英語教育

日本人の英語学習ストラテジー

≪社会貢献・社会連携の実績≫

I work as a pastor of New Life International Church. We are a 

bilingual (English and Japanese) church in Kofu, Japan. I am 

active in leading church activities, teaching, counseling, and 

helping people who are in trouble. In March 2007, I organized a 

4-day volunteer trip for 5 workers (including myself) in the 

area of the Noto Peninsual Earthquake （能登半島地震）. 

In July 2007, I organized another 4-day volunteer trip to the 

Chuuetsu Offshore Earthquake (新潟県中越沖地震) area 

for 5 volunteer workers (self included). I have visited people in 

jail, helped the homeless, and led church groups to visit nursing 

homes in the Kofu City area.

≪2021年度 主な担当授業≫

・Globalization and Culture 1 and 2

・English 2b (English speaking)

・英語音声学

≪出張講義番号 ⑰≫

The seven sounds of OThe seven sounds of OThe seven sounds of OThe seven sounds of O

Japanese Katakana uses on ly one sounds for 

“O”. But i n Eng l i sh “O” represents at l east 

7 d i f ferent sounds .  We wi l l  s tudy the 7 sounds 

of “0” and pract i ce the i r  pronunc ia t i on by 

l i s ten i ng to a Beat les song ,  “In My L i fe”.

桑本桑本桑本桑本 佳代子佳代子佳代子佳代子 専任講師専任講師専任講師専任講師

KUWAMOTOKUWAMOTOKUWAMOTOKUWAMOTO KAYOKOKAYOKOKAYOKOKAYOKO

京都大学大学院教育学研究科臨床教育学専攻博士後

期課程単位取得退学 修士（文学）

精神科病院、精神科クリニック、大学付属心理教育

センター、スクールカウンセラー、大学非常勤講師

を歴任

臨床心理士 公認心理師

≪専門分野≫

臨床心理学

スーパーヴィジョン学

力動的心理療法

集団精神療法

ロールシャッハテスト

≪社会貢献・社会連携の実績≫

『スーパーヴィジョンの実際問題』翻訳

山梨県内高校への出張講義

≪2021年度 主な担当授業≫

・心理学的支援法

・人間文化学

・健康・医療心理学

≪出張講義番号 ⑱≫

はじめてのはじめてのはじめてのはじめての臨床心理学臨床心理学臨床心理学臨床心理学

心理学にはいろんな分野がありますが、そ

の中でも臨床心理学をとりあげ、どのよう

な心理検査があるのか、どのように人を理

解していくのかを紐解いて行きます。

…講義 …演習 …ワークショップ



杉村杉村杉村杉村 篤志篤志篤志篤志 専任講師専任講師専任講師専任講師

SUGIMURA       ATSUSHISUGIMURA       ATSUSHISUGIMURA       ATSUSHISUGIMURA       ATSUSHI

東京大学文学部卒業 東京大学大学院人文社会系研

究科博士課程単位取得満期退学 修士（文学）

日本学術振興会特別研究員、米国カリフォルニア大

学バークレー校客員研究員、米国エルマイラ大学

マーク・トウェイン研究センター・クォリーファー

ムフェローを経て、現職

≪専門分野≫

アメリカ文学

比較文学・比較文化論

表象文化論

≪社会貢献・社会連携の実績≫

山梨県立塩山高校（2019年）や山梨県立富士河口湖

高校（2021年）で言語・国際系進路説明会講師を担

当。2020年10月には高校生を対象とした「高校生談

話室——図書館を駆使して、本を読む楽しみを深めよ

う」をオンライン開催

American Literature Association Annual Conference、International 

Conference on the State of Mark Twain Studies 等の国際学会

で研究報告。『英文学研究』英文号、『アメリカ文

学研究』等の国内主要ジャーナルに査読論文を発表

≪2021年度 主な担当授業≫

・英米文学史

・英米文学講読

≪出張講義番号 ⑲≫

19191919世紀世紀世紀世紀アメリカアメリカアメリカアメリカ小説小説小説小説におけるにおけるにおけるにおける「「「「いいいいいいいい子子子子」」」」とととと

「「「「わるいわるいわるいわるい子子子子」」」」

日本でも長年多くの読者に親しまれてきた小説

『トム・ソーヤーの冒険』（1876）とその関連

作品を紹介しながら、アメリカ近代文学を代表

する作家マーク・トウェインが描いた魅力的な

「悪い子」のポピュラー・イメージについて考

えます。あわせて、トウェインの児童心理描写

のおもしろさや、アメリカの自由・平等の理念

と作品の関わりなどを概説します。講義のなか

では映画版やジブリアニメにも触れる予定です。

※音声出力可能なプロジェクターを使用します。

※聴講者の人数・場所などにより、講義・演習などの

授業形態をご相談して決めたいと思います。

三井三井三井三井 さやさやさやさや花花花花 専任講師専任講師専任講師専任講師

MITSUIMITSUIMITSUIMITSUI SAYAKASAYAKASAYAKASAYAKA

一橋大学大学院言語社会研究科言語社会専攻修士課

程修了 修士（学術） 山梨大学、山梨英和大学の

非常勤講師を経て、現職

大学の留学生をはじめ、地域在住外国人、訪日外国

人、海外に住む日本にルーツを持つ子どもたちなど

に日本語教育（継承語教育）、地域日本語教育では

日本語ボランティアへの助言や支援も行う

≪専門分野≫

日本語教育

社会言語学

対照言語学

≪社会貢献・社会連携の実績≫

地域在住外国人への日本語教育

地域の日本語指導ボランティアに対する指導・

助言

在住外国人の子どもの学習支援活動力

≪2021年度 主な担当授業≫

・日本語1

・日本語教授法1

・日本語スキル

≪出張講義番号 ⑳≫

外国語外国語外国語外国語としてのとしてのとしてのとしての日本語日本語日本語日本語

――――日本語日本語日本語日本語はどんなはどんなはどんなはどんな言葉言葉言葉言葉？？？？

日本で生まれ育ち、日本語を母語とする人

は、普段何気なく日本語を使っていると思

います。でも、他の外国語と比べたり、日

本語学習者から見たりすると、「どうし

て？」がいっぱい。「どうしてこんなに文

字の種類があるの？」「どうして主語がな

いのに伝わるの？」など、疑問がどんどん

出てきます。身近だからこそ日本語の特徴

や文法を考えずに使っているはずです。自

分の使っている日本語という言語について、

もっと考えてみましょう。
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≪出張講義番号 ㉒≫

ダイバーシティダイバーシティダイバーシティダイバーシティ推進推進推進推進とこれからのとこれからのとこれからのとこれからの働働働働きききき方方方方

皆さんは将来、どんな働き方をすることに

なるでしょうか。高齢化社会である現在、

「家事も育児も、介護も仕事も！」と言わ

れたりもして、大変そうだと思う人も多い

かもしれません。そのため、ダイバーシ

ティ推進の必要性についてお話しします。

高校生の皆さんが今後のキャリアビジョン

やライフデザインを描くことができる、男

性も女性も、誰もが輝く社会づくりに何が

必要かを、一緒に考えてみましょう。

劉劉劉劉 楠楠楠楠 専任講師専任講師専任講師専任講師

LIULIULIULIU NAN NAN NAN NAN 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科博

士後期課程修了 博士（社会学）

お茶の水女子大学リサーチフェロー、同大学グロー

バルリーダーシップ研究所特別研究員、山形大学男

女共同参画推進室米沢分室助教、長崎大学ダイバー

シティ推進センター助教を経て、現職

≪専門分野≫

家族社会学

ジェンダー学

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・2016年9月 - 2018年3月 山形県置賜地区高畠町

男女共同参画推進委員

・2018年4月 笹川平和財団「男女平等における男

性の役割」事業への協力

・2018年4月 ながさき女性活躍推進会議ワーキン

グ・グループ 委員

・2018年4月-現在 笹川平和財団「男女平等におけ

る男性の役割」事業への協力

≪2021年度 主な担当授業≫

・民族と社会Ⅰ

・アジアの社会と文化B

・中国語

≪出張講義番号 ㉑≫

図書館司書図書館司書図書館司書図書館司書のののの発想法発想法発想法発想法

皆さんは、普段どのようなことに関心を持ち、

どのような情報にふれていますか？

現在、図書館をめぐる学びは情報学と深い関係

があると考えられています。そのため、図書館

司書になるための学びは、図書館司書を目指す

方にとってだけではなく、これから大学や社会

での学びを始める皆さんそれぞれにとっても、

きっと役立つものでしょう。

ここでは特に、皆さん一人ひとりが自分で考え

られるようになることを助けてくれる、図書館

司書の発想法を体験してみましょう。

大井大井大井大井 奈美奈美奈美奈美 専任講師専任講師専任講師専任講師

OHIOHIOHIOHI NAMI NAMI NAMI NAMI 

早稲田大学第一文学部卒業 東京大学大学院学際情

報学府博士課程修了 博士（学際情報学）

東京大学特任助教、東海大学・大妻女子大学非常勤

講師等を経て、現職

≪専門分野≫

構成主義システム論の倫理学的応用

≪社会貢献・社会連携の実績≫

県民コミュニティカレッジ、メイプルカレッジの

講座担当

山梨県図書館協議会委員

≪2021年度 主な担当授業≫

・知的財産権と情報倫理

・生涯学習概論

・ICTスキル
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≪出張講義番号 ㉓≫

こころのこころのこころのこころの健康健康健康健康とはとはとはとは

――――メンタルヘルスをメンタルヘルスをメンタルヘルスをメンタルヘルスを考考考考えようえようえようえよう――――

からだの健康のために、あなたは日々の生

活において、甘いものを摂り過ぎないよう

に注意したり適度な運動を心がけたりして

いるでしょう。それでは、こころの健康の

ために、あなたはどのようなことを日々

行っていますか？メンタルヘルスとはそも

そも何であり、どのような点において重要

なのでしょうか。メンタルヘルスが損なわ

れる場合にはどのようなことが起こりうる

のでしょうか。自分自身や家族、周囲の

人々のメンタルヘルスに目を向けて生活す

ることの意義と、不調を感じた場合のたす

けの求め方などを一緒に考えましょう。

※プロジェクターを使用します。

佐藤佐藤佐藤佐藤 みのりみのりみのりみのり 助教助教助教助教

SATOSATOSATOSATO MINORI MINORI MINORI MINORI 

お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科

博士後期課程修了 博士（人文科学）

精神科病院、山梨英和大学非常勤講師を経て、

現職

臨床心理士 公認心理師 臨床発達心理士

≪専門分野≫

発達精神病理学

臨床心理学

≪2021年度 主な担当授業≫

・心理演習Ⅰ

・臨床心理実習Ⅰ・Ⅱ

・臨床心理査定演習Ⅰ

≪専門分野≫

教育社会学、ジェンダー論、男女共同参画社会論、

教員養成論

≪社会貢献・社会連携の実績≫

・前豊島区生涯学習推進協議会会長・八潮市男女

共同参画苦情処理委員・羽村市子ども・子育て

会議委員

≪2021年度 主な担当授業≫

・教育実習Ⅰ・Ⅱ ・教職実践演習（中・高）

近藤近藤近藤近藤 弘弘弘弘 教授教授教授教授

KONDOKONDOKONDOKONDO HIROSHIHIROSHIHIROSHIHIROSHI

立教大学文学研究科教育学 専攻修士課程修了

修士(文学)

東京家庭裁判所調査官補、関東学院女子短期大学、

立教大学を経て、現職

立教大学名誉教授

≪専門分野≫

企業経済学

雇用システムとコーポレート・ガバナンスの国際比較

≪社会貢献・社会連携の実績≫

日本労働研究・研修機構特別研究員

東洋鋼板社外監査役

≪2021年度 主な担当授業≫

・経営学Ⅰ ・グローバル経済学 ・企業論

横浜国立大学経済学部、一橋大学大学院経済学研究科

を修了

一橋大学で助手として勤めた後、1980年～2019年専修大

学経済学部勤務等を経て、現職

宮本宮本宮本宮本 光晴光晴光晴光晴 教授教授教授教授

MIYAMOTO  MITSUHARUMIYAMOTO  MITSUHARUMIYAMOTO  MITSUHARUMIYAMOTO  MITSUHARU
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プログラムプログラムプログラムプログラム 申込書申込書申込書申込書

出張講義 申込書

見学ツアー 申込書

講師派遣 申込書
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貴 校 名

高等学校

御 担 当

先 生 名

先生

御 連 絡 先

〒 -

TEL （ ） －

FAX （ ） －

E-Mail

実 施

予 定 日

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

対 象 学 年

受 講

予 定 者 数

御 申 込

内 容

希望講義番号 講師名

第一希望

第二希望

第三希望

備考

山梨英和大学 入試・広報部 FAX （055）223－6025

※第三希望まで必ずご記入ください。

山梨英和大学山梨英和大学山梨英和大学山梨英和大学 出張講義申込書出張講義申込書出張講義申込書出張講義申込書

年 月 日

山梨英和大学 入試・広報部 行



F A XF A XF A XF A X 送信先送信先送信先送信先

055055055055----223223223223----6025602560256025
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貴 校 名

高等学校

御 担 当

先 生 名

先生

御 連 絡 先

〒 -

TEL （ ） －

FAX （ ） －

E-Mail

実 施

予 定 日

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

対 象 学 年

参 加

予 定 者 数

うち引率教員

名 名

御 希 望

内 容

ア. 模擬授業（希望分野： ）

イ. 授業見学 ウ. キャンパスツアー エ. 図書館見学

オ. 心理学実験演習室施設体験

カ. 学生食堂・学内コンビニ利用(※要相談）

キ. その他

（ ）

備考

山梨英和大学 入試・広報部 FAX （055）223－6025

山梨英和大学山梨英和大学山梨英和大学山梨英和大学 見学見学見学見学ツアーツアーツアーツアー申込書申込書申込書申込書

年 月 日

山梨英和大学 入試・広報部 行



F A XF A XF A XF A X 送信先送信先送信先送信先

055055055055----223223223223----6025602560256025
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貴 校 名

高等学校

御 担 当

先 生 名

先生

御 連 絡 先

〒 -

TEL （ ） －

FAX （ ） －

E-Mail

実 施

予 定 日

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分

対 象

参 加

予 定 者 数

御 申 込

内 容

講 演 会 等

の 名 称

主 催 者 様 名

ご 希 望 の

テ ー マ や

内 容 等

備考

山梨英和大学 入試・広報部 FAX （055）223－6025

年 月 日

山梨英和大学 入試・広報部 行

山梨英和大学山梨英和大学山梨英和大学山梨英和大学 講師派遣申込書講師派遣申込書講師派遣申込書講師派遣申込書



F A XF A XF A XF A X 送信先送信先送信先送信先

055055055055----223223223223----6025602560256025



山梨英和大学 入試・広報部

〒400-8555 山梨県甲府市横根町888

TEL 055-223-6022 FAX 055-223-6025

E-MAIL admission-office@yamanashi-eiwa.ac.jp 

W E B https://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/

窓 口 平日 8時45分～16時30分

※土日祝日、2021年12月25日～2022年1月4日を除く。

夏季休業等については事前にお問い合わせください。


