
R2年度　その他提供できる事項　講座登録一覧 ※R2年7月更新

テーマ 内容

1 教育学部 教授 高橋尚志
教師向けレクチャー
教師向け真空実験講座

小・中・高の教諭向けの真空実験の講座 小・中・高の教諭 応相談
教員免許更新講習で行っているも
ののダイジェスト版です

2 教育学部 教授 高橋尚志
教師向けレクチャー
アクティブラーニングのススメ

センサー機器を使ったアクティブラーニングの理科・物理授業の
紹介と講習

小・中・高の教諭 応相談
パスコ社のセンサーを使用します　
会場にプロジェクターが必要

3 教育学部 教授 青山夕夏 どきどきコンサート
開催場所にもよりますが、魔笛（？）等（コンサート内容について
は相談）

こどもと一般市民 要相談 移動手段、運搬手段、広報等

4 教育学部 教授 山神　眞一 剣道の実技指導 剣道（木刀使用）で心とからだを育てる 小学校から高校まで 応相談

5 法学部 教授 石井　一也 ガンディーの非暴力思想
2018年は、ガンディーの死後70年にあたる年です。グローバル社
会が、暴力の様相をますます強めてゆくなかで、ガンディーによる
非暴力の思想と実践について考えます。

小、中、高、一般
不定期（授業や会議のな
い時）

6 法学部 教授 肥塚　肇雄
「香川県自転車条例と交通安全―自転車事故の被害者に
も加害者にもならないために―」

香川県自転車条例が制定施行されました。自転車事故は程度が
軽いという印象をもっていませんか？自転車事故を惹き起こした
加害者に高額賠償責任を負わされた裁判例もあります。被害者
にも加害者にもならないようにどうすればよいかを考えていきま
す。

どなたでも 11月以降にお願いします

7 法学部 教授 肥塚　肇雄 「学校トラブルと法的対応」
学校でトラブルが発生した場合、どのように対応すべきでしょう
か？裁判例を紹介しながら、皆さんと考えていきます

どなたでも 随時

8 医学部 教授 谷本公重
教員免許状更新講習で行った内容
疾患を持ちながら生活する子ども達

疾患、特に白血病、1型糖尿病、喘息にトピックをあて、その症状
や医療的ケア、入院中の子どもたちの様子に関して基本的理解
を促します。さらに、復学カンファレンスの実際や学校生活への適
応プロセスを紹介します。

教諭、養護教諭、栄養
教諭

夏休み

9 医学部附属病院 准教授 下野隆一
手術
手術のおもしろさ

小児外科手術についてその難しさ、おもしろさを伝える 中高生 随時 スライド、ビデオ（DVD）上映

必要とする条件、その他事項

テーマ及び講演内容

対象者
講演・講義可能時期

（提供可能時期）
番号 部局等名 職名 氏名
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10 創造工学部 教授 八重樫 理人 教育における情報技術の活用について

情報技術は教育の高度化・豊富化を実現する技術として注目さ
れている。香川大学が実践した情報技術を活用したさまざまな教
育実践を紹介するとともに、教育機関における情報技術の活用
について説明する。

高校生、一般など、応相
談

随時

11 農学部 教授 山田佳裕
【実習】
プランクトン、水生昆虫等の採取や観察

身近な水辺にいる生物を採取し、観察します。 小学生、中学生 春～秋

12 農学部 准教授 松本由樹
【ブレーンストーミング】
動物の行動特性を利用した捕獲技術の開発

素材の組み合わせにより吸血ダニを捕殺する技術を開発し、薬
剤に頼らず被害低減できた。生物多様性に配慮しつつ、国際的
な捕獲調査が可能となり、畜産・獣医教育で理解増進、地域を巻
き込んだ体制構築につなげている。

非農業分野の企業さま 随時
iPadやＭESHタグを用いたグルー
プワークを実施する。

13 農学部 准教授 松本由樹
【放送大学等の講義】
持続可能な動物生産を考える

ヒトの“食料”を生み出す生産技術の進歩の裏側には、環境へ配
慮した新しい動物生産の世界が広がりつつある。“飼料”と“食
料”の違いを明確に理解し、持続可能な「食糧生産と環境保全」
への展望を学びます。

高校生、一般 随時
iPadやＭESHタグを用いたグルー
プワークを実施する。

14 農学部 教授 望岡亮介
【研修会】
趣味の家庭果樹

家庭で果樹を栽培するときのポイント、注意点などを実地で説明
する。

一般成人 個別に調整 附属農場で実施希望

15 農学部 准教授 亀山 宏
ビジネスの経営計画に不確実性を削減するツールを提供
【その他提供できる事項】
ビジネスモデルの定量分析

ステークホルダーがかかわって経営計画を立てるときに役立つリ
スク分析．

経営者
できるだけ定時の授業を
避けた時期

パソコンを用いた実践的なワーク

16
瀬戸内圏研究セン
ター

教授 多田　邦尚
【実習船を用いた海洋実習、あるいは磯・干潟観察会】
海洋実習、あるいは磯・干潟観察会

実習船を用いた海洋実習、あるいは磯・干潟観察会
小（４年以上）・中学生、
高校生および一般市民

個別に調整
事故、怪我等に対する保険。現場
までの交通手段。

17

四国危機管理教
育・
研究・地域連携推
進機構

地域強靭化研究セ
ンター　副センター

長
藤澤 一仁

【提供できる事項】
避難所運営や防災訓練に関する研修、企画相談（担当：
萩池昌信、野々村敬子（クロスロード）、磯打千雅子）
避難所運営ゲーム（HUG），クロスロードゲーム等の机上
訓練や実践訓練

災害を想定した訓練に関する研修や企画について指導や当日の
講師等ご要望に応じてご相談お受けします．

一般，企業，行政等 常時 プロジェクター，スクリーン　など
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四国危機管理教
育・
研究・地域連携推
進機構

地域強靭化研究セ
ンター　副センター

長
藤澤 一仁

【提供できる事項】
訓練シミュレーターを用いた防災研修
（担当：井面仁志、磯打千雅子、髙橋亨輔）
３次元バーチャルリアリティで再現した学校や施設での避
難訓練体験

香川大学で開発した訓練シミュレーターを使用した訓練体験．学
校防災コース，行政・企業コース，応急手当・救命コースがありま
す．

一般，企業，行政等 常時

香川大学林町キャンパスで実施し
ます。
１回で最大20名まで体験可能で
す。
プロジェクター，スクリーン　など

19

四国危機管理教
育・
研究・地域連携推
進機構

地域強靭化研究セ
ンター　副センター

長
藤澤 一仁

事業継続計画（BCP）の策定，運用，維持管理について
（担当：藤澤 一仁、磯打千雅子）
【テーマ】
事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、運用、維持管理について

企業，行政，施設における事業継続計画の策定手順，運用方法
について

企業，行政，施設管理
者等

常時

20

四国危機管理教
育・
研究・地域連携推
進機構

地域強靭化研究セ
ンター　副センター

長
藤澤 一仁

【提供できる事項】
災害図上訓練DIG

【テーマ】
災害対策イメージトレーニング

災害図上訓練ＤＩＧは、地図を訓練参加者全員で囲み災害対策
のイメージトレーニングを行うものです。
大人から子供まで参加者全員で「わいわいがやがやと語りながら
課題発見や災害対応を検討するためのトレーニングです。

自主防災組織、自治
会、地域、団体等

常時
大型地図、防災マップ、透明ビニー
ルシート、油性マジック、ふせん、プ
ロジェクター、スクリーンなど
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