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開催趣旨  

 人生のスタートラインに立つ高校生のみなさんに、これから進もうとする「大学」とは何かを考えていた

だくために、また、高校時代を有意義に過ごしていただくために、首都圏西部大学単位互換協定会は「高校

生のための“大学”セミナー」を用意しました。 

 セミナーでは、参加大学が自大学の宣伝をしないで、高校、大学、社会人、大学生が一致協力して、高校

生のみなさんにぜひ伝えたいと思うことがらをさまざまな形で用意しました。講演、ワークショップ、模擬

授業、パネルディスカッション、討論････を、夏休みの３日間の宿泊セミナーでじっくり体験してください。 

 このセミナーは宿泊参加を原則とし、２泊３日の「宿泊参加」によりセミナーの目的が達成されるよう企

画されておりますが、事情により宿泊が困難な場合は、全日程・全プログラムの参加を条件に「通い参加」

も認めております。 

 更に、自宅のパソコンからセミナーにご参加いただける「e-ラーニング参加」（50 名）も予定しておりま

す。 

 

首都圏西部大学単位互換協定会加盟大学一覧 29大学（アイウエオ順） 

麻布大学・桜美林大学・大妻女子大学・神奈川工科大学・鎌倉女子大学・北里大学・国学院大学・国士舘大

学・相模女子大学・相模女子大学短期大学部・産業能率大学・松蔭大学・湘北短期大学・昭和音楽大学・昭

和音楽大学短期大学部・女子美術大学・女子美術大学短期大学部・高千穂大学・玉川大学・田園調布学園大

学・東京工芸大学・東京女学館大学・東京農業大学・東洋英和女学院大学・ヤマザキ学園大学・ヤマザキ動

物看護短期大学・山野美容芸術短期大学・横浜美術大学・横浜美術短期大学 
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第８回 高校生のための「大学」セミナー 

 

   [期日] ２０１０年８月２３日（月）～２５日（水）[２泊３日] 

[会場] 独立行政法人 国民生活センター（神奈川県相模原市中央区弥栄３－１－１） 

                         TEL:042-758-3161 
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セミナーの内容紹介  

１． 講演「大学での学びとは」 
 

２． 講演「日本一楽しい“数学”の話」 
     

３． 大学生とのディスカッション「大学で学ぶということ」 
 

４． 体験授業「日本語・文章表現法―大学で求められる文章作法―」 
 

５． 講演「大学で学ぶことと仕事」 
 

６． ワークショップ 「高校生の美学講座―入試＆就職時に活かすチェック項目―」 
 

７． 模擬授業「大学生のためのスタディスキル―高校、大学、社会での違い―」 
 

８． ワークショップ「自分発見、社会貢献」 
 

９． 講演 「夢と仕事と自分と社会」 
 

10. 対談「大学生による研究発表」 
 
                                                         

プログラム 1日目 8月 23日（月） （       内は宿泊者のみ） 

 

13：00～13：20 （20分） 開会挨拶              首都圏西部大学単位互換協定会 会長 
 
13：20～13：30 （10分） ガイダンス             首都圏西部大学単位互換協定会事務局  
      
13：30～14：30 （60分）   講演 「大学での学びとは」  

                                                   加藤 彰彦（ペンネーム：野本三吉）（沖縄大学学長） 
 

14：30～14：40 （10分）   休憩  
                                               

14：40～15：40 （60分）   講演 「日本一楽しい“数学”の話」  
                                 芳沢 光雄 （桜美林大学教授） 

 
15：40～16：00 （20分） 休憩 
 
16：00～18：00 （120 分） 大学生とのディスカッション「大学で学ぶということ」 

  

 

プログラム２日目 8月 24日（火） 

 

9：30～11:00      （90分）   体験授業 「日本語・文章表現法―大学で求められる文章作法―」 

                                        梅林 博人（相模女子大学教授） 

11:00～11:10      （10分）  休憩            

11:10～12:10       （60分） 講演 「大学で学ぶことと仕事」 

手塚 康夫（㈱ジェナ代表取締役社長） 

12:10～13:10     （60分）  昼食 

18：00～19：00     （60分）   夕食 
 
19：00～21：00     （120 分）  キャリア体験 「映像製作体験」パートⅠ 

秋江 守吾人 （株式会社 KagLa代表） 
井戸 剛    （株式会社べドラム代表取締役） 

7：00～9：30       （150分） 起床・朝食・休憩 
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13：10～14：10   （60分）  ワークショップ 「高校生の美学講座―入試＆就職時に活かすチェック項目―」 

                                        公文 裕子（山野美容芸術短期大学客員教授） 

14：10～14：20 (10分) 休憩 

14：20～15：20 (60分) 模擬授業「大学生のためのスタディスキル-高校、大学、社会での違い-」 

                                                     楠美 将彦（高千穂大学准教授） 

15：20～15：40     (20 分) 休憩 

15：40～18：00 (140分) ワークショップ 「自分発見、社会貢献」 

（休憩 20分含む）    藤原 亮一（田園調布学園大学教授） 

 
プログラム 3日目 8月 25日（水） 
 

 

9：00～10：30   （90 分）  講演 「夢と仕事と自分と社会」 

                                           阪本 成一（宇宙科学研究所 対外協力室教授）  

10：30～12：30   （120分） 宇宙科学研究所を見学(移動時間等含む) 

 

12：30～13：30   （60分）  昼食 
 
13：30～15：00 （90分）  対談 「大学生による研究発表」 

 
15：00～15：30 （30分）  修了証授与・閉会挨拶   首都圏西部大学単位互換協定会 

 
  解散 

 
募集要項 

募集人員 先着順。 

① 宿泊参加者 70名（男女） ②通い参加者（必ず 3日間参加）100名 

③ｅラーニング参加者 50名 

対  象 高校生（保護者、教職員、大学生、予備校生等も可） 

申し込み方法 締切日までに下記の手続きを済ませてください。 

① 裏面申込書をお送りください。申込みは e-mail、ホームページ、FAX、郵送のいずれかで。 

② 参加費（全額）を参加申込みと同時に下記郵便口座にお振込みください。 

 口座番号：００１９０－０－６８４２８５ 加入者名：首都圏西部大学単位互換協定会 

＊ 振込み時の注意：「ご依頼人欄」に必ず「郵便番号」、「住所」、「氏名」、「電話番号」をご記入くだ

さい。「通信欄」に「セミナー参加費」とご記入ください。 

＊ 参加費は前納です。したがって、参加費のお振込みが確認できないと参加決定通知をお送りで

きませんのでご注意ください。 

＊ 先着順で参加決定にもれた方には前納された参加費を返金いたしますが、ご自身の都合でキャ

ンセルされた方にはお振込みいただいた参加費の返却はできませんのであらか

じめご了承ください。 

費用（全日程分） ①宿泊参加： 12,000円（セミナー参加費・2泊 3日個室宿泊費・朝昼夕全 6食の食事代含む） 

    ②通い参加： 5,000円（3日間通うことが原則。セミナー参加費・昼食 2食の食事代金含む） 

③e-ラーニング参加： 1,000円（インターネットを利用し自宅のパソコンで時間制限なく参加可能） 

申込・問合先  ・e-mail  tannigokan@kokushikan.ac.jp 

特  典   全スケジュール（夜間プログラム含む）修了者には修了証書を発行し、加盟大学のうち一部の大学 

（桜美林大学、北里大学）に入学後は単位（２単位）として認めます。詳細は各大学へ。 

7：00～ 9：00   （120分） 起床・朝食・休憩・移動 

18：00～19：00    （60分）   夕食 
 
19：00～            キャリア体験 「映像製作体験」パートⅡ  

秋江 守吾人 （株式会社 KagLa代表） 
井戸 剛    （株式会社べドラム代表取締役） 
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申込・問合先  ・e-mail   tannigokan@kokushikan.ac.jp 

   ・URL   http://www.shutokenseibu.ac.jp/ （ホームページ上からの申込可能） 

    ・TEL  03-5481-3202   FAX 03-5481-5601 

・郵送  〒154-8515   東京都世田谷区世田谷 4-28-1  

国士舘大学 教務課  

首都圏西部大学単位互換協定会事務局 

「高校生のための大学セミナー」係 

 

申込締切 2010年８月９日（月）１７時 （ただし、先着順に受け付け、定員に達し次第締め切ります。） 

             ※申込者が１０名に達しない場合は中止とする。 

参加決定通知 参加費振込みの確認後、順次郵送します。 

 
 

 

第８回 高校生のための「大学」セミナー 参加申込書 
（郵送の方は、点線部分を切り取ってお送りください） 

 

    

氏 名（ふりがな）：                   （           ） 

 

生年月日：     年    月    日生まれ 

 

高校生の場合・高校名： 国・     県・    市・私（いずれかに○）立 

   

            高校    年生 

 

社会人の場合：保護者・教員（学校名：         ）・その他（       ）（いずれかに○） 

 

性  別：男・女（いずれかに○） 

 

住  所：〒   －                                          

 

電  話： 携帯電話:                        

 

ＦＡＸ:                      

 

E-mail アドレス:                      

このセミナーを何によって知りましたか？（いずれかに○）: 

  １．新聞で  ２．高校で  ３．知人から  ４．インターネットで   

 ５. オープンキャンパスで(      大学・短期大学)  

６．その他（                           ） 

参加形態： 宿泊参加 ・ 通い参加 ・ e-ラーニング参加（いずれかに○） 

(切り取り線) 




