
（別紙１　大学別）

※受講希望の場合は各高校でとりまとめ，下記の期日まで高校教育課キャリア教育班へ申込願います。

申込締切日

４月３０日（金）

７月２６日（月）

１０月２５日（月）

（公開授業）

大学・短大名 学部・学科 科目No. 授業科目名
開講
学期

担当教員名 開講曜日
受入
人数

会場 公開授業等の形態 受講料 対象者

1 宮城教育大学 教育学部 1 くずし字入門Ⅰ 後期 堀田　幸義 11月6日 ～ 11月6日 土 10:30 ～ 16:20 20 ２号館３階　２３６教室 ①対面のみ 無料 高校生・現職教員・市民一般

2 宮城教育大学 教育学部 2 くずし字入門Ⅱ 後期 堀田　幸義 11月13日 ～ 11月13日 土 13:00 ～ 15:10 20 ２号館３階　２３６教室 ①対面のみ 無料 高校生・現職教員・市民一般

3 宮城教育大学 教育学部 3 結晶中の有機分子を見てみよう 前期 笠井 香代子 6月19日 ～ 6月19日 土 10:00 ～ 15:00 15 理科学生実験棟２階　多目的実験室 ①対面のみ 無料 市民一般(高校生以上）

4 宮城教育大学 教育学部 4 結晶中の有機分子を見てみよう 後期 笠井 香代子 1月22日 ～ 1月22日 土 10:00 ～ 15:00 15 理科学生実験棟２階　多目的実験室 ①対面のみ 無料 市民一般(高校生以上）

5 宮城教育大学 教育学部 5 数学の世界にふれてみよう 後期
鎌田　博行
田谷　久雄　他

10月3日 ～ 11月3日 土・日 10:30 ～ 14:30 20 2号館２階　２２１教室（未定） ①対面のみ 無料 高校生・市民一般

6 宮城教育大学 教育学部 6 micro:bitプログラミング教室 通年
鵜川　義弘
水谷　好成

6月27日 ～ 12月26日 日 13:00 ～ 16:30 6 情報処理センター2F 第2演習室 ①対面のみ 無料 高校生・現職教員・市民一般

7 宮城教育大学 教育学部 7 色が変わるインテリアLEDランタン工作 後期 水谷　好成 10月3日 ～ 10月3日 日 10:00 ～ 15:00 10 理科学生実験棟２階　理系第二実験室 ①対面のみ 無料 高校生・現職教員・市民一般

8 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 1 生涯学習概論 前期 永野 6月1日 ～ 8月6日 水 16:00 ～ 17:30 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 大／高

9 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 2 カフェプランニング 後期 吉田 9月13日 ～ 1月26日 火 8:50 ～ 10:20 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 大／高

10 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 3 ライフデザイン総合 後期 堀・東海林・君島 9月13日 ～ 1月26日 木 16:00 ～ 17:30 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 大／高

11 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 4 新聞を読む 後期 川辺 9月13日 ～ 1月26日 木 16:00 ～ 17:30 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 大／高

12 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 5 バレーボール教室Ⅰ 集中 蘇武幸志・高間章 7月11日 日 8:50 ～ 12:00 50名程度 本学　アリーナ ①対面のみ 無料 高校生

13 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 6 バレーボール教室Ⅱ 集中 蘇武幸志・高間章 8月22日 日 8:50 ～ 12:00 50名程度 本学　アリーナ ①対面のみ 無料 高校生

14 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 7 バレーボール教室Ⅲ 集中 蘇武幸志・高間章 11月14日 日 8:50 ～ 12:00 50名程度 本学　アリーナ ①対面のみ 無料 高校生

15 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 8 SDGsとライフデザイン[3.すべての人に健康も福祉も] 集中 永野 6月19日 土 10:00 ～ 11:00 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 高校生

16 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 9 SDGsとライフデザイン[8.働きがいも経済成長も] 集中 永野 7月31日 土 10:00 ～ 11:00 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 高校生

17 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 10 SDGsと図書館司書[4.質の高い教育をみんなに] 集中 永野 9月11日 土 10:00 ～ 11:00 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 高校生

18 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 11 SDGsとライフデザイン[11.住みつづけられる家づくりを] 集中 永野 10月2日 土 10:00 ～ 11:00 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 高校生

19 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 12 「鬼滅の刃」で学ぶ英単語(富岡編) 集中 永野 7月17日 土 10:00 ～ 11:00 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 高校生

20 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 13 「鬼滅の刃」で学ぶ英単語(煉獄編) 集中 永野 8月21日 土 10:00 ～ 11:00 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 高校生

令和３年度　公開授業・公開講座　科目一覧【R３．６．２１】

開講期間 開講時間

【受講の申込について】

開講開始日

　　　９月　～１１月末日

※ホームページにある各講座のシラバスを確認してから申込みをお願いします。

　　　６月　～　８月末日

　　１２月　以降

※各大学から授業提供があり次第掲載し，随時更新します。
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21 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 14 「鬼滅の刃」で学ぶ英単語(錆兎と真菰) 集中 永野 12月4日 土 10:00 ～ 11:00 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 高校生

22 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科 15 「鬼滅の刃」で学ぶ英会話 (竈門炭治郎と鱗滝) 集中 永野 3月5日 土 10:00 ～ 11:00 20名程度 本学 ①対面のみ 無料 高校生

23 石巻専修大学 理工・経営・人間 1 地域と政策 後期 横江　信一 9月24日 ～ 2月2日 火 16:50 ～ 18:20 10 石巻専修大学４号館 ①対面のみ 無料 大／高

24 仙台青葉学院短期大学 看護学科 1 リハビリテーション看護 前期 阿部　春美 7月18日 日 20 五橋キャンパス
調整中
詳細は大学にお問い合わせくださ
い。

無料 高校／大学／一般

25 仙台青葉学院短期大学 看護学科 2 移植医療 前期 田林　晄一 8月22日 日 50 五橋キャンパス
調整中
詳細は大学にお問い合わせくださ
い。

無料 高校／大学／一般

59 仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科 3
理学療法・作業療法の学び：
ヒトのしくみと理学療法・作業療法

前期 遠藤　康裕 6月5日 土 午前 60 長町キャンパス ③対面・オンラインどちらでも可 無料 一般／高／大

60 仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科 4 作業療法士の技術～結果を出すための目標設定方法 前期 齋藤　佑樹 6月12日 土 午前 - - ②オンラインのみ 無料 一般／高／大

61 仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科 5 理学療法の学び：障害のある子どもの理学療法 前期 大橋　孝子 7月18日 日 午前 20 長町キャンパス ①対面のみ 無料 一般／高／大

62 仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科 6
色々な場所で活躍している作業療法士～作業療法士の
キャリアデザイン～

前期 齋藤　佑樹 8月12日 土 午前 - 長町キャンパス ③対面・オンラインどちらでも可 無料 一般／高／大

26 仙台大学 体育学部 1 体育原理 後期 入澤　裕樹 9月27日 ～ 1月31日 月 16:00 ～ 17:30 10名程度 仙台大学5体2階大教室 ①対面のみ 無料 高校生

27 仙台大学 体育学部 2 トレーニング方法論 後期 白坂　牧人 9月30日 ～ 1月27日 木 16:00 ～ 17:30 10名程度 仙台大学Ｂ棟104教室 ①対面のみ 無料 高校生

28 東北医科薬科大学 医学部・薬学部 1 高校生のための医学・薬学 前期
薬・村井　ユリ子
医・赤井　裕輝
薬・若松　秀章

8月21日 ～ 8月21日 土 10:00 ～ 16:00 90 小松島キャンパス
中央棟２F
２A講義室 ①対面のみ 無料 高校生

29 東北工業大学 工学部　電気電子工学科 1 スマホと電気電子工学 前期 内野　俊 7月20日 ～ 7月20日 火 18:00 ～ 19:15 最大300 東北工業大学八木山キャンパス（配信会場） ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

30 東北工業大学 工学部　環境応用化学科 2 宮城県の水環境管理の現状と課題～広瀬川などを例に～前期 山田　一裕 7月27日 ～ 7月27日 火 18:00 ～ 19:15 最大300 東北工業大学八木山キャンパス（配信会場） ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

31 東北工業大学 総合教育センター 3 アメリカ保守主義のゆくえ 前期 片山　文雄 7月30日 ～ 7月30日 金 18:00 ～ 19:15 最大300 東北工業大学八木山キャンパス（配信会場） ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

32 東北生活文化大学 美術学部美術表現学科 1 デッサンセミナー 集中 鈴木・鶴巻・伊勢 3月22日 ～ 3月23日 火・水 9:00 ～ 16:00 80人 本学 ①対面のみ 無料 高校生

33 東北文化学園大学 医療福祉学部・リハビリテーション学科・理学療法学専攻 1 スポーツ外傷・障害とスポーツ理学療法 集中 平山　和哉 7月28日 ～ 7月28日 水 10:30 ～ 12：00 20人 東北文化学園大学3号館　基礎医学実習室Ⅰ ③対面・オンラインどちらでも可 無料 大学／高校／一般

34 東北文化学園大学 医療福祉学部・リハビリテーション学科・作業療法学専攻 2 子どもの育ちと作業療法 集中 本多　ふく代 7月31日 ・ 7月31日 土 10:00 ～ 11：30 20人 東北文化学園大学 ③対面・オンラインどちらでも可 無料 高校

35 東北文化学園大学 看護学科 3 基礎看護学 集中 荒木　とも子 6月12日 ～ 6月12日 土 10:00 ～ 11：30 20人 東北文化学園大学 ③対面・オンラインどちらでも可 無料 大学／高校

36 東北文化学園大学 工学部・知能情報システム学科 4 ネットワークのしくみを覗いてみよう 集中 鈴木　伸夫 7月4日 ～ 7月4日 日 14:00 ～ 15:00 10人 東北文化学園大学 ①対面のみ 無料 大学／高校／一般

37 東北文化学園大学 工学部・建築環境学科 5 インテリア設計・CAD/CG 集中 増田　豊文 7月30日 ～ 7月30日 金 14:00 ～ 16：00 10人 東北文化学園大学
5号館コンピューター室 ①対面のみ 無料 大学／高校／一般

38 東北文化学園大学 工学部・建築環境学科 6 空間組立実習 集中 八十川　淳・須藤　諭・一條　佑介7月30日 ～ 7月30日 金 10:00 ～ 12:00 10人 東北文化学園大学
１号館構造実験室・中庭 ①対面のみ 無料 大学／高校／一般

調整中

調整中
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39 東北文化学園大学 工学部 臨床工学科 7 人工臓器と臨床工学技士 集中 髙橋　るみ 8月5日 ～ 8月5日 木 10:40 ～ 12：20 10人 東北文化学園大学 ①対面のみ 無料 大学／高校／一般

40 東北学院大学 文学部英文学科 1 2021年度文学部英文学科公開講義 後期
Phillip Backley
他

10月23日 ～ 11月13日 土 未定 未定 無料 一般/大/高

41 東北学院大学 文学部教育学科 2 生きる力と英語教育 後期
大友　麻子
清水　遥　他

11月 ～ 12月 土 13:00 ～ 16:10 50 土樋キャンパス
ホーイ記念館内教室 ③対面・オンラインどちらでも可 無料 一般/大/高

42 東北学院大学 経済学部経済学科 3 東北産業経済研究所 経済学部所属教員 未定 13:00 ～ 17:00 200 土樋キャンパス
ホーイ記念館ホール 未定 無料 一般/大/高

43 東北学院大学 経済学部共生社会経済学科 4 社会福祉研究所オープンカレッジ 経済学部所属教員 未定 13:00 ～ 17:00 200 土樋キャンパス
ホーイ記念館ホール 未定 無料 一般/大/高

44 東北学院大学 法学部法律学科 5 民法総則Ⅰ 後期 大窪　誠 9月17日 ～ 1/28 金 16:20 ～ 17:50 若干名 泉キャンパス ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

45 東北学院大学 法学部法律学科 6 労働法Ⅱ 後期 阿部　未央 9月27日 ～ 1/24 月 16:20 ～ 17:50 若干名 土樋キャンパス ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

46 東北学院大学 法学部法律学科 7 法文化論 後期 三條　秀夫 9月27日 ～ 1/24 月 16:20 ～ 17:50 若干名 土樋キャンパス ③対面・オンラインどちらでも可 無料 一般/大/高

47 東北学院大学 法学部法律学科 8 国際政治論Ⅱ 後期 三須　拓也 9月21日 ～ 1/18 火 16:20 ～ 17:50 若干名 土樋キャンパス ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

48 東北学院大学 法学部法律学科 9 刑事訴訟法Ⅱ 後期 冨田　真 9月22日 ～ 1/19 水 16:20 ～ 17:50 若干名 土樋キャンパス ③対面・オンラインどちらでも可 無料 一般/大/高

49 東北学院大学 法学部法律学科 10 家族法Ⅱ 後期 遠藤　隆幸 9月17日 ～ 1/28 金 16:20 ～ 17:50 若干名 土樋キャンパス ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

50 東北学院大学 法学部法律学科 11 法哲学Ⅱ 後期 陶久　利彦 9月17日 ～ 1/28 金 16:20 ～ 17:50 若干名 土樋キャンパス ③対面・オンラインどちらでも可 無料 一般/大/高

51 東北学院大学 工学部機械知能工学科 12 工業英語 後期 加藤　陽子 9月20日 ～ 1/24 月 16:20 ～ 17:50 10 多賀城キャンパス3号館324室 ①対面のみ 無料 一般/大/高

52 東北学院大学 工学部電気電子工学科 13 電子・材料基礎工学 後期 土井　正晶 9月30日 ～ 12/16 月 16:20 ～ 17:50 10 多賀城キャンパス（教室：442） ①対面のみ 無料 大/高

53 東北学院大学 工学部環境建設工学科 14 建築計画Ⅱ 後期 恒松 良純 9月16日 ～ 1/28 火 16:20 ～ 17:50 10 多賀城キャンパス（教室：511） ①対面のみ 無料 大/高

54 東北学院大学 教養学部情報科学科 15 科学的思考入門 前期
牧野　悌也
村上　弘志　他

6月12日 ～ 7/19 土 14:00 ～ 15:30 20 土樋キャンパス
ホーイ記念館 ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

55 東北学院大学 教養学部情報科学科 16 自然の科学 後期 村上　弘志 9月28日 ～ 1/25 月 16:20 ～ 17:50 若干名 泉キャンパス
2号館 ②オンラインのみ 無料 一般/大/高

56 東北学院大学 教養学部情報科学科 17 公開観測会 集中 村上　弘志 未定 ～ ～ 15 榴ケ岡高校 ①対面のみ 無料 一般/大/高

57 東北学院大学 教養学部 18 健康の科学 後期
清水　貴裕
高橋　信二

9月27日 ～ 1/24 月 16:20 ～ 17:50 10 泉キャンパス
2号館 ①対面のみ 無料 大/高

58 東北学院大学 教養学部 19 愛でるこころの教養学 後期
小林　信重
佐伯　啓　他

10月16日 ～ 11/6 土 13:00 ～ 15:00 制限なし 泉キャンパス2号館 ①対面のみ 無料 一般/大/高

63 東北大学 教養学部 1 ミカタの科学 後期 冨田　知志 10/1 ～ 2/3 月 16：20 ～ 17：50 5名 川内北キャンパス ①対面のみ 無料 大／高

64 東北大学 教養学部 2 アントレプレナー入門塾　実践編 後期
高浦康有・一小路
武安

10/1 ～ 2/3 火 16：20 ～ 17：50 30名 川内北キャンパス ②オンラインのみ 無料 大／高

65 東北大学 教養学部 3 材料科学の最前線 後期 古原　忠，他 10/1 ～ 2/3 金 16：20 ～ 17：50 10名 川内北キャンパス ③対面・オンラインどちらでも可 無料 大／高

66

※各大学から授業提供があり次第掲載し，随時更新します。

未定


