第45回北星学園大学・北星学園大学短期大学部公開講座

Extension lecture Hokusei Gakuen University ＆ Hokusei Gakuen University Junior College

Strengthening People,
Language and Culture at the
Hokusei Junior College
English Department
〜「人」「言語」「文化」を育てる短大英文学科の歩み〜
全 6回
ラ イン 開 催
オン

10月22日

第1回

アメリカ長老派教会宣教師、
その文化背景、
そして北星学園と北星学園女子短期大学の創立に
おいて果たした役割
ジェームス E. アリソン

第2回

ニュージーランドと日本：
先住民族の視点から見た親密さ
マシュー J.コッター

10月29日
11月5日

料

問 合 せ ・
申 込 み 先

第5回 北海道の観光のこれから

〜多様性と外国語の視点から〜

語彙力向上の方法を探る

晋太郎

※申込締切までにお振込みください。

北星学園大学・北星学園大学短期大学部
社会連携課 大学公開講座 係
TEL 011-891-2731

［9：00〜11：30／12：30〜17：00
（土日祝除く）］

renkei@hokusei.ac.jp

大学ホームページ申込みフォームからお申込みください。

催

直子

ヘィデイ E. トムソン

2,000円（全6回セット）

E-mail

主

田中

第6回 言語学習における語彙学習の役割と
林

講

11月19日
11月26日

第3回 言語の科学的研究

受

第4回

11月12日

シェイクスピアの
「ロミオとジュリエット」
に
登場する自然の要素
ジャン F. マウン

後

援

札幌市教育委員会
（申請中）

第 45 回

北星学園大学・北星学園大学短期大学部公開講座

Extension lecture Hokusei Gakuen University ＆ Hokusei Gakuen University Junior College

Strengthening People, Language and Culture at the Hokusei Junior College English Department
〜「人」「言語」「文化」を育てる短大英文学科の歩み〜

北星学園大学短期大学部英文学科には、革新的なアプローチで英語教育を実践してきた長い歴史があります。留学プログラムや英語だけ
で行う授業科目をいち早く導入してきました。今回の公開講座では、言語学、語彙学習法、シェイクスピアと生物学、先住民の文化、グロー
バル時代の北海道観光、北星学園の歴史など、私たちの学科で教えられている多様なトピックの一部をご紹介します。
日

程

第1回
10 月 22 日（金）

第2回
10 月 29 日（金）

講

義

題

目

講

義

概

要

アメリカ長老派教会宣教師、
その文化背景、そして北星学園と
北星学園女子短期大学の
創立において果たした役割

ニュージーランドと日本：
先住民族の視点から見た親密さ

地理的には離れていますが、アオテアロア（ニュージーランド）
の先住民族マオリと日本のアイヌ民族は、驚くほど似たような歴
短期大学部 専任講師
史、信仰、そして文化を共有しています。この素晴らしい 2 つの
マシュー J. コッター
民族の言語、文化、アイデンティティ、そして誇りの復活・再興
（異文化間コミュニケーション）
をもたらした動機と方法を探ってみましょう。
＊英語による講義（通訳付き）
中学や高校で学習する科目に「国語」や「英語」がありますが、
これらと「言語学」という研究分野は同じではありません。この
講義では、言語学が答えようとしている問いや、言語学における
仮説検証法などを概観します。

第3回
11 月 5 日（金）

言語の科学的研究

第4回
11 月 12 日（金）

シェイクスピアの
「ロミオとジュリエット」に
登場する自然の要素

シェイクスピアは、あらゆる時代、あらゆる文化の人々のために
作品を書いたようです。ここでは、シェイクスピアの最も有名な
作品である『ロミオとジュリエット』を取り上げ、シェイクスピ
アの世界的な魅力が、生物学的に普遍的な概念に根ざしているこ
とを探ります。
＊英語による講義（通訳付き）

第5回
11 月 19 日（金）

北海道の観光のこれから
～多様性と外国語の視点から～

コロナ禍以前から北海道の観光には様々な変化が見られます。豊
かな自然や先住民の文化など、魅力あふれる北海道の観光のこれ
からを多様性と外国語の視点から見てみましょう。

言語学習における語彙学習の
役割と語彙力向上の方法を探る

コミュニケーションは、言葉を使う能力、理解する能力によって、
制約を受けたり拡大したりするため、語彙の知識はコミュニケー
ションの基礎となると言っても過言ではありません。研究による
と、英語で最もよく使われる 2000 〜 3000 語を習得することは、
英語を理解するうえで非常に良い基盤となることがわかっていま
す。そこで、本学科では 1 年生のうちにこの基礎知識を強化する
ことに力を入れています。語彙力は他の言語クラスでの学習をサ
ポートし、また、2 年次に英語で行われる授業を受けるためのベー
スとなります。今回は短大で使われている語彙学習の方法やツー
ルを紹介し、参加者の皆様に実際に試して頂きます。

第6回
11 月 26 日（金）

講師（専門分野）

1887 年にサラ・スミスが現在の北星学園を設立してから、1951
年の北星学園女子短期大学の設立まで、何十人ものアメリカ長老
派教会の宣教師が、短大英文学科のルーツとなる学校制度の発展
に協力してきました。 ここでは、その中から何人かの重要人物を
取り上げ、彼らの活動に影響を与えた様々な歴史的出来事と、今
日の短大英文学科の教育的伝統に貢献した人物を紹介します。

１．開催時間
２．実施方法
３．受講対象
４．受 講 料
５．申込方法

社会福祉学部 教授

ジェームス E. アリソン

（北星学園史）

短期大学部 専任講師

林

晋太郎

（理論言語学）

短期大学部 教授

ジャン F. マウン

（シェークスピア研究）

短期大学部 准教授

田中

直子

（通訳教育）

短期大学部 専任講師

ヘィデイ E. トムソン

（応用言語学）

18 時 20 分～ 19 時 50 分まで
Zoom によるオンライン配信（大学構内での対面講座ではありません）
16 歳以上で、期間中受講できる方
一般 2,000 円、本学在学生 1,000 円、高校生無料 ＊全 6 回セット
以下の方法でお申し込みのうえ、受講料をお支払いください。
ホームページ：http://www.hokusei.ac.jp/activity/openlecture/ の申込フォームよりお申し込みください。
右記 QR コードから「申し込みフォーム」を開くことができます。		
＊本学在学生は学籍番号、高校生は在籍校を申込時の備考欄にご入力ください
６．受 講 料
必ずご受講される方の名義でお振込みください。恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
振込方法
金融機関の収納印をもって領収書に代えますので、振込金受取書は講座終了まで大切に保管してください。
振込先：北洋銀行 大谷地支店 普通 0073916 ガク）ホクセイガクエン
＊お申込みとご入金の両方が確認できた時点で申込完了となります。いずれかをお忘れになるケースが増えておりますので、十分ご注
意ください。
７．申込締切日 2021 年 10 月 18 日（月）（受講料の振込みも同日まで）
８．参加方法
初回開催 2 日前（10 月 20 日）に、お申込み時にご登録いただいた e-mail アドレス宛てに、視聴に必要な URL 等を送信します。
について
ご視聴には、インターネット通信環境、パソコン又はタブレット、スマートフォンが必要です。
	視聴環境（電波状況や回線の接続状況等）によっては、映像や音声が途中で途切れたりする場合があります。本学で技術的なサポート
は致しかねますので、予めご了承ください。
９．受付確認
お申込み後、受付完了メールが届かない場合は、以下についてご確認ください。
について
（１）受信トレイにない場合、迷惑メール等に振り分けられている場合があります。
（２）ドメイン指定受信設定にて「@hokusei.ac.jp」からのメールの受信を許可してください。
（３）URL 付きのメールの受信拒否を設定している場合は、解除してください。
（４）入力したメールアドレスに誤りがないかをご確認の上、再度送信してください。
＊（１）～（４）をお試しいただいても受付確認メールが届かない場合は、表面記載の問合せ先までご連絡ください。

〈主催〉北星学園大学／北星学園大学短期大学部

〈後援〉札幌市教育委員会

