
開講時期 講座名 担当 形式 区分 分野 内容

5/28

6/18

7/16

駿台サテネット等を用

いた自主学習（1限

目）

駿台教育研究所 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

5/28

6/18

7/16

駿台サテネット等を用

いた自主学習（2限

目）

駿台教育研究所 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

5/28

6/18

7/16

駿台サテネット等を用

いた自主学習（3限

目）

駿台教育研究所 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

5/28

6/18

7/16

GRIT ～Global Road

Intensive Trainig～
株式会社アイエスエイ 対面 国際理解 21.英語4技能

SDGsをテーマに課題解決にチャレンジします。指導してくだ

さるのは外国人講師で、講座はオールイングリッシュで進め

られます。講師の先生が皆さんの語学力向上をサポートして

くださるので、語学力に自信がない生徒も心配無用です。

SDGsの17の目標のうち「貧困」「飢餓」「福祉」「教育」

「ジェンダー」「⽔とトイレ」を扱います。

5/28

6/18

共通テスト対策演習

【3年Aコース】

共通テスト対策問題

パック
自主 自主学習 23.進路支援

共通テストの本番を想定して、本番同様の時間配分で問題演

習に取り組みます。演習を繰り返すことで、早く正確に問題

を解く力を養いましょう。

5/28
身体のコンディショニ

ング①

スポーツトレーナー 高

橋
対面 キャリア

10.スポーツ・

健康科学

昨夏のオリンピックで、オーストラリアの「ソフトボール」

ナショナルチームの指導を行ったスポーツトレーナーが講師

となり、生徒の皆さんに実際に運用したメニューを用いて身

体のコンディショニングを実践してくれます。実技を伴う、

身体的負荷の強い講座ですので、体力に自信がない生徒は受

講を控えてください。

5/28 世界演劇入門① 本校教職員（演劇部） 対面 キャリア
07.芸術・文

化・教養

演劇部員、および舞台スタッフに興味のある生徒を対象とし

た講座です。稲置記念館5階の講堂にて、舞台装置の組み立て

などスタッフワークや舞台の演出を実践的に学びます。各自

学習用iPadを持参し、活動しやすい服装（体操服OK、制服で

もOK）で受講してください。

5/28 蕎麦打ち体験① 金沢湯涌みどりの里 校外 キャリア
09.家政・生活

科学

風味豊かで良質な蕎麦粉を使用し、蕎麦打ちを体験すること

ができます。2～4名で一卓分の材料を扱ってもらいます。エ

プロン・三角巾を持参し、マスク着用で受講してください。

出来上がった蕎麦は試食せず、持ち帰ってもらいます。

5/28

自分だけの未来を描く

力「クリエイティブ思

考」

株式会社ABAL 対面 キャリア
07.芸術・文

化・教養

「クリエイティブ思考」はクリエイターやアーティストだけ

に限らず、様々なビジネスシーン、分野で応用できる思考方

法です。本講座でお話する内容に正解はありません。この思

考方法を使うことで、自分の進路や将来就きたい仕事、今後

やりたいと思っていることや進みたい道を明快にしていく手

助けになればいいと思っています。
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5/28

6/18

7/16

一貫理数サイエンス実

験講座【1,2年理数コー

ス】

本校教職員（教員業務

支援員）
対面 キャリア 24.探究活動

月曜日7限の総合理科で行っている探究活動において、実験内

容をより深めたい生徒のための講座です。GSPの全ての開講

日、開講時間に組み込まれていますが、連続講座ではありま

せん。この講座以外のGSP受講を妨げることはありませんの

で、登録する際には都合の良い時間帯を選択してください。

5/28

6/18

化学実験補習【3年理

系】
本校教職員（理科） 対面 キャリア

20.数学・理学

全般

授業では実験の時間を確保できないため、GSPの時間を利用

して「無機化学」の分野の実験を行います。授業で習った内

容を、実験を通して直接目で見て確認し、理解を深めてくだ

さい。その実験内容に関わる問題演習も行います。対象は、3

年生Bコース理系の生徒と3年生一貫理数コースの生徒です。

5/28

もしも歴史の教員が

「セブルス・スネイ

プ」の授業をしたら

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア

07.芸術・文

化・教養

昨年度好評であった「ハリー・ポッター」の講座のスピンオ

フで、今回は「セブルス・スネイプ」を中心として見た「ハ

リー・ポッター」の世界を講義します。リリー・エバンズと

の出会いから、ヴォルデモートに殺害されるまでの愛に満ち

た生涯を、「セブルス・スネイプ」になりきって追体験して

みませんか？

5/28
ファッションビジネス

業界の最新情報
金沢文化服装学院 対面 キャリア

07.芸術・文

化・教養

金沢文化服装学院は、「服飾造形」と「流通ビジネス」を二

本柱としてファッションのスペシャリストを育成する専門学

校です。この講座では、金沢文化服装学院の講師がファッ

ションビジネスに関する最新の情報をお届けします。ファッ

ション業界の裏側が垣間見れる、充実の60分となることをお

約束します。

5/28
パーソナルカラーを知

ろう

石川県理容美容専門学

校
対面 キャリア

07.芸術・文

化・教養

『パーソナルカラー』とはあなたの生まれ持った肌の色、髪

の色、瞳の色、そしてお顔立ちに調和した『あなたに似合う

色』のこと。 パーソナルカラーを身に付けると、それだけで

顔色がよく見えたり、小顔に見えたり、お肌に透明感が出た

りと女性にとってうれしい効果がたくさんあります。

5/28 IoTの世界 福井工業大学工学部 対面 高大連携
19.工学全般・

情報科学

IoTとは、Internet of Things（モノのインターネット）の意味

です。現代社会においてはパソコンやタブレット端末だけで

はなく、冷蔵庫やテレビなど家電製品、その他日常生活に役

立つ様々なものがインターネットに接続されています。この

講座を通して、IoTの世界について一緒に理解を深めましょ

う。

5/28

自分色広がる「きもの

カラーコーディネー

ト」講座

ナツメミヤビ 対面 キャリア
07.芸術・文

化・教養

この講座は着物を題材として、皆様が好きな色、似合う色

（パーソナルカラー）、苦手な色を見つけるワークやコー

ディネート実技を実践します。ここで得られる色の知識は、

袴や振袖を着る際に役立つだけではなく、工芸・ものづく

り・ブライダル・観光・着付け・美容の世界でも必ず役立ち

ます。女性も男性もご受講いただける講座です。

5/28
作業療法士の仕事と魅

力

公益社団法人石川県作

業療法士会
対面 キャリア

11.福祉・リハ

ビリテーショ

ン学

現在、日本には約10万人の作業療法士の資格を持つ人たちが

おり、病院や福祉施設で活躍しています。この講座では、作

業療法士の働き方を伝えるのみならず、広く「働くことの意

義」を高校生の皆様にお伝えします。リハビリはいつか必ず

お世話になる分野といっても過言ではないので、ぜひ一度話

を聞きに来てください。

5/28
日本の森林を守り、育

てる「林業」

公益財団法人石川県林

業労働対策基金
対面 キャリア

17.農林⽔産

学・獣医学

林業は、SDGsと密接な関りがある産業分野です。この講座は

「木材利用の意義」「SDGsと森林」「森林の多面的機能」な

どを皆様にお伝えする講義のパートと、チェーンソーを用い

て木材を切断する実演のパートに分けて実施します。ぜひ、

林業の現場の雰囲気を味わってみてください。
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5/28
金融リテラシー育成講

座
北陸銀行東大通支店 対面 キャリア

05.経済・経

営・商学

この4月から、成人年齢が18歳に引き下げられました。それと

同時に、株式・債券・資産形成といった金融に関する知識が

高校生対象に伝授されることにもなっています。学校の授業

だけでは理解が難しいこの金融（資産形成、消費とリスク）

に関して、金融のプロである銀行員が丁寧にお伝えしていき

ます。

5/28 パッケージデザイン
金沢情報ITクリエイ

ター専門学校
対面 キャリア

05.経済・経

営・商学

この世に出回っているすべての商品は、専門家によってパッ

ケージがデザインされ、消費者の購買意欲をかきたてる工夫

が施されています。このパッケージデザインについて、専門

家と共に学んでいきましょう。「デザイン思考」の基礎とな

る部分を体得することで、その他の様々な学問にも応用する

ことが可能となります。

5/28
「数学」記述模試対策

①【3年理数コース】
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援 3年次に受験する記述模試の対策（数学）を行います。

5/28
辻口学校長によるパ

フェデセール

スーパースイーツ製菓

専門学校
校外 キャリア

09.家政・生活

科学

スイーツが好きな人で、辻口 博啓さんを知らない人はいない

でしょう。この講座では、その辻口氏の講和を拝聴するとと

もに、目の前でパフェをつくり上げるプロの技をご覧いただ

きます。講座内に簡単な試食も含まれます。

5/28 アメリカ大統領の英語
同志社女子大学表象文

化学部
対面 高大連携

02.外国語学・

国際関係学

アメリカ合衆国の大統領は、折に触れてスピーチを行い、そ

のスピーチは多くの人の心を打ちます。皆さんは、そこにど

んなテクニックが秘められているかご存じですか。この講座

は大統領のスピーチ原稿をもとに、そのテクニックと応用可

能なフレーズの紹介を行います。

6/18
「SDGs de 地方創生」

カードゲーム
石川県立看護大学 対面 高大連携 03.SDGs

「SDGs de 地方創生」カードゲームは、「対話」の本質を捉

え、豊かな社会実現のために私たちが今行動しなければなら

ないことを実感し、行動変容を促す最適なプログラムです。

カードゲームを使って、楽しみながらSDGsを身近に感じ、本

質を体感していただきます。SDGsに関する知識がない方でも

お楽しみいただけます。

6/18 世界演劇入門②

本校教職員（演劇

部）、劇団ドリーム

チョップ

対面 キャリア
07.芸術・文

化・教養

演劇部員、および舞台スタッフに興味のある生徒を対象とし

た講座です。稲置記念館5階の講堂にて、照明の設置などス

タッフワークを学ぶとともに、効果的なシーンの演出方法を

学びます。各自学習用iPadを持参し、活動しやすい服装（体

操服OK、制服でもOK）で受講してください。

6/18

映画「WRECK-IT

RALPH（Sugar

Rush）」

ウォルト・ディズ

ニー・アニメーショ

ン・スタジオ

映像 国際理解 21.英語4技能

邦題では「シュガー・ラッシュ」として公開されたディズ

ニー映画を、英語音声・英語字幕で視聴します。内容を知ら

ない生徒でも、映像と字幕を利用しながら話の筋を理解する

ことができると同時に、英語独特の会話表現にも気づくこと

ができるでしょう。

6/18

7/16

「数学」全統模試対策

【2年理数コース】
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援 今年度に実施される全統模試の対策（数学）を行います。
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6/18 世界遺産 × SDGs 世界遺産検定協会 ｵﾝﾗｲﾝ キャリア 03.SDGs

皆さんは世界遺産と聞いて何を思い浮かべるでしょうか？こ

の講座は世界の名だたる世界遺産を訪問した協会スタッフが

世界遺産の魅力を伝えるとともに、最新の取り組みとして行

われている「世界遺産×SDGs」の活動を紹介し、高校生の皆

様に探究テーマとして扱いやすい事例を提供します。

6/18
高齢者・障害者との関

わり方

石川県健康福祉部厚生

政策課
対面 キャリア

11.福祉・リハ

ビリテーショ

ン学

世のため人のためになる仕事はたくさんありますが、直接的

に感謝の言葉をかけてもらえ、自分が必要とされていること

を実感できるのが福祉関連の仕事です。この講座では、社会

から求められている福祉人材の育成の一環として、高齢者・

障害者との関わり方の実際の様子を紹介します。

6/18 微生物と私たち 金沢医科大学医学部 対面 高大連携
15.医学・生命

科学

金沢医科大学医学部医学科の微生物学講座から講師を招き、

医学部の授業を高校生向けにアレンジして行っていただきま

す。微生物と聞いてもピンとこない生徒が多いと思います

が、人間には100兆個を超える微生物が常時存在しています。

医学的に、人体のミクロの世界へ飛び込んでみましょう。

6/18
日本の大学で学ぶ外国

語と異文化理解

北陸大学国際コミュニ

ケーション学部
対面 高大連携

02.外国語学・

国際関係学

アメリカ文学を専門とする外部講師により、大学で外国語・

外国語文学を学ぶということがどういうことなのかを解説い

ただきます。大学では外国文学を専攻したい生徒、語学を専

攻したい生徒、文学部と外国語学部のどちらにすればよいか

迷っている生徒がおりましたら、ぜひこの講座を受講くださ

い。

6/18
昔話法廷「三匹のこぶ

た裁判」
高岡法科大学法学部 対面 高大連携

04.法・政治・

政策学

「三匹のこぶた」の物語を知らない人はいないでしょう。で

は、この物語の顛末（オオカミが煉瓦の家に煙突から忍び込

み、熱湯の湧いた大鍋に落ちる）でオオカミが死亡したら、

末弟は起訴されるのでしょうか。その場合、罪状はどうなる

のでしょうか。この、物語を題材とした模擬裁判で、検察官

や弁護士の役割などを理解していきます。

6/18

医学部入試合格ガイダ

ンス～2022年度入試分

析編～

メディカルラボ金沢校 対面 キャリア 23.進路支援

22年度の国公立大・私立大医学部入試の総括に加えて、多様

化する学校推薦型選抜、総合型選抜の合格を勝ち取るための

面接や小論文対策や学科試験対策などを解説します。講演内

容は「①志願者からみる医学部医学科の入試結果」「②大学

入試改革の影響」「③志願者の動き」「④面接・小論文対策

の重要性」を予定しています。

6/18
ストーリーマンガを文

学的に読んでみよう

金沢星稜大学女子短期

大学部
対面 高大連携 01.人文学

文学作品と同じようにマンガを読み味わいながら、定まった

正解のない問いを考える授業です。大学入学共通テスト（国

語）では、情報を整理・統合する力が求められますが、画

像・コマ・言葉で構成されるマンガはそのような能力を磨く

一つの有効な教材になると思います。多様な解釈を交流し、

お互いに解釈を高め合うことを目指します。

6/18
テーピングを上手に巻

けるようになろう！
金城大学医療健康学部 対面 高大連携

10.スポーツ・

健康科学

運動部に所属の生徒（選手だけではなく、マネージャーも）

に朗報です。スポーツをしているとどうしても発生してしま

う外傷（捻挫、突き指等）に対して、テーピングは怪我から

の復帰だけではなく防止にも役立ちます。そのテーピングの

基礎理論についてこの講座で解説し、実技指導も行います。

6/18 心理学の入り口 仁愛大学人間学部 対面 高大連携 01.人文学

心理学というのは、人の心のことを頭の中でああでもないこ

うでもないと考える類のものではなく、人の心理や行動の原

理といったものを実験や調査のデータに基づいて明らかにし

ていく学問です。大学で学べる心理学という学問と、それが

どう生かされていくかについて解説します。
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6/18
社会学 -現代社会を生

きるための学問-

北陸学院大学人間総合

学部
対面 高大連携 06.社会学

社会学部（社会学科）では、多様化・複雑化する現代社会が

抱える課題、人と人との関りや心の問題など様々な社会問題

と現象に広く目を向けて、科学的なアプローチで課題解決へ

と導く手法を学びます。目の前の常識を常識と捉えず、新た

な発想や考え方で社会と人に関わることができる視野の広い

人を育てるのが社会学です。

6/18 自然を守る理学研究 富山大学理学部 対面 高大連携
20.数学・理学

全般

富山大学で野生動物の進化や生物多様性の保全について研究

している先生から、大学で学ぶ「理学」の意義と目的につい

て解説を受けます。大学での学びが実社会に役立っているこ

と、高校での学びと大学での学びが違う点、そして「理学」

研究自体の楽しさについて、この講座で実感することができ

るでしょう。

6/18
「数学」記述模試対策

②【3年理数コース】
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援 3年次に受験する記述模試の対策（数学）を行います。

6/18
臨床検査と医療従事者

が果たす役割
北陸大学医療保健学部 対面 高大連携

13.検査・臨床

工学

病院にいるのは医師と看護師だけではありません。縁の下の

力持ちとして、皆さんの健康を維持するため、そして病気を

根治するために日夜励んでいるのが臨床検査技師と呼ばれる

人たちです。この講座では基本的な臨床検査技術について紹

介し、その職に就くための流れを解説していきます。

6/18 熱の科学 金沢工業大学工学部 ｵﾝﾗｲﾝ 高大連携
19.工学全般・

情報科学

この講座を担当する先生は、環境に放出される熱エネルギー

の回収・利用の方法を中心に研究しています。太陽熱やバイ

オマス等の再生可能エネルギーの利用、また過冷却蓄熱に資

する技術として、凍結時の過冷却状態の維持と解消法につい

ても、積極的に研究を行っています。

6/18 ピアノの実技指導
同志社女子大学学芸学

部音楽学科
対面 高大連携

07.芸術・文

化・教養

ピアニストを目指している生徒、音楽の先生になりたい生

徒、ただただピアノの技術を上達させたい生徒。門戸は広く

開放し、この講座のタイトルに関心を持った生徒は振るって

参加ください。大学の専門家が、皆さんに直接ピアノの実技

指導を行います。

6/18 恋するイギリス文学 金沢学院大学文学部 対面 高大連携 01.人文学

大学で初期近代イギリス文学を専門に扱っている講師が、講

座タイトルの通り大学の講義を高校生向けにアレンジしてお

届けします。この講座で、文学を学問として学ぶということ

がどういうことか体感してください。

7/16
身体のコンディショニ

ング②

スポーツトレーナー 高

橋
対面 キャリア

10.スポーツ・

健康科学

昨夏のオリンピックで、オーストラリアの「ソフトボール」

ナショナルチームの指導を行ったスポーツトレーナーが講師

となり、生徒の皆さんに実際に運用したメニューを用いて身

体のコンディショニングを実践してくれます。実技を伴う、

身体的負荷の強い講座ですので、体力に自信がない生徒は受

講を控えてください。

7/16
動物園のウラ話＆写真

コンテスト
いしかわ動物園 校外 キャリア

17.農林⽔産

学・獣医学

昨年度、大雪で中止となってしまった講座を再企画しまし

た。今年度の講座は、夏休み前に実施できることになったの

で動物園が実施する正式な「写真コンテスト」に皆さんが

撮った写真を出品することができます。動物園のウラ話も拝

聴することができる、超お得な講座です。
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7/16 蕎麦打ち体験② 金沢湯涌みどりの里 校外 キャリア
09.家政・生活

科学

風味豊かで良質な蕎麦粉を使用し、蕎麦打ちを体験すること

ができます。2～4名で一卓分の材料を扱ってもらいます。エ

プロン・三角巾を持参し、マスク着用で受講してください。

出来上がった蕎麦は試食せず、持ち帰ってもらいます。

7/16 模擬裁判 金沢弁護士会 対面 キャリア
04.法・政治・

政策学

昨年度も実施され、大好評であった講座です。生徒の皆さん

を「裁判官」「検察官」「弁護人」「被告人」「証人」「書

記官」などに割り振り、台本に沿って冒頭陳述や証人尋問、

主尋問や反対尋問など現実の裁判の流れを自演してもらいま

す。皆さんが思っている以上に本格的で、裁判に関する理解

が深まる講座です。

7/16
失敗しない賃貸物件の

探し方と注意点

（公社）石川県宅地建

物取引業協会
対面 キャリア 23.進路支援

卒業後、進学等により県内外で一人暮らしをする機会が訪れ

るのではないでしょうか。一人暮らしの生活拠点として賃貸

物件を借りることは一般的ですが、入居してから気づく失敗

やトラブルが多々あります。賃貸物件の探し方や注意点を心

得ておくと、今後の学生や社会人での生活に役立ちますので

ぜひ受講してください。

7/16
「化学」駿台マーク模

試対策①
本校教職員（理科） 対面 キャリア 23.進路支援

翌日（7月17日）の模試に備えて、「化学」の問題演習と解説

を行います。

7/16
予備校講師による特別

授業 -英語編-

代々木ゼミナール本部

校
対面 キャリア 23.進路支援

講演してくださる姜 昌和先生は、代ゼミ本部校の大人気講師

です。「英語の学習は慣れではなく、文法の理解がすべて」

のポリシーのもと、みなさんが英語のルールを自由に使える

状態にするために、60分間熱く語ってくださります。

7/16
重症呼吸疾患から命を

救う体外循環

新潟医療福祉大学医療

技術学部
ｵﾝﾗｲﾝ 高大連携

13.検査・臨床

工学

臨床工学とは、人工透析装置、人工心肺装置などの高度な医

療電子機器を扱う臨床工学技士を目指す学問です。生命維持

装置の操作と保守・点検・管理をこなします。これらの機器

は安全で信頼性の高い状態を維持しなければならず、高度な

知識と技術が必要とされます。この臨床工学について60分か

けて解説していきます。

7/16

もしも歴史の教員が

「ジョジョの奇妙な冒

険」の授業をしたら

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 01.人文学

ジョナサン・ジョースター、ジョセフ・ジョースター、空条

承太郎、東方仗助。この4人を家系図で結びつけることができ

ますか？この4人を取り巻く人物や事件に関する伏線や因果関

係を説明することができますか？この講座はマンガを題材と

しつつも、歴史学の手法を用いて時系列で理解し直すための

講座です。

7/16
食品中の微量成分とそ

の特徴

北陸学院大学食物栄養

学科
対面 高大連携

09.家政・生活

科学

人間の体の中には約20種類のミネラルが存在しています。多

い順にカルシウム・リン・カリウム・ナトリウム・マグネシ

ウム・鉄と続き、一般に鉄と鉄より量の少ないミネラルを

「微量元素」といいます。このうち人体にとって重要な鉄・

亜鉛・銅・クロム・モリブデン・マンガン・セレン・ヨウ素

などを取り上げ、その特徴を解説します。

7/16
映画「The Wind

Rises」
スタジオジブリ 映像 キャリア 21.英語4技能

「The Wind Rises」の邦題は「風立ちぬ」です。宮崎駿監督が

ここで引退するつもりで作り上げた長編映画を、英語音声・

英語字幕で視聴してみましょう。歴史や飛行機についての会

話には難しい英単語も登場しますが、発音がクリアで聞きや

すいです。単純に映画を楽しみたい人の受講もお待ちしてい

ます。
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7/16
「化学」駿台マーク模

試対策②
本校教職員（理科） 対面 キャリア 23.進路支援

翌日（7月17日）の模試に備えて、「化学」の問題演習と解説

を行います。

7/16

オンラインで参加でき

る海外ボランティア説

明会

一般社団法人ボラン

ティアプラットフォー

ム

映像 国際理解 03.SDGs

「ボランティア」自体がハードルが高いと思っている生徒、

「海外ボランティア」と聞いて何も想像できない生徒は、と

にかくこの講座を受講してください。日本人が、日本にいな

がら世界の役に立つことができるということをお伝えしま

す。皆さんの力を必要としている子どもたちが、世界にはた

くさんいるのです。

7/16
薬と病気を理解し、ヒ

トを助ける薬理学
北陸大学薬学部 対面 高大連携 14.薬学

薬理学 (Pharmacology) は、薬物の人体に及ぼす作用を研究す

る分野です。ここでは薬物の構造特性、代謝経路、作用機序

や副作用、臨床での有用性について学びます。生体の機能を

考察する学問である生理学をその基礎とし、初等的な化学の

知識も要求される薬理学に関して、高校生のためにアレンジ

した授業をお届けします。

7/16

ファブリック製品から

読み解くフェアトレー

ド

金沢星稜大学人文学部 対面 高大連携 03.SDGs

ファブリックとは、布地や織物といった布製品のことです。

本講座は、これを題材にしつつフェアトレードの現状につい

て皆様と一緒に考えていきたいと思います。開発途上国の生

産者をサポートすることに繋がるフェアトレードについて、

一人でも多くの高校生に情報を届けられることを願っていま

す。

7/16
体温調節の重要性と生

活・スポーツへの応用

新潟医療福祉大学健康

科学部
ｵﾝﾗｲﾝ 高大連携

10.スポーツ・

健康科学

体温の調節は動物の生命維持にとって最も重要な調節機能の

１つです。 例えば、人間の体温調節では、暑いと汗をかいて

熱を逃がし、寒いと筋肉を震わせて熱を作ります。 この機能

を生活とスポーツに応用することについて、大学での学びを

紹介しながら解説していきます。

7/16
世紀の発見！日本の巨

大恐竜

HNK「NHKスペシャ

ル」
映像 キャリア

20.数学・理学

全般

NHKのテレビ番組を視聴します。近年、北海道むかわ町で大

発見がありました。全長８ｍもの大型恐竜「むかわ竜」のほ

ぼ全身の骨格が見つかりました。番組では、14年をかけて全

身の発見に至った化石愛好家や地元学芸員のドラマ、共に出

土した化石から推測される滅亡の原因など、むかわ竜のすべ

てに迫ります。

7/16 スポーツ医学
金沢星稜大学人間科学

部
ｵﾝﾗｲﾝ 高大連携

15.医学・生命

科学

スポーツ医学の分野では、スポーツにおいて頻度の高い傷害

について、その機序を学び予防法についても学習します。機

序を学ぶ際に、人体の解剖や生理を学ぶことで、体の正しい

使い方、有効な使い方を学習し、それをパフォーマンスの向

上につなげます。自分の競技力ならびに指導力を高めるため

には必須の学問です。

7/16

アルミ鋳物のカトラ

リーレストに刻印体

験！

株式会社金森合金 対面 キャリア
07.芸術・文

化・教養

私たちの会社は、1714年創業で加賀藩主前田家に仕えた鋳物

会社です。ロケット部品素材など産業用機械部品や、素材機

能性を生かしたライフスタイルブランドを提案しています。

本日は、アルミ板のリサイクル素材から生まれたカトラリー

レストに自分で刻印し、オリジナルアイテムを作ってもらい

ます。

7/16 石川の自然まるかじり
石川県立大学生物資源

環境学部
対面 高大連携

17.農林⽔産

学・獣医学

地球に生きる様々な生きものを対象に、幅広い学びを展開し

ている生物資源環境学部の学びを紹介します。本学はフィー

ルドワークを重視し、「石川の自然まるかじり」と言っても

過言ではない研究を進めております。皆様の暮らすこの石川

県について、生物学・農学の観点から一緒に理解を深めてい

きましょう。
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7/16
マンガはなぜ面白いの

か

同志社女子大学学芸学

部メディア創造学科
対面 高大連携 01.人文学

メディア創造学科では、学生に「メディア文化史」「マンガ

文化論」「ゲームデザイン論」といった講義を展開していま

す。大学の学問は決して堅苦しいものではなく、身の回りに

あふれている文化の一つひとつを深く掘り下げることも大学

の役割です。大学で学ぶ「マンガ」について、少しでも興味

をお持ちの方はこの講座を受講ください。

7/16
「数学」全統模試対策

【1年理数コース】
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援

8月19日（金）に実施される、全統模試の解説（数学）を行い

ます。

7/16
やっぱり血塗られてい

る大英帝国の歴史

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 01.人文学

今年度から1年生に「歴史総合」が組み込まれましたが、世界

の歴史を概観した時に常に歴史の表舞台にいるのがイギリス

（大英帝国）です。このイギリスには表の顔もあれば裏の顔

もあるということをご存じでしょうか。昨年度実施した講座

を大幅にリニューアルし、2～3年生も楽しんでもらえる講座

を展開します。

10/1

10/22

11/19

12/17

駿台サテネット等を用

いた自主学習（1限

目）

駿台教育研究所他 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

10/1

10/22

11/19

12/17

駿台サテネット等を用

いた自主学習（2限

目）

駿台教育研究所他 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

10/1

10/22

11/19

12/17

駿台サテネット等を用

いた自主学習（3限

目）

駿台教育研究所他 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

10/1

10/22

11/19

一貫理数サイエンス実

験講座【1,2年理数コー

ス】

本校教職員（教員業務

支援員）
対面 キャリア 24.探究活動

月曜日7限の総合理科で行っている探究活動において、実験内

容をより深めたい生徒のための講座です。GSPの全ての開講

日、開講時間に組み込まれていますが、連続講座ではありま

せん。この講座以外のGSP受講を妨げることはありませんの

で、登録する際には都合の良い時間帯を選択してください。
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10/1

11/19

共通テスト対策演習

【3年Aコース】

共通テスト対策問題

パック
自主 キャリア 23.進路支援

共通テストの本番を想定して、本番同様の時間配分で問題演

習に取り組みます。演習を繰り返すことで、早く正確に問題

を解く力を養いましょう。

10/1

GRIT ～Global Road

Intensive Training～

Day1

株式会社アイエスエイ 対面 国際理解 21.英語4技能

オールイングリッシュの環境下で自己紹介、アイスブレイキ

ングを行ったのち、SDGsのゴールのうち「つくる責任 つか

う責任」に関するディスカッション、プレゼンテーションを

行います。「ごみ削減のために自分たちができることを考え

る」というテーマに沿って、自身の英語表現力を磨いていき

ましょう。

10/1
日本航空大学校石川特

別OC
日本航空大学校石川 校外 キャリア 23.進路支援

以下のオープンキャンパスのプログラムの中から、関心のあ

る講座に参加してください。「3次元設計を体験してみよう」

「航空整備士体験、ヘリコプターのエンジン操作」「防災分

野におけるドローンの活用」「フライト・シミュレーター体

験」「CA、グランドスタッフ体験」

10/1

エアコンがいらない夢

の住まい「エコハウ

ス」

いしかわエコハウス 校外 キャリア 03.SDGs

環境問題に関する講演に加え、その環境問題に配慮した「エ

コハウス」のテクノロジーを体験してもらいます。外気温と

室温に差をつける「高気密・高断熱」「地中熱を取り入れる

換気システム」に加え、「太陽光発電パネル」「太陽熱給湯

器」による省エネ性能を自身の目で確かめてください。

10/1
「認知症」ってなんな

ん？

金沢市地域包括支援セ

ンター きしかわ
対面 キャリア

10.福祉・リハ

ビリテーショ

ン学

高齢者の5人に1人は認知症の日本。認知症って病気なの？認

知症の人とどう接すればいいの？身内が認知症になったら？

認知症と関わる仕事ってなにがあるの？この講座に参加する

ことで、明日から認知症の世界観が変わること間違いなしで

す。受講お待ちしております。

10/1

十人十色のマンガの解

釈 ～『かぐや様』を題

材に～

金沢星稜大学女子短期

大学部
対面 高大連携 01.人文学

高校生に親しみのあるストーリーマンガ『かぐや様は告らせ

たい』を文学作品として扱います。マンガの絵の表現（非言

語表現）に注目し、その効果をストーリー全体に即して、言

葉によって意味づける授業です。受講者の多様な解釈を交流

しながら、お互いの解釈を磨き合っていきます。

10/1
ナノテクで人工毛細血

管を作る！
防衛大学校理工学専攻 対面 高大連携 18.工学全般

最先端のものづくり技術で、髪の毛の1/20の太さの人工毛細

血管を作ることができます。また、直径1㎜の歯車、刺しても

痛くない蚊の針と同じ大きさの人工針、細胞を運ぶクレーン

ゲーム機等、肉眼では見えない小さな装置を開発していま

す。このナノテクノロジーに関して講義を行います。

10/1

デザインとイノベー

ションで新しい未来を

創造する

日本経済大学経営学部

経営学科
対面 高大連携

05.経済・経

営・商学

デザインとは何なのか？知っているようで説明できない「デ

ザイン」を理解することで、日常の物事を新しい視点で捉え

る方法を手に入れます。さらに、最近よく耳にする「イノ

ベーション」についても概要やその意味を簡単に理解し、講

義の中でイノベーションを起こすブレインストーミングをし

てみたいと思います。

10/1
ポップカルチャーで社

会課題を解決！？

日本経済大学経営学部

経営学科
対面 高大連携 03.SDGs

現在のビジネスにおいて、大きな注目の的となっているSDGs

（持続可能な開発目標）。マンガ、アニメ、ゲーム、特撮と

いった日本で発展したポップカルチャーにも、実はその流れ

は来ています。今回の講義では、そうしたポップカルチャー

ビジネスとSDGsの知られざる関係について、皆さんに紹介し

ていきたいと思います。



開講時期 講座名 担当 形式 区分 分野 内容

2022年度 GROW! SEIRYO PROGRAMS 開講講座一覧

10/1
ジェンダー問題に関す

るディスカッション

石川県男女共同参画審

議会
対面 キャリア 03.SDGs

既存の社会にこれから加わろうとする青年・女性・外国人留

学生とともに、社会参加の際に生ずる問題点や葛藤、その解

決法を探ってきました。日本社会のあり方やその仕組みの問

題の背景をなすものについて、次の時代の主役となる若い世

代の方々と一緒に考えてみたいと思います。



開講時期 講座名 担当 形式 区分 分野 内容

2022年度 GROW! SEIRYO PROGRAMS 開講講座一覧

10/1
『ジョジョの奇妙な冒

険』で英語を学ぶッ！
集英社 自主 キャリア 21.英語4技能

Listen up! "The most difficult thing" is to "go beyond your limits".

I will now go beyond my "luck".

いいかい、「最も難しいこと」は「自分を乗り越えること」

さ。僕は自分の「運」をこれから乗り越える。

10/1
「数学」金沢星稜大学

学校推薦型選抜対策①
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援

金沢星稜大学の学校推薦型選抜（公募制）には基礎学力試験

が課されます。この講座では、その過去問のうち「数学」の

問題について丁寧に問題演習と解説を行っていきます。1～3

限はそれぞれ別の年度の問題を扱うので、都合の良い時間帯

に合わせて参加してください。2限連続、3限連続も歓迎しま

す。

10/1
高校生のためのセルフ

メイク講座

大原学園金沢校ビュー

ティー系専攻
対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

同じメイクをしても、顔によって仕上がりが異なって見えま

す。「なりたいイメージのバランスに整える」ためにも、ま

ずは自分の顔の個性を知りましょう。講座に先立ち、ノーメ

イクの「顔写真」を撮影してA4用紙にプリントしておいてく

ださい。また、サイズの測定を行いますので物差しも持参く

ださい。

10/1
日本の財政と税制を考

えよう
金沢税務署 対面 キャリア

04.法・政治・

社会学

まずは租税の意義と役割・日本の財政の現状を皆様にお伝え

します。その上で、知っておきたい暮らしの税情報として所

得税・消費税のしくみ、給与所得者と納税、確定申告につい

てアクティブラーニング形式で理解を深めていきましょう。

10/1
キャラクター（人物）

の顔の描き方・塗り方

代々木アニメーション

学院金沢校
対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

アナログ実習の形式で「キャラクターの顔の描き方」をレク

チャーするとともに、デジタル実習の形式で「キャラクター

の顔の塗り方」を体験していただきます。プロも使用してい

る機材を用いることで、皆様の表現の幅を広げていただきた

いと思います。

10/1
「数学」記述模試対策

【3年理数コース】
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援

2学期に受験する記述模試「数学」の対策、および入試の記述

式問題「数学」の対策を行います。

10/1
観光業の現状と今後の

展望

日本経済大学経済学部

商学科
対面 高大連携

05.経済・経

営・商学

観光業界の変革期の中、新型コロナウイルスの蔓延により更

に変革が加速されている昨今です。2025年には「大阪・関西

万博」を控え、2030年には政府も6,000万人の訪日外国人観光

客を想定した時代を迎えます。日本の基幹産業として発展す

る観光業の将来像と若者に必要とされる資質や心構えを分か

りやすく解説します。

10/1
バーチャルとリアルの

ファッション

日本経済大学経営学部

芸創プロデュース学科
対面 高大連携

05.経済・経

営・商学

北陸は合成繊維の産地で、世界的に大ヒットしたユニクロの

ヒートテックも石川生まれです。‘あつまれどうぶつの森’

ゲームの中でバーチャルUTが販売され、リアルなユニクロの

店舗であつ森とのコラボTシャツが買えます。映像・画像を見

ながら、バーチャルとリアルビジネスがどのようにつながっ

ているのか考えてみましょう。

10/1
「数学」金沢星稜大学

学校推薦型選抜対策②
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援

金沢星稜大学の学校推薦型選抜（公募制）には基礎学力試験

が課されます。この講座では、その過去問のうち「数学」の

問題について丁寧に問題演習と解説を行っていきます。1～3

限はそれぞれ別の年度の問題を扱うので、都合の良い時間帯

に合わせて参加してください。2限連続、3限連続も歓迎しま

す。



開講時期 講座名 担当 形式 区分 分野 内容
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10/1
韓国ドラマとK-POPで

学ぶ韓国語

新潟産業大学経済学部

文化経済学科
対面 国際理解

02.外国語学・

国際関係学

大学では「韓国語」「東洋史」「観光資源論」の講義を担当

している講師が、高校生の皆様向けに用意した講義タイトル

に沿って楽しく韓国語の授業を行います。

10/1
社会を数字でみてみよ

う～ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ入門～

日本経済大学経営学部

経営学科
対面 高大連携

19.IT・情報科

学

みなさんは普段の生活において、１つの「選択」をしている

と思います。その「意思決定」には「友達から聞いたもの」

「勘に頼ったもの」「過去のデータから考えたもの」など

様々な情報を、判断材料として利用しているかと思います。

本講義では、その「判断の仕方」を高校生で勉強する「数

学」を基に紹介しようと思います。

10/1
やさしい「十二単」講

座

国際文化理容美容専門

学校
対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

皇室の方の着付けを担当できる、日本でも数少ない着付け師

を講師に迎え、平安時代から今日まで伝えられる「十二単」

の歴史やその作法を講義します。さらには、皆様の目の前で

本物の「十二単」のお服上げ（着装）をご覧いただきます。

10/1
「数学」金沢星稜大学

学校推薦型選抜対策③
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援

金沢星稜大学の学校推薦型選抜（公募制）には基礎学力試験

が課されます。この講座では、その過去問のうち「数学」の

問題について丁寧に問題演習と解説を行っていきます。1～3

限はそれぞれ別の年度の問題を扱うので、都合の良い時間帯

に合わせて参加してください。2限連続、3限連続も歓迎しま

す。

10/22

GRIT ～Global Road

Intensive Training～

Day2

株式会社アイエスエイ 対面 国際理解 21.英語4技能

オールイングリッシュの環境下で自己紹介、アイスブレイキ

ングを行ったのち、SDGsのゴールのうち「飢餓をゼロに」に

関するディスカッション、プレゼンテーションを行います。

「フードロス削減のために自分たちができることを考える」

というテーマに沿って、自身の英語表現力を磨いていきま

しょう。

10/22
ペットビジネスと動物

看護

国際ペット専門学校金

沢校
校外 キャリア

16.農林⽔産

学・獣医学

皆様にもなじみ深い「ペットビジネス」の世界について講義

するとともに、昨年度開設された本校の動物看護学科の紹介

を中心とする学校紹介を現地で行います。国家資格となった

「愛玩動物看護師」に興味がある生徒の皆様は、ぜひご参加

ください。

10/22 世界演劇入門③

音楽家・パフォー

マー、本校教職員（演

劇部）

校外 キャリア
06.芸術・文

化・教養

演劇部員、および芸術鑑賞や美術館経営に興味のある生徒を

対象とした講座です。21世紀美術館にてプロの芸術家から直

に芸術鑑賞や作曲、演劇について学ぶ。

10/22
石川県立看護大学特別

OC
石川県立看護大学 校外 高大連携

11.看護・公衆

衛生学

10/22は石川県立大学の正規のオープンキャンパスを開催して

おります。ここに星稜高校の皆様をご招待し、通常の大学説

明や模擬授業に加え、貴校の卒業した学生によるキャンパス

ライフの紹介やＩＰＮＵツアーをお届けします。

10/22 映画「Finding Nemo」
ウォルト・ディズ

ニー・ジャパン
映像 高大連携 21.英語4技能

邦題『ファインディング・ニモ』の映画を英語音声・英語字

幕で視聴いただきます。内容はご存じかと思いますので、そ

の内容に沿ってどんな英語表現が用いられているのかを皆様

の耳でご確認ください。
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10/22
120分でたどる「西洋

音楽史」
本校教職員（音楽科） 対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

普通は音楽専門の高校や音楽大学で1年間かけて学んでいく西

洋音楽の歴史を、本校の音楽科教員の指導のもと120分間で学

びます。普段の音楽の授業では触れることのできない西洋音

楽の歴史を、「古代ギリシア」から現代の「Perfume」まで駆

け足でたどります。

10/22

「日本史B」校外実力

試験対策①【2年文

系】

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 23.進路支援

10月30日（日）に実施予定の進研模試では英国数の3教科に加

え、2年生は理科と地歴の試験も受験します。この講座では、

「日本史B」の試験範囲に沿って既習の内容を復習するととも

に、問題演習と解説を行います。

10/22
「地理B」校外実力試

験対策①【2年理系】

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 23.進路支援

10月30日（日）に実施予定の進研模試では英国数の3教科に加

え、2年生は理科と地歴の試験も受験します。この講座では、

「地理B」の試験範囲に沿って既習の内容を復習するととも

に、問題演習と解説を行います。中高一貫理数コースの生徒

も、授業内容の復習に役立ちますのでぜひ受講ください。

10/22

もしも歴史の教員が

『アベンジャーズ』の

授業をしたら

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の『アベン

ジャーズ』シリーズには、歴史学の要素が満載です。この講

座では『アベンジャーズ』シリーズの登場人物を紹介し、そ

の映像を楽しみますが、個別の作品解説をするのではなく世

界観に浸る講義をお届けします。

10/22
韓国語と韓国文化の不

思議

フェリス女学院大学国

際交流学部
対面 国際理解

02.外国語学・

国際関係学

他者への理解の第一歩は、「相手の名前を正しく呼ぶ」こと

から始まります。世界を見渡すと、名前の成り立ちはさまざ

まですが、その違いはどこから来るのでしょうか。名前とい

う身近な事例から韓国社会について考えてみましょう。

10/22
私は「あきらめない」

救命救急医

NHK「あしたをつかめ

平成若者仕事図鑑」
映像 キャリア

14.医学・生命

科学

意識不明や心肺停止となった緊急患者が専門の救命救急医。

奈良県立医科大学高度救命救急センターの岩村あさみ医師

（31）は、日勤・当直をこなし、応急処置からオペまで担

当。わずかな遅れが死を招くギリギリの現場で必死に命を救

おうとする姿に迫る。視聴後、「救急医療」に関するディス

カッションを行います。

10/22
「数学」全統模試対策

【1年理数コース】
本校教職員（数学科） 対面 キャリア 23.進路支援

10月30日（日）に受験する、全統模試「数学」の過去問演習

と解説を行います。

10/22
女子アスリートのセカ

ンドキャリア講演会
女子サッカー啓発家 対面 キャリア

09.スポーツ・

健康科学

「お笑いで女子サッカー界に革命を起こす」と提唱する講師

は、短大全米チャンピオンの肩書を持つ女子サッカー界の第

一人者で、帰国後は全国の女子サッカーチームを渡り歩いて

普及活動に努めています。女子サッカー部員はもちろんのこ

と、すべての女子の運動部員に向けた講座です。

10/22
医学部入試直前対策 -

効果的な学習方法編-
メディカルラボ金沢校 対面 キャリア 23.進路支援

2023年度医学部入試動向入試動向について徹底解説を行いま

す。さらに、最適な受験校選定の仕方について出題傾向、配

点、形式などを踏まえた合格可能性を高める受験校選定法を

お伝えします。そして、効果的な入試直前期の学習方法、各

大学の入試問題の特長や対策を押さえます。
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10/22 航空業界の今

日本航空株式会社 産学

連携部人材開発グルー

プ

ｵﾝﾗｲﾝ キャリア
05.経済・経

営・商学

昨年度に引き続き、日本航空株式会社の社員がコロナ禍で揺

れる航空業界の今後の展望をお話します。航空業界への進路

志望がありながら二の足を踏んでいる方がおいでましたら、

ぜひこの講座で業界の今と未来について理解を深めてくださ

い（昨年度と内容が重複する部分があります）。

10/22

ジェンダー平等社会に

おける「男と女の心理

学」

本校教職員（進路指導

課）
対面 キャリア 03.SDGs

社会全体で男女平等がめざされているはずなのに、現状維持

に賛成して格差を当然のように受け入れている人もいます。

この講座では「心のしくみ」に焦点を当てつつ、一般的な

「男」と「女」の考え方と行動パターンを事例を紹介しなが

ら、日常・恋愛・学歴・仕事の各場面についてケーススタ

ディいたします。

10/22
神はπに何を隠したの

か

NHK「頭がしびれるテ

レビ」
映像 キャリア

20.数学・理学

全般

今回取り上げるのは円周率・π。無限に続くπは超越数と呼

ばれ、その姿を解き明かそうと多くの数学者が人生をささげ

てきた。数学者・藤原正彦さんは「πは神の創った最高傑

作」という。このπをめぐり繰り広げられるドラマを軸に、

πの神秘的な世界を堪能する。

10/22
薬の正しい使い方、基

本の「キ」
新潟薬科大学薬学部 対面 高大連携 13.薬学

みなさんの健康を改善するための「薬」は、正しく使わない

と逆に健康を害します。今は薬を飲んでいなくても、人生い

つ何時、薬のお世話になるか分かりません。この講座では

様々な事例を交えつつ、薬の正しい使い方についてお話しい

たします。

10/22
記憶力と食べ物の関係

はあるのか

岐阜女子大学家政学部

健康栄養学科
対面 高大連携

08.家政・生活

科学

食べる時どんな気持ちで食べますか？「好きだから」「お腹

がすいたから」考えてみたら無責任ですね。嫌いなものは不

足している栄養素かも。毎日の・・・が10年後には病気を

作っているかもしれません。

10/22

『みんなちがって、み

んないい』そんな教師

を目指して

岐阜女子大学文化創造

学部初等教育学専攻
対面 高大連携

07.教育学・児

童学

一人の人間として、自分を愛しながら自分らしい人生を創造

していける、そんな子どもたちを育てたい。そして社会の一

員として生きていくための規範をしっかり身につけ、人々か

ら愛されながら輝いて生きてほしい。30年間の学校勤務で出

会ったさまざまな子どもたちの事例をもとに、教師という職

業の魅力について考えます。

10/22
あなたの知らない”映画

プロデューサー”の仕事
株式会社フェローズ 対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

「映画監督」の仕事は想像できても、「映画プロデュー

サー」の仕事をイメージできる人はほとんどいないと思いま

す。この講座では、石川県を舞台とする映画 『レディ・カガ

』をプロデュースした講師（本校卒業生）が、その職に至る

までの人生経験を含め、「映画プロデューサー」の仕事はい

かなるものかをお話しします。

10/22
"自動車エンジン開発"

人見光夫の仕事

NHK「プロフェッショ

ナル 仕事の流儀」
映像 キャリア 18.工学全般

「もはや進化の余地がない」という常識を覆したその性能

は、世界に衝撃を与えた。いつも穏やかな口調の奥には、負

けじ魂とすさまじい頭脳が秘められている。人見の流儀は徹

底している。「世界一を目標に据え、絶対にぶれない」。

崖っぷちの会社から革命を起こした不屈の「ミスター・エン

ジン」の仕事を追う。

10/22
「世界史B」校外実力

試験対策【2年文系】

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 23.進路支援

10月30日（日）に実施予定の進研模試では英国数の3教科に加

え、2年生は理科と地歴の試験も受験します。この講座では、

「世界史B」の試験範囲に沿って既習の内容を復習するととも

に、問題演習と解説を行います。
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11/19 世界演劇入門④
金沢市民芸術村ドラマ

工房ディレクター
校外 キャリア

06.芸術・文

化・教養

演劇部員、および舞台芸術の上演および裏側に興味のある生

徒を対象とした講座です。金沢市民芸術村ドラマ工房におい

て、「仕込み→リハ→上演」の流れを実際に行います。演劇

部員以外の生徒は、上演観劇となります、

11/19
身体のコンディショニ

ング③

スポーツトレーナー

高橋
対面 キャリア

09.スポーツ・

健康科学

ソフトボール部員、およびソフトボールに関連するトレーニ

ングを体験したい生徒を対象とした講座です。オリンピック

チームのナショナルトレーナーを務める講師が最先端のプロ

グラムを紹介するとともに、実際にトレーニング内容を実践

してもらいます。

11/19
映画「シンドラーのリ

スト」

ユニバーサル・ピク

チャーズ
映像 キャリア

06.芸術・文

化・教養

第二次世界大戦時にドイツによるユダヤ人の組織的大量虐殺

（ホロコースト）が東欧のドイツ占領地で進む中、ドイツ人

実業家オスカー・シンドラーが1100人以上ものポーランド系

ユダヤ人の絶滅収容所送りを阻止し、その命を救った実話を

描いた作品です。

11/19
地震体験車で学ぶ「防

災」の心得

金沢市駅西消防署小坂

出張所
校外 キャリア

17.防災・環

境・建築学

消防署職員による防災教育を実施いたします。防災意識を高

めるためには実体験が近道ですので、地震体験車で東日本大

震災クラスの地震の揺れを体験してもらうほか、時間があれ

ば煙道体験や消火器訓練を実践してもらいます。

11/19

「エネルギーミック

ス」について語り合お

う

北陸電力石川支店総務

部地域広報チーム
対面 キャリア 03.SDGs

安全確保を大前提に、地球環境に配慮しながら、経済的に、

長期的に安定して電気を作るため、⽔力、火力、原子力、再

生可能エネルギーのそれぞれの特性を活かしてバランスよく

組み合わせて発電する「エネルギー・ミックス」について考

えます。

11/19

Japan and

internationalization -英

検準2級レベル-

東京国際大学 Global

Teaching Institute
対面 国際理解 21.英語4技能

大学で行っているGTIの授業を、高校生の皆様にお届けしま

す。GTIの授業は対話形式で進められるため、すべての学生に

積極的な参加や発言が求められます。講義形式の授業からは

生まれない、能動的な学習と、英語を介した教員・学生間の

豊かな交流が特長です。

11/19

『スラムダンク』と

『ハイキュー！』を比

べてみた

本校教職員（進路指導

課）
対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

日本には数多くのスポーツマンガがありますが、その中でも

絶対的存在といっても過言でない2作品を、多様な面で比較し

ていきます。力のある新入生が入部したことで上級生の奮起

が促され、ライバルとの戦いの中で選手の力が開花していく

物語を、改めて見返していきましょう。

11/19
アロマクラフトを作っ

てみよう！

らいふ薬局／アロマ

コーディネーター
対面 キャリア

08.家政・生活

科学

アロマの種類や効用について講義を行ったのち、「アロマス

プレー」と「バスボム」を高校生の皆様の手で作りあげてい

ただきます。多様な用途のあるアロマ関連商品について理解

を深め、今後の生活をより豊かなものにしてほしいと願って

います。

11/19
絶賛される肩もみのや

り方

日本セラピストアカデ

ミー
対面 キャリア

09.スポーツ・

健康科学

皆さんも今までに一度は肩もみを経験したことがあるかと思

います。しかし、正しく効果的なやり方を知っている人は少

ないのではないでしょうか。今回は肩が凝る原因や、肩こり

を放置するとどうなるのか等を学び、ペアになって実際に肩

もみ体験をして頂きます。
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11/19

シューズの生い立ち ～

生産から販売までの流

通経路～

ラッキーベル株式会社 対面 キャリア
05.経済・経

営・商学

御校にも採用いただいているシューズを手掛けるラッキーベ

ル株式会社が、「シューズ」がどのような経路をたどって皆

様の手元に届くのかを解説します。この講座を受講すること

で、ビジネスや流通、卸売り、小売りといった業界の全容が

理解できるはずです。

11/19

Japan and

internationalization -英

検2級レベル-

東京国際大学 Global

Teaching Institute
対面 国際理解 21.英語4技能

大学で行っているGTIの授業を、高校生の皆様にお届けしま

す。GTIの授業は対話形式で進められるため、すべての学生に

積極的な参加や発言が求められます。講義形式の授業からは

生まれない、能動的な学習と、英語を介した教員・学生間の

豊かな交流が特長です。

11/19 看護の出前授業 石川県看護協会 対面 キャリア
11.看護・公衆

衛生学

看護職への道、看護職の仕事（仕事内容・魅力、患者とのエ

ピソードなど）、社会における看護職の役割（災害支援、訪

問看護など）に始まり、いのちの大切さやこころとからだの

話、そして教室でできる看護技術の体験（聴診器で心音を聞

く。血圧や脈を測るなど）へと進めていく予定です。

11/19
高校生のための金融リ

テラシー講座
財務省、北陸財務局 対面 キャリア

08.家政・生活

科学

成人年齢が引き下げられ、金融に関する教育の充実が急務と

なっています。この講座では金融・財務のスペシャリストが

わかりやすく「金融」に関するテーマを解説するとともに、

この分野への進学を考えている生徒たちのサポートをしたい

と考えております。

11/19

五感を刺激して育脳に

も！ベビーマッサージ

の魅力紹介

日本セラピストアカデ

ミー
対面 キャリア

08.家政・生活

科学

ベビーマッサージをご存知ですか？五感を刺激するベビマは

いい事づくめ。実は赤ちゃんだけでなく、皆さんの勉強前の

気合スイッチや合間のリラックスにも使えます。保育関係の

お仕事が気になる方、リラックスしたい方、ぜひ一緒に楽し

く学びましょう！

11/19
ビブリオバトル　第4

回星稜決戦

本校教職員（進路指導

課）
対面 キャリア 01.人文学

GSPの歴史はビブリオバトル星稜決戦の歴史です。これまで

に4冊（第2回は同点決着）のチャンプ本が生まれています

が、今年のチャンプ本は何になるでしょうか。この講座はプ

レゼンを行う生徒だけではなく、聴講のみの参加の生徒の受

講を認めます。

11/19
”昆虫写真家”栗林慧の

仕事

NHK「プロフェッショ

ナル 仕事の流儀」
映像 キャリア

06.芸術・文

化・教養

長崎県平戸市に住む写真家・栗林慧は、「虫の目」レンズな

どの自作の機材で昆虫の細部や動きを表情豊かに捉え、内外

での受賞歴も多い。2018年夏、ホタルの大乱舞の撮影に挑む

栗林を取材し、「まだまだ前向きに撮り続けていることを示

したい」という79歳の挑戦を描く。

11/19

Japan and

internationalization -英

検準1級レベル-

東京国際大学 Global

Teaching Institute
対面 国際理解 21.英語4技能

大学で行っているGTIの授業を、高校生の皆様にお届けしま

す。GTIの授業は対話形式で進められるため、すべての学生に

積極的な参加や発言が求められます。講義形式の授業からは

生まれない、能動的な学習と、英語を介した教員・学生間の

豊かな交流が特長です。

11/19
0歳から学び続けてい

る22のこと

岐阜女子大学文化創造

学部初等教育学専攻
対面 高大連携

07.教育学・児

童学

人としてよりよく生きていく上で学ぶことが必要とされてい

る22のことについて知っていますか。「生きる力」がますま

す重視され、「知・徳・体」のバランスのとれた育成が求め

られる中、「徳」の観点から、事例を通して保育・教育につ

いて学びます。
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11/19
Playing with Words -英

語単語の語彙力アップ-

岐阜女子大学文化創造

学部観光専修
対面 国際理解

02.外国語学・

国際関係学

英語の語彙を覚えるのに苦労したことはありませんか？実は

英語の語彙の多くはラテン語やギリシャ語が語源です。例え

ばbicycle はbi （二）とcycle（輪）で構成されています。この

講義では、単語の語源を探ったり、長い単語を崩したり、

「ことば」を覚える楽しさを提案します。

11/19

地球はくすりの宝庫 ～

自然から生まれたくす

り～

日本薬科大学薬学部 対面 高大連携 13.薬学

昔からヒトは、身近な動植鉱物、すなわち天然素材を「くす

り」として病気に用い、病を克服してきました。出張講義で

は、病気の治療に欠かすことのできない、自然から誕生した

おくすり（医薬品）について、歴史的なエピソードも交えて

ご紹介したいと思います。

11/19

癒し × スッキリ脚

アロマの手技で学ぶセ

ルフケア

日本セラピストアカデ

ミー
対面 キャリア

08.家政・生活

科学

セラピストから学ぶオイルを使ったフットケア講座です。ふ

くらはぎは第二の心臓とも言われ、ケアにより・老廃物をデ

トックス・勉強で疲れた自律神経の乱れを整え・基礎代謝

アップで燃焼効果も！自分を癒す方法を学びましょう。習得

後は大切な方に施術して癒してあげてください。

11/19

12/17

暗号解読 ＆ 脱出ゲー

ム

本校教職員（進路指導

課）
自主 キャリア

06.芸術・文

化・教養

受講者は「脱出ゲーム」の問題を解かない限り、帰宅するこ

とはできません。なお、問題のありかは暗号化されているの

で、「暗号解読」の素地がない生徒には「暗号解読」の講義

を行います。
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11/19
VRゴーグルで体験する

建設作業現場
真柄建設（株） 対面 キャリア

17.防災・環

境・建築学

いまや、あらゆる分野で活躍しているVR技術、建設の現場で

も欠かせないものになっています。そのVR技術で垣間見る建

設現場の映像を通して、高校生の皆様に「建築」と「土木」

を含む「建設」の分野に触れることでその実態をつかんでほ

しいと思います。

11/19
極地の氷に何が起きて

いるか

北海道大学低温科学研

究所
対面 高大連携

20.数学・理学

全般

本研究グループは極域・海氷域を主対象域として、海洋循

環、⽔塊形成、海氷変動、海洋棚氷相互作用、さらには海氷

が海洋・大気・気候に果たす役割などを、観測・リモートセ

ンシング・数値モデリングなどの手法を統合して研究を行っ

ています。その研究成果をお伝えします。

12/17
一貫理数総合探究発表

会【1,2年理数コース】

本校教職員（中高一貫

理数コース関係者）
対面 キャリア 24.探究活動

総合的な探究の時間に進めてきた各グループの発表を行いま

す。1～2年生の中高一貫理数コースの生徒は必ずこの講座を

受講登録してください。

12/17

GRIT ～Global Road

Intensive Training～

Day3

株式会社アイエスエイ 対面 国際理解 21.英語4技能

オールイングリッシュの環境下で自己紹介、アイスブレイキ

ングを行ったのち、SDGsのゴールのうち「すべての人に健康

と福祉を」に関するディスカッション、プレゼンテーション

を行います。「発展途上国または日本の医療制度をより良く

する」というテーマに沿って、自身の英語表現力を磨いてい

きましょう。

12/17
身体のコンディショニ

ング④

スポーツトレーナー

高橋
対面 キャリア

09.スポーツ・

健康科学

ソフトボール部員、およびソフトボールに関連するトレーニ

ングを体験したい生徒を対象とした講座です。オリンピック

チームのナショナルトレーナーを務める講師が最先端のプロ

グラムを紹介するとともに、実際にトレーニング内容を実践

してもらいます。
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12/17 映画「Finding Dory」
ウォルト・ディズ

ニー・ジャパン
映像 国際理解 21.英語4技能

邦題『ファインディング・ドリー』の映画を英語音声・英語

字幕で視聴いただきます。内容はご存じかと思いますので、

その内容に沿ってどんな英語表現が用いられているのかを皆

様の耳でご確認ください。

12/17
失敗しない賃貸物件の

探し方と注意点

(公社)石川県宅地建物

取引業協会
対面 キャリア 23.進路支援

1学期に開講された講座と同様の内容です。せっかく大学に合

格しても住宅選びに失敗すると、大学生活の楽しみが半減し

ます。この講座を受講し、賃貸物件を選ぶ際のポイントを習

得してください。

12/17

ﾎﾞｰﾄﾞｹﾞｰﾑから学ぶ、

生活に必要な「手続

き」と「知恵」

石川県行政書士会 対面 キャリア
04.法・政治・

社会学

このクラスでは少人数のグループに分かれ、人生にまつわる

様々なイベントをすごろくゲームにて楽しくプレイしながら

「手続き」や生活の「知恵」を学びます。経験豊富な行政書

士が各コマの解説・アドバイスを行いつつ、人生の節目節目

に待ち受けるイベントを攻略してゴールにたどりついてもら

います。

12/17

「日本史B」校外実力

試験対策②【2年文

系】

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 23.進路支援

1月14日（土）に実施予定の進研模試では10月同様に、2年生

は理科と地歴の試験も受験します。この講座では、「日本史

B」の試験範囲に沿って既習の内容を復習するとともに、問題

演習と解説を行います。

12/17
「地理B」校外実力試

験対策②【2年理系】

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 23.進路支援

1月14日（土）に実施予定の進研模試では10月同様に、2年生

は理科と地歴の試験も受験します。この講座では、「地理B」

の試験範囲に沿って既習の内容を復習するとともに、問題演

習と解説を行います。

12/17
第1回 星稜ストラック

アウト選手権

かなざわスポーツねっ

と
自主 キャリア

09.スポーツ・

健康科学

皆さんご存じのストラックアウトの正式ルール※にのっと

り、第1回星稜チャンピオンを決定します。

※ボールを投げられるのは、１名につき12個まで。的までの

距離は、男性が10m、女性が7mの距離をとって、ボールを投

げていただきます。

12/17
女性のためのヘルスケ

ア講座

らいふ薬局／日本女性

医学学会
対面 キャリア

10.福祉・リハ

ビリテーショ

ン学

女性には、生理学的に「更年期」「月経」のほか女性特有の

ライフキャリアの問題や健康課題といった項目が人生におい

て現れます。この講座では日本女性医学学会に所属する講師

が、女子高校生の皆様に健康で快適でいるための秘訣をお話

いたします。

12/17

もしも歴史の教員が

「ファンタビ」の授業

をしたら

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

題材として扱うのは主に「ファンタスティック・ビースト」

ですが、追いかけるのは「アルバス・ダンブルドア」の人生

です。そのため、「ファンタスティック・ビースト」の世界

をよく知らない生徒にもネタバレを最小限にしてダンブルド

ア先生の人生を解説していきます。

12/17

絶対にチャレンジして

はいけない「暗黒地

獄」

株式会社ビバリー 自主 キャリア
06.芸術・文

化・教養

宇宙飛行士の試験科目として注目された純白のジグソーパズ

ルは有名ですが、この講座では漆黒のジグソーパズルの組み

上げにチャレンジしてもらいます。わずか108ピースと侮るな

かれ、完成させるのは至難の業です。忍耐力・集中力のない

生徒は、絶対にチャレンジしないでください。



開講時期 講座名 担当 形式 区分 分野 内容

2022年度 GROW! SEIRYO PROGRAMS 開講講座一覧

12/17

将来性のあるすい臓が

ん検査方法をティーン

が開発

NHK「スーパープレゼ

ンテーション」
映像 キャリア

12.検査・臨床

工学

ジャック・アンドレイカ（1997年生まれ）は幼い頃から科学

に興味を持っていた。おじをすい臓がんで亡くしたことから

2012年、インテル国際科学技術フェアでカーボンナノチュー

ブを使ったすい臓がんの新たな検査法を発表、最優秀賞に輝

いた。映像視聴ののち、参加者で「検査」に関するディス

カッションを行います。

12/17
ロボットの制御プログ

ラム

石川職業能力開発短期

大学校
対面 キャリア

19.IT・情報科

学

『教育用レゴ マインドストームNXT』や『mbot』を使ってロ

ボットの簡易組み立てを体験します。また、自分で組み立て

たロボット用の制御プログラムをパソコンで作り、ロボット

を操る体験をします。

12/17

医学部「現役合格」の

ための小論文・面接試

験対策

メディカルラボ金沢校 対面 キャリア 23.進路支援

まだ志望理由書・ 小論文を書いたことが無い生徒、面接の練

習をしたことがない生徒にとって 、すぐに対策として活用出

来る資料を作成し、 「採点する側の立場」 から分かりやすく

説明します。講義終了後、希望者に対して志望校の傾向を踏

まえた模擬面接を実施します。

12/17 ヘアカット体験
石川県理容美容専門学

校
対面 キャリア

08.家政・生活

科学

専門学校で学生も使用する練習用ウィッグを用いて、ヘア

カットの体験をしていただきます。髪の毛を切るという簡単

そうで奥深い世界を体感することで、この道を志している生

徒は業界の一端を垣間見ることができるでしょう。

12/17
高校生のためのマナー

講座
埼玉女子短期大学 対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

女子のキャリアを充実させるために、本学はマナホス研究所

を立ち上げました。この講座では、社会人を意識した「美し

い立ち居振る舞い」「お辞儀」「言葉遣い」「身だしなみ」

「ホスピタリティの基本」を取り扱います。

12/17
発展途上国における看

護師・保健師の活動

京都光華女子大学健康

科学部看護学科
対面 高大連携

11.看護・公衆

衛生学

医療へのアクセスは平等に保証されているわけではありませ

ん。日本を離れると、それを痛感する場面が多々あります。

看護師・保健師を目指す生徒はもちろんのこと、その他の医

療の分野や国際貢献に興味がある生徒は、この講座を通して

世界の現状について一緒に考えてみましょう。

12/17

『進撃の巨人』にみら

れる主義・思想と時代

設定

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 01.人文学

かつて、世界各地の都市には壁がありました。外敵の侵入を

防ぐための壁です。現代は都市に壁はありませんが、戦争は

なくなっていません。『進撃の巨人』が描き出したものは何

なのか、何をもとにしてそれが描き出されたのか、調べられ

る限りの情報をお届けします。

12/17
わかりやすい再生医

学・再生医療

藤田医科大学医学部医

学科
対面 高大連携

14.医学・生命

科学

実際に講師がiPS細胞を作成している経験や、生体が持ち備え

ている組織を修復できる能力（組織幹細胞）を通じて、わか

りやすく再生医学・再生医療を解説します。

12/17 アメリカの女性の歴史
東京女子大学現代教養

学部国際社会学科
対面 高大連携 03.SDGs

ジョー･バイデン氏が第46代アメリカ大統領に就任した瞬間

は、カマラ・ハリス氏が史上初めて女性の副大統領となった

瞬間でもあります。そのスピーチで語られていた女性の社会

進出について、アメリカの歴史を振り返りながら解説してい

きます。
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12/17

あなたの悩み、バラン

スボールが解決しま

す！

一般社団法人体力メン

テナンス協会
対面 キャリア

09.スポーツ・

健康科学

本協会は幅広い年齢層を対象に、バランスボールを用いた各

種プログラムを提供しております。この講座では高校生の皆

様の抱える悩みをお聞きしながら、心と体を整えるエクセサ

イズに一緒に取り組んでいきます。運動能力不問ですので、

お気軽に参加ください。

12/17
野生動物管理における

獣医学の貢献

岐阜大学応用生物科学

部共同獣医学科
対面 高大連携

16.農林⽔産

学・獣医学

日本は狭い国土の中に，多様な野生動物と人間とがとても近

い距離で生きています。どちらか一方の生活を守ることだけ

を優先していては，適切な野生動物との共存は実現できない

でしょう。本講義では，私がこれまで獣医師として関わって

きた野生動物の調査や最近の研究などを紹介します。

1/28

2/18

駿台サテネット等を用

いた自主学習（1限

目）

駿台教育研究所他 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

1/28

2/18

駿台サテネット等を用

いた自主学習（2限

目）

駿台教育研究所他 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

1/28

2/18

駿台サテネット等を用

いた自主学習（3限

目）

駿台教育研究所他 ICT 自主学習 23.進路支援

「第一志望は、ゆずれない。」をキャッチコピーとする駿台

予備学校の映像講座を、本校の生徒は全講座無料で視聴する

ことができます。講座の種類は多岐にわたっており、授業内

容の復習から受験対策まで網羅されています。受講の際は、

学習用iPadの「賢者＋V（駿台サテネット21）」にログインし

てください。

1/28
金沢製菓調理専門学校

特別OC
金沢製菓調理専門学校 校外 キャリア

08.家政・生活

科学

金沢製菓調理専門学校が一般公開で実施しているOCを、本校

生徒を対象にアレンジして展開してくれます。プロの調理・

製菓技術を指導していただけるとともに、出来上がった料理

をご試食いただけます。

1/28
冬の兼六園で”着物”体

験

着物レンタルVASARA

金沢兼六園店
校外 キャリア

06.芸術・文

化・教養

雪の兼六園と着物、これ以上に「映える」シチュエーション

はあるでしょうか。お友達、家族をお誘いあわせの上でご参

加ください。着付けの後は自由行動となりますので、兼六園

を離れて「ふらっとバス」等を利用して市内を周遊していた

だいて構いません（着物は17半時までに返却ください）。

1/28
映画「Pirates of

Caribbean」

ウォルト・ディズ

ニー・カンパニー
映像 キャリア 21.英語4技能

アステカ王国がスペインに滅ぼされ、その財宝をめぐる海賊

のドラマが展開されたのは史実です。その史実を背景とした

壮大なエンターテイメント作品を、英語音声・英語字幕でお

楽しみください。皆さんのリスニング能力、この一年で大き

く成長していることが実感できるでしょう。

1/28

百年の悲劇はここから

始まった（第一次世界

大戦）

NHK「新・映像の世

紀」
映像 キャリア 01.人文学

20世紀の戦争は、写真や動画で振り返ることができます。歴

史の授業の中では扱いきれない膨大な資料を、自らの目で確

かめてみませんか。「戦争」というものの実態を味わうこと

ができるはずです。衝撃的な内容を含みますので、視聴には

自身で責任を持ってください。
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1/28

はじめての刑事捜査

～『20世紀少年』を題

材に～

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア

04.法・政治・

社会学

ドンキーはなぜ転落死したのか？ともだちとは誰なのか？細

菌兵器で人類を大量殺害しようとしているのは誰なのか？こ

れらの答えを、マンガの中に記載される情報を手掛かりに推

測していきます。まさに刑事事件を捜査するかの如く、自身

の手で真相を明らかにしてください。

1/28
生命誕生への支援につ

いて学ぼう
石川県立看護大学 対面 高大連携

11.看護・公衆

衛生学

少子化社会で妊婦さん、赤ちゃんに出会うことが少なくなっ

てきました。この講座では、妊婦や新生児モデルによる疑似

体験を通じて、生命の誕生を迎える母親への看護職の役割に

ついてお話しします。

1/28
誰にでもできる”海外ボ

ランティア”説明会

ボランティアプラット

フォーム
映像 キャリア 03.SDGs

本校の生徒が毎年参加してくれている「オンラインSDGs研

修」「未来型海外ボランティア」の紹介を行います。大学入

試の場でも評価されるボランティア経験を積みたい生徒がお

りましたら、この説明を聞いたうえで春休みにチャレンジし

てみてはいかがでしょうか。

1/28
オンライン”英検”説明

会

公益財団法人　日本英

語検定協会
ｵﾝﾗｲﾝ 国際理解 21.英語4技能

いまや、民間の英語資格・検定試験は多種多様です。しか

し、いつの時代も、子どもも大人も存在をもっとも認知して

いるのが「英検」です。この講座では「英検」に関すること

はもちろん、日本英語検定協会が実施する他の検定について

もご説明いたします。

1/28

アンサンブルで感じよ

う　-音でつながる心と

心-

北陸学院大学人間総合

学部子ども教育学科
対面 高大連携

07.教育学・児

童学

自分の体や楽器を使って、仲間とのアンサンブルに挑戦しま

す。さて、音を合わせるためにはどのようにすればよいので

しょうか。心と心を通わせ、その時その仲間とともに生み出

すのことのできる音楽を感じましょう。

1/28
大学受験を見据えた目

標設定の考え方

株式会社フロンティ

ア・フィールド
対面 キャリア 23.進路支援

皆さんは「ストレッチゴール」という言葉をご存じでしょう

か。スポーツやビジネスにおいて成果を出すために不可欠な

目標設定と達成に向けたプロセスについて、大学受験を経て

社会人として活躍する本校OBを講師に迎え、目標達成のため

の思考法を星稜高校在籍時の取り組みを交えながら紹介しま

す。

1/28

看護職・福祉職に必要

なコミュニケーション

能力

金沢スピーチ研究所 対面 キャリア

10.福祉・リハ

ビリテーショ

ン学

「話し上手は聴き上手」「聴き上手はコミュニケーション上

手」「コミュニケーション上手は生き方上手」

この3つを柱に、医療や福祉関連の仕事に不可欠なコミュニ

ケーション能力の体得方法について解説します。

1/28
鋳物工場オープンファ

クトリー
株式会社金森合金 校外 キャリア

06.芸術・文

化・教養

「金森合金×星稜高校」で進めてきたタブレットスタンド開

発にクラウドファンディングでご支援いただいた生徒・保護

者の皆様を、名前やシリアルナンバーの刻印体験に招待しま

す。この機会に、老舗の鋳造工場の作業現場をぜひ体験くだ

さい。

1/28
赤十字社のボランティ

ア＆救急員研修

日本赤十字社石川県支

部
対面 キャリア 03.SDGs

学校や公共の施設には「AED」の設置が義務付けられていま

すが、いざという時に使えますか？この講座では赤十字社の

指導員をお呼びし、赤十字社の展開するボランティアの紹介

や救急法救急員という資格の紹介および研修内容の体験、そ

してAED講習を行います。
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1/28 健康を守る体内時計
公立小松大学保健医療

学部臨床工学科
対面 高大連携

12.検査・臨床

工学

体内時計は、睡眠といった多様な生理機能に約24時間の周期

変動を作り出す装置です。「光を利用し自然界の昼夜の変化

に対し体内環境を最適化する」という重要な役割を担ってい

ます。本講義では、体内時計の我々の健康の維持における重

要性を紹介します。

1/28

素人でも、手品グッズ

があれば他人の目を欺

くことができるのか？

大創産業 自主 キャリア
06.芸術・文

化・教養

手品に興味をお持ちの皆さん、お待ちかねの手品講座です。

簡単に手に入る手品グッズで、初見の人の目を欺けるかどう

かは皆さんの技術と演技力にかかっています。この講座で

は、前半に手品の練習を行い、後半にそれをお互いに披露し

ていただきます。

1/28
最新の心理学はどこま

で「できるのか？」
メンタルケア学術学会 対面 キャリア 01.人文学

心理学の研究が進む中で、私たちの生活になくてはならない

IoTやデジタルとも関連が深くなってきています。本講座では

ストレスやカウンセリング、臨床心理学、健康心理学などの

分野の最新の知見を紹介しながら、実際に活用されているデ

バイスやアプリなども交えて、最新の心理学を体験していた

だければと思います。

1/28
どちらを選ぶ？経済学

と経営学の違い

かなざわ食マネジメン

ト専門職大学
対面 高大連携

05.経済・経

営・商学

高校ではそれほど詳しく学ぶことはない経済学と経営学、言

葉は似ていても対象や考え方は大きく違います。経済・経営

分野に興味を持つ人のために、そもそもどういうところから

このような分野ができてきたのかなど、入門的な内容を講義

します。

1/28
ハマると抜け出せな

い、泥沼の中国史

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 01.人文学

学校で習う歴史が面白くないと思ったことはありませんか？

試験に向けて覚えていることが、ただの文字の羅列に見えた

ことはないですか？この講座では中国史を題材に、歴史の面

白さと人類の裏表をとにかく掘り下げていきます。ハマって

抜け出せなくなるかもしれませんが、ご容赦ください。

1/28

もしも歴史の教員が

『鬼滅の刃』のテスト

を作ったら

本校教職員（地歴公民

科）
自主 キャリア

06.芸術・文

化・教養

アニメ「鬼滅の刃 刀鍛冶の里編」は2023年4月から放送開始

されることが決まっています。それに先駆けて、皆さんの知

識の確認をしてはいかがですか。

【例題】上弦の陸「堕姫」の生前の本名は何でしょうか？

1/28
最新の心理学はどこま

で「分かるのか？」
メンタルケア学術学会 対面 キャリア 01.人文学

最新の心理学の研究成果は私たちの社会・経済・政治・法律

などの「世の中の仕組み」と強く関連しているものが多く

なっています。本講座では、社会心理学や経済心理学（行動

経済学）などの分野の最新の知見を紹介しながら、私たちの

生活に心理学の知見がどのように活かされているのかをお話

ししていきたいと思います。

1/28

26歳の乳がんダイア

リー　～元SKE48・矢

方美紀～

NHK「BS1スペシャ

ル」
映像 キャリア

14.医学・生命

科学

乳がんが見つかり左胸全摘の手術を受けた元SKE48の矢方美

紀さん。その患者目線の記録からは「アピアランスサポー

ト」（外見の変化による辛さへのケア）の大切さや「治療と

仕事の両立」の苦労など、患者をめぐるさまざまな課題が浮

かび上がってくる。

2/18 蕎麦打ち体験③ 金沢湯涌みどりの里 校外 キャリア
08.家政・生活

科学

①地元産のそば粉と、中力粉を混ぜ、⽔を注ぎ軽く両手です

り合わせる。②こね上がったら、麺棒を使って伸ばす。③仕

上げは、包丁で均等に幅を揃えて切っていく。④茹でて食

す・・・と言いたいところですが、感染症対策のため出来上

がった蕎麦はお持ち帰りください。
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2/18
電動ろくろ体験 ＆ 瞑

想の足湯
九谷焼体験工房 良山 校外 キャリア

06.芸術・文

化・教養

電動ろくろ体験は2名ずつ順番に実施します。待っている時間

は粟津温泉の市街を自由に散策するもよし、足湯で疲れをい

やすもよし、のんびりとした時間をお過ごしください。この

日に作成した品物は、焼き上げののち次年度1学期にお渡しと

なります。

2/18 ”裏千家”茶道教室
裏千家茶道教場 主宰

山本宗茂
校外 キャリア

06.芸術・文

化・教養

興風園を主宰する裏千家の教授が和の心と作法を解説すると

ともに、受講生の皆様にお茶を振る舞わせていただきます。

茶の湯の基本である「もてなしの心」を体験するとともに、

皆様にも実際にお茶を点てていただきますので、充実したお

時間をお過ごしいただけるかと思います。

2/18

映画「ファンタス

ティックビーストとダ

ンブルドアの秘密」

ワーナー・ブラザー

ズ・ホームエンターテ

イメント

映像 キャリア
06.芸術・文

化・教養

この日までに地上波でこの映画が放映されないことを見越し

て、今年度GSPを受講してくれた生徒への大サービスです。

「ファンタスティックビースト」シリーズの最新作を、友達

と一緒にご視聴ください。ちなみに、この作品の出来栄え次

第で4作目を作るかどうか決めるそうですが、皆さんは視聴後

どう思うでしょうか。

2/18
1年生対象！助動詞総

復習講座
本校教職員（国語科） 対面 キャリア 23.進路支援

1年生を対象として、助動詞の総復習を行います。前半は入試

の頻出ポイントを押さえた助動詞総復習の講義、後半は問題

演習・解説です。助動詞に不安のある1年生はぜひ、受講して

ください！土曜日らしく、楽しい授業にしたいと思います。

みなさんの参加をお待ちしています。

2/18
1～2年生対象！地理の

総復習

本校教職員（地歴公民

科）
対面 キャリア 23.進路支援

1年生の地理総合、および2年生の地理Ｂの今年度の学習内容

のまとめ・復習をします。また次年度に向けての学習方法や

演習を通して地理的な考え方や問題の解法などを学びます。

2/18

正しい姿勢の作り方、

姿勢が与える印象値に

ついて

日本セラピストスクー

ル石川校
対面 キャリア

09.スポーツ・

健康科学

良い姿勢、正しい姿勢を作る為に必要な身体の使い方を元役

者兼ダンサーの整体師がお伝えさせて頂きます。また姿勢の

変化によって相手に与える印象の違いについてもお話させて

頂きます。コミュニケーションにおける姿勢の活用法を一緒

に学びましょう。後半では姿勢を正す為の簡単なセルフケア

やストレッチも行います。

2/18
ダイエットはなぜ続か

ないのか

神戸医療未来大学未来

社会学科心理学分野
対面 高大連携 01.人文学

ダイエットを心がけてもつい運動をさぼってしまう、ついス

ナック菓子に手が伸びてしまう…。その理由はやる気の問題

ではなく、運動や健康に良い「行動」がうまく形成されてい

ないからと考えることができます。行動形成し維持する心理

的メカニズムについて、「健康」を例に取りながら考えてみ

ましょう。

2/18
脳がはじける「バブル

パズル」の世界
大創産業 自主 キャリア

06.芸術・文

化・教養

「集中力がない」と言われたことはありませんか。それはお

そらく間違いです。誰にだって集中力はあります。それを証

明するのがこの講座です。60分間、一心不乱に「バブルパズ

ル」にのめり込んでください。見た目は可愛くても実は手ご

わいこのパズル、あなたは何通りの完成形に到達することが

できるでしょうか。

2/18
ウクライナ、何が正義

で何が真実か？

TBS 報道特集／

ABEMA NEWS！
映像 キャリア

02.外国語学・

国際関係学

ロシアとウクライナの戦争について、この戦争をロシアが一

方的にウクライナを攻めている侵略戦争だと思っている人は

いませんか？そういう人は、ぜひこの講座で考えを改めてく

ださい。『進撃の巨人』の世界でも立場が違えば別の正義が

あるのと同様に、ウクライナ問題にもいろんな正義があるの

です。
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2/18
はじめてのデジタルサ

ウンド＆動画編集

Kist 金沢科学技術大学

校
校外 キャリア

19.IT・情報科

学

この講座では、当校に来校いただき生徒の皆様に最新のMac

で動画制作を行っていただきます。映像編集とデジタルサウ

ンドの説明もありますので、誰でも気軽に参加いただけま

す。使用ソフトは「Adobe Premiere Pro/Cubase」です。

2/18
まだない選択肢を、自

ら創る生き方
MAKERS UNIVERSITY 対面 キャリア 23.進路支援

日本人にとってハードルの高い「起業」が、この講座に参加

すれば一気に身近なものとなるはずです。皆さんが驚くよう

なキャリア・経験を持つ講師と直に語り合うことで、既存の

レールを走る以外の進路設計や人生設計もあるということを

理解できることでしょう。

2/18 あいまいな認知
神戸医療未来大学未来

社会学科心理学分野
対面 高大連携 01.人文学

わたしたちが思っている以上に、ひとの頭の中の世界と客観

的な現実は異なるものです。今回の講座では、認知（考えた

り記憶したりすること）の変化をポジティブに捉えていただ

くよう、お話いたします。簡単な実験の体の中で記憶の仕組

みを紹介し、みなさまに記憶のトレーニング法を会得してい

ただきます。

2/18
「似合う」を理論的に

理解する
金沢文化服装学院 対面 キャリア

08.家政・生活

科学

「似合う」を理論的に理解すると題してスタイリングMAP体

験講習を実施いたします。生徒さんの骨格や、顔のパーツの

分析を2人1組等で行っていただき、自分に似合うテイストの

ファッションを知るという内容を、演習メインで進めさせて

いただこうと思っています。

2/18
高校生のための「投

資」講座
北陸銀行東大通支店 対面 キャリア

05.経済・経

営・商学

「資産形成」には、「貯蓄」と「投資」の2つの方法がありま

す。「投資」とは利益を見込んでお金を出すことで、株式や

投資信託などの購入がこの「投資」に当たります。この講座

では、高校生向けにわかりやすく「投資」の仕組みとノウハ

ウについて説明いたします。

2/18
ステレオタイプの心理

学

神戸医療未来大学未来

社会学科心理学分野
対面 高大連携 01.人文学

私たちは、初対面などあまり知らない相手と関わる場面で、

どのような考え方をするクセがあるのか。このような場面で

私たちは「ステレオタイプ」を使うことが、社会心理学の一

分野である社会的認知の研究結果から、明らかにされていま

す。この講義では、ステレオタイプが維持されるメカニズム

について、体験的に学びます。

2/18 Ｘ線で観る宇宙 奈良女子大学理学部 対面 高大連携
20.数学・理学

全般

果てしなく広がる宇宙はどのような世界なのでしょうか。宇

宙物理学はこの宇宙の謎の解明を目指しています。宇宙の観

測では主に電磁波を使って行いますが、このうちX線を使って

を観測するのがX線天文学です。本講義では宇宙物理学の特徴

と基礎知識、およびX線観測から明らかにされてきた宇宙の姿

を紹介したいと思います。

2/18 LGBTQってなーに？ レイ法律事務所 対面 キャリア
04.法・政治・

社会学

日本では法律上、同性婚は認められず、教科書にもLGBTQの

ことは載せられていません。これらから分かるように、性的

マイノリティの方達の存在は表向きには認められていないの

です。この講座は、LGBTQ問題に取り組む弁護士がその当事

者を引率して共に講師を務め、問題の現状を解説します。

1/28

2/18

一貫理数サイエンス実

験講座【1年理数コー

ス】

本校教職員（教員業務

支援員）
対面 キャリア 24.探究活動
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1/28 世界演劇入門⑤
本校教職員（演劇部）

＋外部講師
対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養

2/18 世界演劇入門⑥
本校教職員（演劇部）

＋外部講師
対面 キャリア

06.芸術・文

化・教養


