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ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で教育事業を運営するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京

都新宿区、代表取締役：岡本成正）のヒューマン国際大学機構は、大阪府立北野高等学校（以下、北野高校）が実施す

るネイティブ講師によるオールイングリッシュ授業で専門分野を学ばせる「学内留学講座」を提供しています。 

2012年の実施から、今年で３年目となるこの講座は、7月 12日（土）より開始し、最終 1月 17日（土）に科目毎に英語

によるプレゼンテーション大会を開催します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 海外大学の授業を実体験する 「学内留学講座」  

国際教育の必要性が高まっている中、高校においても英語教育について様々な取り組みを行い、生徒の英語力向上

及び国際感覚の育成に取り組んでいます。北野高校は、2014 年より文部科学省認可の全国トップ 100 校のスーパーグ

ローバルハイスクールに選ばれグローバル人材育成に取り組みます。生徒たちの学習意欲も然ることながら、学校側も

次々と新しい取り組みを実施しており、学力だけではなく、英語力や国際感覚、総合的な人間力の育成にも力を入れて

います。 

ヒューマン国際大学機構は、海外大学進学のための英語教育を実施し、ニューヨーク州立大学などの海外大学と単

位互換ができる大学レベルの一般教養講座を運営していることから、大学レベルの授業を体験させたい北野高校のニ

ーズにあわせて、「学内留学講座」のカリキュラムを提供します。 

 

■ 授業はすべて “オールイングリッシュ” 「学内留学講座」の授業内容 

英語のみで専門分野を学ぶ「学内留学講座」では、ヒューマン国際大学機構のネイティブ講師が大学レベルの一般教

養講座を実施し、生徒は全て英語で授業を受けます。ビジネス学・教育学・法学・心理学の 4 分野に分かれ、ケーススタ

ディを用いた講義・ディスカッションを交えて専門分野の知識を増やすというもので、同時に英語でプレゼンテーションを

行うテクニックも学び、海外大学で行われる授業そのものを体験します。 

ヒューマングループ広報担当  http://www.athuman.com 
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【カリキュラム】 

・ ビジネス学・教育学・法学・心理学の各カリキュラムの概要 

・ ノートテイキングスキル～効果的なノートの取り方を身につける～ 

・ ディスカッション＆リサーチ手法～問題の本質を見抜くこと～意味や背景を知る～ 

・ レクチャー＆ケーススタディ 

・ プレゼンテーション準備 

・ 最終プレゼンテーション 

授業は、2、3 人のグループに分かれてディスカッション・リサーチなど行い、また難しい説明文を自分の言葉に言い換

え、グループメンバーに説明したり、ジェスチャーで伝えたりと海外大学講義さながらの参加型授業を行います。それぞ

れの分野の専門用語についても、事前の予習や復習も含め準備します。 

 

■ 教育委員会や進学指導特色校も注目する 学内講座の「概要」 

7月 12日（土）より全 4回の日程で行うこの講座は、46 名の生徒が参加します。（ビジネス学：13名、教育学：11名、

法学：11 名、心理学：11 名） ケーススタディで学んだ理論をもとに最終英語でのプレゼンテーションに向けて準備を進め

ます。 

 

＜Business Course＞ 

General Themes: Students will learn about some basic business principles and then use them in a variety of 

activities and case studies. Through lectures, discussion sessions, group work, and analysis activities students 

will learn about the following: 

Monopolistic Competition 

Business Environment Analysis  

Marketing 

Student Project: Students will give a number of mini-presentation and at least one major presentation. The major 

presentation will be done in groups, and each group will present their individual case study. 

 

＜Education Course＞ 

General Themes: In the case studies, students will look at three areas related to education and try to apply them 

to their classes. Through lectures, group work, and a variety of activities students will learn about the following: 

VAK Learning Styles 

Multiple Intelligences 

Cooperative Learning 

Student Projects: Students will work on preparing and giving two main presentations. One will be a 

solo-presentation (done alone) and the other will be a group presentation. 

1. analyze and give a short presentation about one of your regular classes 

2. work in a group to make your own lesson, and then present it to the class 

 

＜Law Course＞ 

General Themes: Students will increase their law based vocabulary and work on presenting their ideas in a 

logical way. Through lectures and discussion sessions students will get introduced to the following: 

Criminal Law 

Ethics 

Contract Law 

Student Project: Students will find and do some research on a real court case. They will present the case to their 

classmates. They might also analyze the verdict and present their thoughts on it. 

 

＜Psychology Course＞ 

General Themes: Students will receive an introduction to the field of psychology. They will gain a better 

understanding or how broad the subject is. They will look at some specific and concrete examples of psychology 

at work. Through lectures, pair work, and interactive activities students will learn about the following: 

 Psychology of Sales 



 Behavioral Psychology 

Student Project: Students will have mini-presentations and a major presentation based on course themes. They 

may have to do some research and/or observation based tasks. 

 

■ 学内留学講座 実施日時・開催場所 

日 時 ： 2014年 7月 12日（土）、10月 11日（土）、11月 1日（土）、2015年 1月 17日（土） 9：30～15：10 

会 場 ： 大阪府立北野高等学校 教室 大阪府大阪市淀川区新北野２丁目５−１３ 

 

■ スケジュール 

9:30-10:20  1限目 

10:30-11:20  2限目 

11:20-12:20   昼食 

12:20-13:10  3限目 

13:20-14:10  4限目 

     14:20-15:10  5限目 

 

 

【ヒューマン国際大学機構について】 

ヒューマン国際大学機構は海外留学機関として 1990年に開校以来、ニューヨーク州立大学との学術提携を基盤とし、

現在は世界に 100 校以上ある提携大学への進学サポートを行っています。また、世界に広がるグループネットワークで

のバックアップを行い、留学教育機関においては日本初※となる国際規格「ISO29990：2010」の認証を取得、海外大学進

学から就職までのサポートを行うグローバル人材育成機関として認められています。※認証機関：SGSジャパン調べ 

▼ ヒューマン国際大学機構の詳細はこちらよりご確認いただけます。  

 http://hiuc.athuman.com/ 

 

 

 

 

会社概要 

ヒューマンアカデミー株式会社 

●代表者 ：代表取締役 岡本 成正        ●所在地 ：東京都新宿区西新宿 7-5-25西新宿木村屋ビル 1階 

●資本金 ：1,000万円 

 

■ 会場ご案内地図 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ  ヒューマングループ 広報担当：原まで   

  ＴＥＬ：（03）6388-0108  ＦＡＸ：（03）6846-1220  E-ｍａｉｌ： kouhou@athuman.com 

＜場所＞ 

大阪府立北野高等学校 大阪府大阪市淀川区新北野２丁目５−１３ 

【最寄駅】 

(1)阪急十三駅下車 南西へ約 700m 

(2)JR東海道本線塚本駅下車 東へ約 1100m 

(3)JR大阪駅前から市バス 

43 系統西九条行き、または 92 系統歌島橋バスターミナル行きで北野高校前

下車すぐ（所用約 10分）  


