2020年夏のオープンキャンパス授業体験一覧表（※健康栄養学科は実施しません）
7/12（日）
タイトル

8/9(日）

漢字の書

江戸時代のパロディ文学を読んでみよう！

大阪弁ってどんな方言でしょうか。大阪の人 少字数１～２字の書の創作。色付きの台紙に 町人文化が花開いた江戸時代には、ユーモ

国
文
学

大阪弁入門

7/26（日）

授業内容

科

際

タイトル

8/10(月・祝）
本当はこわい『羅生門』入門

8/30(日）

9/21（月・祝）

ホラー小説ってどんな風に書かれているのだ

ホラー小説ってどんな風に書かれているのだ

8/21（金）
「国語」と「日本語」のあいだ

9/4(金）

10/9（金）

時代を“目撃”した人たち～文学で読み解
く時代の転換期

図書館てどんなとこ？

ろう？

ろう？

高校国語の定番教材といえば芥川龍之介の

夏目漱石『夢十夜』のような古典的作品から

夏目漱石『夢十夜』のような古典的作品から

「国語辞典」や教科名としての「国

文学作品を素材に、その作品が生み出さ

司書資格は「本や図書館が大好きです！」

にとっては当たり前で考えたことがないかも知 完成した作品を裏打ちしょう！！

ラスな作品が沢山生まれました。パロディ

『羅生門』ですが、下人のエゴイズムの行方

現代の実話怪談まで、いくつかの怪奇小説を

現代の実話怪談まで、いくつかの怪奇小説を

語」、「○ヶ国語」のような呼び方･･･。 れた時代と社会を読み解きます。平安時

という学生さんにおすすめの資格です。ど

れません。よその人にとっては、落語家や漫才

文学『仁勢物語』もその一つです。平安貴

を考えるのが授業だったでしょうか？

紹介しながら、その書き方について考えてみ

紹介しながら、その書き方について考えてみ

日本語での読み書きを学習する教科はな 代から鎌倉時代への転換期を生きた鴨長

んな講義を受けるのか、一度体験してみま

師が使うことば、人によってはちょっと怖いイ

族の恋愛話『伊勢物語』をもじり江戸庶民

大学ではもうすこし深く読んでみます。

ます。「怖さ」のツボを押さえた上で、限ら

ます。「怖さ」のツボを押さえた上で、限ら

ぜ「日本語」でなく「国語」と呼ぶので 明が見たものとは…。『方丈記』が描き

せんか？魅力でいっぱいの図書館の世界を

メージもあるかも知れません。ここでは大学の

の滑稽話へと転じた本作には一体どのよう

老婆が女の髪を抜くことが、なぜ下人をあれ

れた時間ですが、あなたもホラーショート

れた時間ですが、あなたもホラーショート

しょう。そして、国とことばはどのよう 出す平安時代末期の社会について考えま

ご紹介します。

授業で先輩たちが調べた結果を用いて、学問的

な面白さがあるのでしょうか。実際に読ん

ほどおびえさせたのでしょうか？

ショートを書いてみませんか？

ショートを書いてみませんか？

な関係にあるのでしょう。日本と日本語 す。

にみた大阪弁について考えてみたいと思いま

でみましょう。

ほんとうはもっとこわい『羅生門』に入門し

す。

国

放課後授業体験一覧表（※健康栄養学科は実施しません）

英語で学ぶ世界旅行(1)

を例に考えてみましょう。

てみましょう。

英語で学ぶ世界旅行(2)

英語で学ぶ世界旅行(3)

英語で学ぶ世界旅行(4)

英語で学ぶ世界旅行(5)

英語で学ぶ世界旅行(6)

英語で学ぶ世界旅行(1)

英語で学ぶ世界旅行(3)

英語で学ぶ世界旅行(5)

世界の国々について学び、ゲームやクイ 世界の国々について学び、ゲームやク 世界の国々について学び、ゲームや

世界の国々について学び、ゲームやク

世界の国々について学び、ゲームやク

世界の国々について学び、ゲームやク

世界の国々について学び、ゲーム

世界の国々について学び、ゲームや 世界の国々について学び、ゲームや

英

ズを通して英会話を楽しみましょう。毎 イズを通して英会話を楽しみましょ

クイズを通して英会話を楽しみま

イズを通して英会話を楽しみましょ

イズを通して英会話を楽しみましょ

イズを通して英会話を楽しみましょ

やクイズを通して英会話を楽しみ

クイズを通して英会話を楽しみま

語

回、異なる国の文化に触れます。

う。毎回、異なる国の文化に触れま

しょう。毎回、異なる国の文化に触

う。毎回、異なる国の文化に触れま

う。毎回、異なる国の文化に触れま

う。毎回、異なる国の文化に触れま

ましょう。毎回、異なる国の文化

しょう。毎回、異なる国の文化に触 しょう。毎回、異なる国の文化に触

す。

れます。

す。

す。

す。

に触れます。

れます。

れます。

教育と福祉と心理学

さびしさの心理学

さびしさの心理学

さびしさの心理学

「ひとりぼっちだ」「居場所がない」

「ひとりぼっちだ」「居場所がない」「分

授業内容

学

クイズを通して英会話を楽しみま

科
心

タイトル

理
学

授業内容

科
ラ
イ

タイトル

プ
ラ
ン
ニ

母と娘のグリム童話～継母は本当に悪者なの

か？～

か？～

教育と福祉と心理学

母と娘のグリム童話

～継母は本当に悪者な

母と娘のグリム童話

～継母は本当に悪者な

のか？～

のか？～

グリム童話には、意地悪な継母が登場する物語 グリム童話には、意地悪な継母が登場する物 大学で学ぶ子ども達にかかわる分野に、教

グリム童話には、意地悪な継母が登場する物

グリム童話には、意地悪な継母が登場する物

大学で学ぶ子ども達にかかわる分野に、教育

「ひとりぼっちだ」「居場所がない」

があります。主人公の女の子が若くてかわいい 語があります。主人公の女の子が若くてかわ 育と福祉があります。けれども、それらの

語があります。主人公の女の子が若くてかわ

語があります。主人公の女の子が若くてかわ

と福祉があります。けれども、それらの学び

「分かりあえない」等々、私たちは色々 「分かりあえない」等々、私たちは色々

かりあえない」等々、私たちは色々な場面

からいじめられるなんて、理不尽だと思いませ いいからいじめられるなんて、理不尽だと思 学びをうまく使うためには、その子ども達

いいからいじめられるなんて、理不尽だと思

いいからいじめられるなんて、理不尽だと思

をうまく使うためには、その子ども達の本当

な場面や状況で、さびしさを感じます。 な場面や状況で、さびしさを感じます。

や状況で、さびしさを感じます。この「さ

んか？今回は、いじめる継母のこころの中をご いませんか？今回は、いじめる継母のこころ の本当の心を知ることが必要です。そこ

いませんか？今回は、いじめる継母のこころ

いませんか？今回は、いじめる継母のこころ

の心を知ることが必要です。そこで、教育と

この「さびしい」という感情に関連する この「さびしい」という感情に関連する

びしい」という感情に関連する心理学の

一緒にのぞいてみましょう。

の中をご一緒にのぞいてみましょう。

の中をご一緒にのぞいてみましょう。

福祉と心理学の関係についてお話しします。

心理学の様々な研究について、分かりや 心理学の様々な研究について、分かりや

様々な研究について、分かりやすく紹介し

すく紹介したいと思います。

たいと思います。

の中をご一緒にのぞいてみましょう。

で、教育と福祉と心理学の関係についてお
話しします。

フ

科

母と娘のグリム童話～継母は本当に悪者なの

授業内容

私たちの買い物行動―食品を例に―

家族と暮らす/他人と暮らす

～「シェア」を

キーワードに～

私たちの買い物行動―食品を例に―

「プランドベース」から考える現代の食と環

「プランドベース」から考える現代の食 サザエさん一家にライフプランニングを

家族と暮らす/他人と暮らす

境の問題

と環境の問題

学ぶ

ア」をキーワードに～

幸せな家族の象徴「磯野家」。

さて波

～「シェ

お店に行くと値引きや期間限定販売など様々な 幸せな家族の象徴「磯野家」。

さて波平の 99％の確率で損をするとわかっているの

家族形態の多様化、家族や仕事のあり方の変

お店に行くと値引きや期間限定販売など様々

近年、欧米諸国で発展した「プランドベース

近年、欧米諸国で発展した「プランド

プロモーションがなされています。たくさんの 死亡後、磯野家に何が起こる？

どんなに仲 に、なぜ人は宝くじを買うのでしょう か。 化の中で、既成の家族、福祉、住宅概念に囚

なプロモーションがなされています。たくさ

（植物由来）」の食品が日本でも販売されて

ベース（植物由来）」の食品が日本でも 平の死亡後、磯野家に何が起こる？

ど

家族形態の多様化、家族や仕事のあり方の
変化の中で、既成の家族、福祉、住宅概念

商品が並んでいる中で、私たちはどのように買 の良い家族でも必ずモメる相続問題。磯野家 夢にかける？それともリスクを回避すべ

われない生活スタイルが求められています。

んの商品が並んでいる中で、私たちはどのよ

います。健康・環境への影響が大きいとされ

販売されています。健康・環境への影響 んなに仲の良い家族でも必ずモメる相続

に囚われない生活スタイルが求められてい

うものを決めているのでしょうか？身近な食品 を題材にタマもフムフム納得の解説をしま

この講座では、「シェア」をキーワードに、

うに買うものを決めているのでしょうか？身

る畜産業と私たちの肉食文化を、プランド

が大きいとされる畜産業と私たちの肉食 問題。磯野家を題材にタマもフムフム納

ます。この講座では、「シェア」をキー

家族以外の「他人と暮らす」技法とその意味

近な食品を例に考えます。

ベースとジビエ利用から考えます。

文化を、プランドベースとジビエ利用か 得の解説をします。

ワードに、家族以外の「他人と暮らす」技

ら考えます。

法とその意味について考えます。

を例に考えます。

ン

サザエさん一家にライフプランニングを学ぶ 期待値と宝くじ

すく紹介したいと思います。

き？期待値から考えます。

す。

グ

について考えます。

学
化
粧

タイトル

フ

ァ
ッ
シ

ョ

授業内容

ン

最も魅力的な目の大きさは？

人はなぜおしゃれをするのか

ファッションから考えるデザイン

ウェディングドレスから知る服作り

「トータルファッション」の魅力とは？ 最も魅力的な目の大きさは？

ファッションから考えるデザイン

「大きな目」が異性を惹きつけるための魅力な 「どうして髪が傷むのか？」「薄くなった髪 年齢性別に関わらず，どうして人はおしゃ

年齢性別に関わらず，どうして人はおしゃれ

ファションデザインはどのようにしてできあ

花嫁の美しさを引き立てるウェディングドレ

歴史衣装やショー衣装、樟蔭の袴の装い 「大きな目」が異性を惹きつけるための

ファションデザインはどのようにしてでき

ら、見る人の性別によって理想の目の大きさは はもとに戻らないのか？」知っているようで れをするのでしょうか．この講義では，人

をするのでしょうか．この講義では，人が外

がっていくのでしょうか。デザイナーはどの

スやカラードレスはどのように縫われている

を例に、ファッションをトータルで捉え 魅力なら、見る人の性別によって理想の

あがっていくのでしょうか。デザイナーは

変わるのでしょうか？この講義では目の大きさ 知らない「髪」の話を、わかりやすく解説し が外見を気にするようになった要因につい

見を気にするようになった要因について，近

ようなことを考えながらデザインしているの

のでしょうか？実際に制作したドレスなどを

ることの重要性や面白さをわかりやすく 目の大きさは変わるのでしょうか？この

どのようなことを考えながらデザインして

と魅力について実験心理学に基づく解説を行い ます。ヘアケアの観点から皮膚の機能や毛髪 て，近代社会の成り立ちと化粧ファッショ

代社会の成り立ちと化粧ファッションの意味

か、様々な例からファッションデザインにつ

見てもらいながら、シルエットを支えている

解説します。トータルとしての記号性と 講義では目の大きさと魅力について実験

いるのか、様々な例からファッションデザ

ます。

から分かりやすく解説します。

いて考えてみましょう。

縫い方の工夫をはじめコーディネート・デザ

装いの美について一緒に考えてみましょ 心理学に基づく解説を行います。

インについて考えてみましょう。

イン・装飾などについて解説します。

う。

算数について知ろう

体験しよう！絵本の不思議な世界

算数について知ろう

体験しよう！絵本の不思議な世界

学

健康で美しい髪を手に入れよう

人はなぜおしゃれをするのか

の構造を理解し、髪を美しく保つためのポイ ンの意味から分かりやすく解説します。
ントを学びます。

科

児

タイトル

発達心理学入門

「学び」としての言葉遊び

童

1歳から小学校に入るまでの幼児期の子どもの

言葉遊びを自らが楽しむだけでなく、それを 言葉遊びを自らが楽しむだけでなく、それ

1歳から小学校に入るまでの幼児期の子どもの 言葉遊びを自らが楽しむだけでなく、それを

算数は幼稚園教諭、小学校教諭の免許取得に

保育・教育現場で触れる”絵本”につい

算数は幼稚園教諭、小学校教諭の免許取

保育・教育現場で触れる”絵本”について、

教

“心”の発達について学びます。発達心理学の実 生かした教育の可能性について考えます。ど を生かした教育の可能性について考えま

“心”の発達について学びます。発達心理学の

生かした教育の可能性について考えます。ど

必要な科目です。算数の問題を考える、話し

て、歴史や種類、読み聞かせなどの方法 得に必要な科目です。算数の問題を考え

歴史や種類、読み聞かせなどの方法を学び

験について紹介し、そこから幼児期の子ども

実験について紹介し、そこから幼児期の子ど

んな工夫をすれば子どもが夢中になるか、そ

合う、発表する学習活動を通して、算数の内

を学びます。絵本の世界を子どもたちと る、話し合う、発表する学習活動を通し

ます。絵本の世界を子どもたちとどう楽し

して賢くなるか、実技を通して考えます。

容について理解する体験をしてもらいます。

どう楽しむか、知識×実践の体験授業で

て、算数の内容について理解する体験を

むか、知識×実践の体験授業で考えていき

考えていきましょう。

してもらいます。

ましょう。

育
学
科

授業内容

「学び」としての言葉遊び

んな工夫をすれば子どもが夢中になるか、そ す。どんな工夫をすれば子どもが夢中にな

発達心理学入門

が、この世界をどのように捉えているのかとい して賢くなるか、実技を通して考えます。

るか、そして賢くなるか、実技を通して考

もが、この世界をどのように捉えているのか

うことについて考えていきます。

えます。

ということについて考えていきます。

「学び」としての言葉遊び

