２０２０年７月２１日
総合型選抜入試の受験を
検討されている皆様へ
大阪樟蔭女子大学

総合型選抜入試 授業体験型に対応した
「WEB 授業体験」の追加実施について

大阪樟蔭女子大学では、自宅でも受講できる「WEB 授業体験」を配信します。この「WEB 授業体験」
は「総合型選抜入試 授業体験型」に対応しております。
コロナ禍で外出を控えたい方や、遠方にお住まいの方、大学内で行う授業体験の開催日程とご都合が
合わない方は、ぜひこちらをご受講ください。
また、
「総合型選抜入試 授業体験型」の対象ではない健康栄養学科は実施致しません。何卒ご了承く
ださい。

授業体験の内容
１つの授業は約 40 分です。授業内容については、P.3、4 をご参照ください。
※「総合型選抜入試 授業体験型」で受験される方は、
「授業体験レポート」の作成が必要となります。

配信日時
①7 月 31 日(金)～8 月 2 日(日)
②8 月 21 日(金)～8 月 23 日(日)
※各日程とも 13 時 00 分~20 時 00 分の間であれば、いつでも視聴可能です。

視聴にあたって
動画の配信については、特設ページから youtube を通じて配信致します。視聴を希望される方は事前に
ご予約が必要なりますので、P.2 に記載されているフォームからお申し込みください。
ご予約いただいた皆様には、メールにて後日特設ページの URL と個別の ID・パスワードをお送り致し
ます。
（メールが届かない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください）
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ご予約について
以下のフォームから、それぞれの日程と視聴したい学科を選択の上、お申し込みください。
（初めて本学のイベントに申し込まれる方は、マイページの登録が必要となります）
①7 月 31 日(金)～8 月 2 日(日)
https://mypage.s-axol.jp/osaka-shoin/event/103
②8 月 21 日(金)～8 月 23 日(日)
https://mypage.s-axol.jp/osaka-shoin/event/106

各種書類のダウンロードについて
「総合型選抜入試 授業体験型」で出願を考えておられる方は、エントリー時に必要になる授業体験レ
ポート、エントリーシート、志望理由書などは、こちらのページからダウンロードできます。
http://cheer.osaka-shoin.ac.jp/admissions/download-exam.html

お問い合わせ
ご不明な点があれば以下のメール、またはお電話番号にお問い合わせください。

大阪樟蔭女子大学
入試広報課
Mail:nyushi@osaka-shoin.ac.jp
TEL:06-6723-8274
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「Web 授業体験」一覧

公開期間 2020 年 7 月 31 日（金）～8 月 2 日（日）

国文学科

テーマ

講師

日本各地の方言を
聞いてみよう

国際英語学科

心理学科

ライフ

化粧

プランニング学科

ファッション学科

母と娘のグリム童話
「国際英語」とは何か

～継母は本当に

発酵と腐敗の違いって何？

悪者なのか？～
教授 田原 広史

教授 藤澤 良行

教授 高橋 裕子

准教授 濵田 信吾

歴史からみる
化粧とファッションの比較
専任講師 小出 治都子

児童教育学科

発達心理学入門

准教授 田中 善大

全国各地の方言で朗読され

「国際英語」とは何かにつ

グリム童話には、意地悪な

ぼーっと生きていてはもっ

日本と海外の歴史を見てみ

1 歳から小学校に入るまでの

た方言桃太郎を聞きなが

いて、英語の世界的な広が

継母が登場する物語があり

たいない、私たちの食の知

ると、同じ時代でも人々の

幼児期の子どもの“心”の発達

ら、各地の方言の特徴につ

りと現状について解説す

ます。

らない世界。

化粧やファッションは全く

について学びます。

いて考えます。

る。

主人公の女の子が若くてか

日本、スウェーデン、オー

違います。

発達心理学の実験について

授業

わいいからいじめられるな

ストラリアの発酵食を例に

講義では、日本と海外にお

紹介し、そこから幼児期の

内容

んて、理不尽だと思いませ

挙げながら、
「食べるもの」 ける化粧とファッションの

子どもが、この世界をどの

んか？

と「食べられるもの」の違

歴史を比較しながら、それ

ように捉えているのかとい

今回は、いじめる継母のこ

いを考えます。

ぞれの特徴について話しま

うことについて考えていき

す。

ます。

ころの中をご一緒にのぞい
てみましょう。
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「Web 授業体験」一覧

公開期間 2020 年 8 月 21 日（金）～8 月 23 日（金）

国文学科

テーマ

講

師

授業
内容

本当はこわい
『羅生門』入門

国際英語学科

心理学科

ライフ

化粧

プランニング学科

ファッション学科

母と娘のグリム童話
「国際英語」とは何か

～継母は本当に

発酵と腐敗の違いって何？

悪者なのか？～
教授 黒田 大河

教授 藤澤 良行

教授 高橋 裕子

准教授 濵田 信吾

歴史からみる
化粧とファッションの比較
専任講師 小出 治都子

児童教育学科

発達心理学入門

准教授 田中 善大

高校国語の定番教材といえ

「国際英語」とは何かにつ

グリム童話には、意地悪な

ぼーっと生きていてはもっ

日本と海外の歴史を見てみ

1 歳から小学校に入るまでの

ば芥川龍之介の『羅生門』

いて、英語の世界的な広が

継母が登場する物語があり

たいない、私たちの食の知

ると、同じ時代でも人々の

幼児期の子どもの“心”の発達

ですが、下人のエゴイズム

りと現状について解説す

ます。

らない世界。

化粧やファッションは全く

について学びます。

の行方を考えるのが授業だ

る。

主人公の女の子が若くてか

日本、スウェーデン、オー

違います。

発達心理学の実験について

ったでしょうか？

わいいからいじめられるな

ストラリアの発酵食を例に

講義では、日本と海外にお

紹介し、そこから幼児期の

大学ではもうすこし深く読

んて、理不尽だと思いませ

挙げながら、
「食べるもの」 ける化粧とファッションの

子どもが、この世界をどの

んでみます。

んか？

と「食べられるもの」の違

歴史を比較しながら、それ

ように捉えているのかとい

老婆が女の髪を抜くこと

今回は、いじめる継母のこ

いを考えます。

ぞれの特徴について話しま

うことについて考えていき

が、なぜ下人をあれほどお

ころの中をご一緒にのぞい

す。

ます。

びえさせたのでしょうか？

てみましょう。

ほんとうはもっとこわい
『羅生門』に入門してみま
しょう。
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