
6/19（日）・7/17（日）・8/7（日）・11（木・祝）・21（日）・9/11（日）
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学
部

学科学部 6/19（日） 7/17（日） 8/7（日）

開催日程の約1か月前から
受験生応援サイトで予約可能

時間の詳細は受験生応援サイトにてご確認ください。
総合型選抜入試対策講座 ●各選抜型の特徴や入試のポイントを解説します。

●総合型選抜の提出書類である「志望理由書」や「各種レポート」作成時のまとめ方、面接対策を分かりやすく説明します。
●面接官が質問する内容やポイントなども説明します。
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2022年 夏のオープンキャンパス授業体験一覧表

※授業のタイトル・内容・実施方法が変更となる場合があります。その際は、「受験生応援サイト」にてお知らせします。

※時間は変更となる場合があります。

日程

12:35～13:15時間

文字を科学的に分析し、法則を考えて
漢字を書いてみます。この法則を意識
して文字を書けば、あなたの字が一変
するかも。

書道入門
高校国語の定番教材といえば芥川龍
之介の『羅生門』ですが、下人のエゴイ
ズムの行方を考えるのが授業だったで
しょうか？大学ではもうすこし深く読んで
みます。老婆が女の髪を抜くことが、な
ぜ下人をあれほどおびえさせたのでしょ
うか？ほんとうはもっとこわい『羅生門』
に入門してみましょう。

本当はこわい『羅生門』入門

英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

少子高齢化、情報化の進展で、子ども・
子育てをめぐる環境が変わっています。
この授業では、子ども・子育ての環境の
変更について学び、皆さんが親になっ
たら子ども・子育てにおいて大切である
と思うものは何かを一緒に考えましょう。

子ども・子育てにおいて
大切なものは？

年齢性別に関わらず、どうして人はお
しゃれをするのでしょうか。この講義で
は、人が外見を気にするようになった要
因について、近代社会の成り立ちと化
粧ファッションの意味から分かりやすく
解説します。

人はなぜおしゃれをするのか
「大きな目」が異性を惹きつけるための
魅力なら、見る人の性別によって理想
の目の大きさは変わるのでしょうか？こ
の講義では目の大きさと魅力について
実験心理学に基づく解説を行います。

最も魅力的な目の大きさは？

日本と海外の歴史を見てみると、同じ
時代でも人々の化粧やファッションは
全く違います。講義では、日本と海外に
おける化粧とファッションの歴史を比較
しながら、それぞれの特徴について話し
ます。

歴史からみる
化粧とファッションの比較

同じSPAというビジネスモデルで経営
されているユニクロとZARA、しかしそ
のモノづくりの考え方には大きな相違
があります。その違いをマーケティング
視点で探っていきます。

注目のビジネスモデル
「SPA」を考察する

「人と関わる力」は、子どもが安心して
生活し、主体的に学び成長するための
土台となる力です。そのため、保育者
は子どもとの信頼関係を築きながら、
子ども同士の関係をつないで援助して
います。事例を見ながら、「人と関わる
力」の発達過程と保育者の援助につ
いて考えてみましょう。

「人と関わる力」を育む保育
言葉遊びを自らが楽しむだけでなく、そ
れを生かした教育の可能性について考
えます。どんな工夫をすれば子どもが夢
中になるか、そして賢くなるか、実技を通
して考えます。

「学び」としての言葉遊び

保育。教育現場で触れる「絵本」につ
いて、歴史や種類、読み聞かせなどの
方法を学びます。絵本の世界を子ども
たちとどう楽しむか、知識×実践の体験
授業で考えていきましょう。

体験しよう!
絵本の不思議な世界

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

「怪談・ホラー」と聞くと、「怖！」というイメージを
持つ人も多いかもしれません。でも、怪談のドキ
ドキ感と、好きな人と一緒にいてドキドキする反
応は、実は脳の中の同じ働きなのだそうです。
つまり、怪談を読むと好きな人と一緒にいられ
る気分になる、ということ（かもしれない）。明治
期文豪たちの怪談を一緒に楽しみましょう！

文豪たちもホラーを書いた！
―鏡花・漱石の怪談を読む―

近年、欧米諸国で発展した「プランド
ベース（植物由来）」の食品が日本でも
販売されています。健康・環境への影響
が大きいとされる畜産肉の消費量を減ら
すことが目的の一つとされますが、果たし
て肉ではない肉ー代替肉ーは、地球を救
うのでしょうか。私たちの食生活とサステ
ナビリティについて一緒に考えましょう。

「代替肉」から考える食と環境の問題

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

漫才における「ボケ」と「ツッコミ」は、いま
から1200年以上前に生まれた、観客を笑
わせるための役割分担です。大昔は「ツッ
コミ」がメインでしたが、「もっと笑いたい！」
という観客のニーズにあわせて、「ボケ」を
中心とした漫才が完成しました。上方伝統
芸能である漫才の歴史を学びましょう。

ボケとツッコミはいつ誕生したのか？
－お笑いの歴史－

8/11（木・祝）
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学科学部 6/19（日） 7/17（日） 8/7（日）

開催日程の約1か月前から
受験生応援サイトで予約可能

時間の詳細は受験生応援サイトにてご確認ください。
総合型選抜入試対策講座 ●各選抜型の特徴や入試のポイントを解説します。

●総合型選抜の提出書類である「志望理由書」や「各種レポート」作成時のまとめ方、面接対策を分かりやすく説明します。
●面接官が質問する内容やポイントなども説明します。
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2022年 夏のオープンキャンパス授業体験一覧表

※授業のタイトル・内容・実施方法が変更となる場合があります。その際は、「受験生応援サイト」にてお知らせします。

※時間は変更となる場合があります。

日程

12:20～13:00時間

文字を科学的に分析し、法則を考えて
漢字を書いてみます。この法則を意識
して文字を書けば、あなたの字が一変
するかも。

書道入門
高校国語の定番教材といえば芥川龍
之介の『羅生門』ですが、下人のエゴイ
ズムの行方を考えるのが授業だったで
しょうか？大学ではもうすこし深く読んで
みます。老婆が女の髪を抜くことが、な
ぜ下人をあれほどおびえさせたのでしょ
うか？ほんとうはもっとこわい『羅生門』
に入門してみましょう。

本当はこわい『羅生門』入門

英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

少子高齢化、情報化の進展で、子ども・
子育てをめぐる環境が変わっています。
この授業では、子ども・子育ての環境の
変更について学び、皆さんが親になっ
たら子ども・子育てにおいて大切である
と思うものは何かを一緒に考えましょう。

子ども・子育てにおいて
大切なものは？

年齢性別に関わらず、どうして人はお
しゃれをするのでしょうか。この講義で
は、人が外見を気にするようになった要
因について、近代社会の成り立ちと化
粧ファッションの意味から分かりやすく
解説します。

人はなぜおしゃれをするのか
「大きな目」が異性を惹きつけるための
魅力なら、見る人の性別によって理想
の目の大きさは変わるのでしょうか？こ
の講義では目の大きさと魅力について
実験心理学に基づく解説を行います。

最も魅力的な目の大きさは？

日本と海外の歴史を見てみると、同じ
時代でも人々の化粧やファッションは
全く違います。講義では、日本と海外に
おける化粧とファッションの歴史を比較
しながら、それぞれの特徴について話し
ます。

歴史からみる
化粧とファッションの比較

同じSPAというビジネスモデルで経営
されているユニクロとZARA、しかしそ
のモノづくりの考え方には大きな相違
があります。その違いをマーケティング
視点で探っていきます。

注目のビジネスモデル
「SPA」を考察する

「人と関わる力」は、子どもが安心して
生活し、主体的に学び成長するための
土台となる力です。そのため、保育者
は子どもとの信頼関係を築きながら、
子ども同士の関係をつないで援助して
います。事例を見ながら、「人と関わる
力」の発達過程と保育者の援助につ
いて考えてみましょう。

「人と関わる力」を育む保育
言葉遊びを自らが楽しむだけでなく、そ
れを生かした教育の可能性について考
えます。どんな工夫をすれば子どもが夢
中になるか、そして賢くなるか、実技を通
して考えます。

「学び」としての言葉遊び

保育。教育現場で触れる「絵本」につ
いて、歴史や種類、読み聞かせなどの
方法を学びます。絵本の世界を子ども
たちとどう楽しむか、知識×実践の体験
授業で考えていきましょう。

体験しよう!
絵本の不思議な世界

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

「怪談・ホラー」と聞くと、「怖！」というイメージを
持つ人も多いかもしれません。でも、怪談のドキ
ドキ感と、好きな人と一緒にいてドキドキする反
応は、実は脳の中の同じ働きなのだそうです。
つまり、怪談を読むと好きな人と一緒にいられ
る気分になる、ということ（かもしれない）。明治
期文豪たちの怪談を一緒に楽しみましょう！

文豪たちもホラーを書いた！
―鏡花・漱石の怪談を読む―

近年、欧米諸国で発展した「プランド
ベース（植物由来）」の食品が日本でも
販売されています。健康・環境への影響
が大きいとされる畜産肉の消費量を減ら
すことが目的の一つとされますが、果たし
て肉ではない肉ー代替肉ーは、地球を救
うのでしょうか。私たちの食生活とサステ
ナビリティについて一緒に考えましょう。

「代替肉」から考える食と環境の問題

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

漫才における「ボケ」と「ツッコミ」は、いま
から1200年以上前に生まれた、観客を笑
わせるための役割分担です。大昔は「ツッ
コミ」がメインでしたが、「もっと笑いたい！」
という観客のニーズにあわせて、「ボケ」を
中心とした漫才が完成しました。上方伝統
芸能である漫才の歴史を学びましょう。

ボケとツッコミはいつ誕生したのか？
－お笑いの歴史－
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健康栄養学科は実施しません
健康栄養学科は実施しません

8/2（火）～11/29（火）

8/21（日）

受験生応援サイトで
予約可能

WEB授業体験一覧

授業体験WEB配信

受験生応援サイトより申込フォームへ入力してください。7月1日（金）より予約受付開始（予定）。

配信期間

「国語辞典」や教科名としての「国
語」、「○ヶ国語」のような呼び方･･･。
日本語での読み書きを学習する教科
はなぜ「日本語」でなく「国語」と呼ぶ
のでしょう。そして、国とことばはどのよ
うな関係にあるのでしょう。日本と日本
語を例に考えてみましょう。

「国語」と「日本語」のあいだ

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語がどんな成り立ちの言語なのか、
どのようにして世界で使われるように
なったのか、について解説します。

英語の世界
日本語教師とはどのような仕事なので
しょうか。日本語教育の前提である人と
人との関わりという点から考えてみたい
と思います。

日本語教師ってどんなもの？

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
「さぁ、今日も１日頑張ろう！」「なんだか
勉強、やる気が起きないなぁ」「それ、な
んだかめんどくさそうだなぁ」etc...人間
の「やる気」はなかなか思うようにコント
ロールできないようです。でも、やる気の
心理学を理解すれば、あなたの行動が
変えられるかもしれませんよ。

やる気の心理学

グリム童話には、意地悪な継母が登場
する物語があります。主人公の女の子
が若くてかわいいからいじめられるなん
て、理不尽だと思いませんか？今回は、
いじめる継母のこころの中をご一緒に
のぞいてみましょう。

母と娘のグリム童話
～継母は本当に悪者なのか？～

まつ毛を化粧するアイテムはマスカラ、
付けまつ毛、まつ毛エクステンションな
ど様々あります。この講義では、まつ毛
に着目し、まつ毛化粧の歴史とまつ毛
化粧アイテムの特徴を解説します。

まつ毛化粧とは？
ファションデザインはどのようにしてでき
あがっていくのでしょうか。デザイナーは
どのようなことを考えながらデザインして
いるのか、様々な例からファッションデ
ザインについて考えてみましょう。

ファッションから考えるデザイン

生まれながらにして赤ちゃんが備えてい
る驚異的な能力を紹介します。受動的
で弱 し々く見える赤ちゃんですが、周囲
の人 と々の関係の中で情報を選択し、
必要な能力を積極的に伸ばしています。
赤ちゃんの素晴らしい能力について一
緒に考えていきましょう。

赤ちゃんに秘められた能力
グローバル化の現在、保育・教育の場で
も英語教育が行われています。その一
つとして、英語絵本の活用について考
えていきます。実際に声に出して読んで
みたり、日本語版と比較してみることで、
ことばの面白さや複雑さについて考えて
みましょう。英語が苦手な人でも楽しめる
ような内容です。

「保育・教育」×「絵本」×「英語」

大坂夏の陣・若江岩田の戦（現・東大阪
市域）で討ち死にした木村長門守重成
は、かつて“大坂城の花”と讃えられた、
誰もが知るヒーローでした。東大阪の
地に残る重成の記憶を紐解きながら、
地域の歴史と文学・文化などとの関係
について考えてみることにしましょう。

"消えたヒーロー
～“大坂城の花”木村長門守重成と東大阪～

「おいしそう」「健康に良い」「価格が
手ごろ」「環境にやさしい」…。さまざま
な判断基準や情報があるなかで、私た
ちはどのように食べるものを選択してい
るのでしょうか。また「ベストな選択」は
可能なのでしょうか。一緒に探ってみま
しょう。

「これ食べたい！」私たちは
どのように決めているのか

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

音楽における音色と同じように色の組
み合わせにも調和があり、多くの研究
者がその理論を提唱しています。これ
らを総括するとともに、ファッションへ
の応用例について考察してみます。

カラーコーディネーションの
理論と実践

1歳から小学校に入るまでの幼児期
の子どもの「心」の発達について学び
ます。発達心理学の実験について紹
介し、そこから幼児期の子どもが、この
世界をどのように捉えているかというこ
とについて考えていきます。

発達心理学入門

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

この講義では、人間のよそおいをトータ
ルでとらえることの重要性や面白さを
歴史衣装とショー作品を用いて解説し
ます。トータルとしての記号性と魅力、
よそおいの美について一緒に考えま
しょう。

人間のよそおいはなぜトータルで
とらえる必要があるのか

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

たこ焼きは大阪のソウルフード、私のソウ
ルフードは◯◯、なんて表現をメディアで
よく見かけます。しかし、ソウルフードとは
いったい何なのか、日本ではあまり知られ
ていません。この授業では、西アフリカか
らカリブ海、そしてアメリカとつながるソウ
ルフードの歴史的展開を事例に、食文化
の奥深さと面白さを体験してもらいます。

「ソウルフード」のルーツと発展

町人文化が花開いた江戸時代には、
ユーモラスな作品が沢山生まれました。
パロディ文学『仁勢物語』もその一つ
です。平安貴族の恋愛話『伊勢物語』
をもじり江戸庶民の滑稽話へと転じた
本作には一体どのような面白さがある
のでしょうか。実際に読んでみましょう。

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

人にとっては当たり前で考えたことがない
かも知れません。よその人にとっては、落
語家や漫才師が使うことば、人によって
はちょっと怖いイメージもあるかも知れま
せん。ここでは大学の授業で先輩たちが
調べた結果を用いて、学問的にみた大
阪弁について考えてみたいと思います。

大阪弁入門

9/11（日） A B

オープンキャンパスに参加できない方におすすめ！
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健康栄養学科は実施しません
健康栄養学科は実施しません

8/2（火）～11/29（火）

8/21（日）

受験生応援サイトで
予約可能

WEB授業体験一覧

授業体験WEB配信

受験生応援サイトより申込フォームへ入力してください。7月1日（金）より予約受付開始（予定）。

配信期間

「国語辞典」や教科名としての「国
語」、「○ヶ国語」のような呼び方･･･。
日本語での読み書きを学習する教科
はなぜ「日本語」でなく「国語」と呼ぶ
のでしょう。そして、国とことばはどのよ
うな関係にあるのでしょう。日本と日本
語を例に考えてみましょう。

「国語」と「日本語」のあいだ

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語がどんな成り立ちの言語なのか、
どのようにして世界で使われるように
なったのか、について解説します。

英語の世界
日本語教師とはどのような仕事なので
しょうか。日本語教育の前提である人と
人との関わりという点から考えてみたい
と思います。

日本語教師ってどんなもの？

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
「さぁ、今日も１日頑張ろう！」「なんだか
勉強、やる気が起きないなぁ」「それ、な
んだかめんどくさそうだなぁ」etc...人間
の「やる気」はなかなか思うようにコント
ロールできないようです。でも、やる気の
心理学を理解すれば、あなたの行動が
変えられるかもしれませんよ。

やる気の心理学

グリム童話には、意地悪な継母が登場
する物語があります。主人公の女の子
が若くてかわいいからいじめられるなん
て、理不尽だと思いませんか？今回は、
いじめる継母のこころの中をご一緒に
のぞいてみましょう。

母と娘のグリム童話
～継母は本当に悪者なのか？～

まつ毛を化粧するアイテムはマスカラ、
付けまつ毛、まつ毛エクステンションな
ど様々あります。この講義では、まつ毛
に着目し、まつ毛化粧の歴史とまつ毛
化粧アイテムの特徴を解説します。

まつ毛化粧とは？
ファションデザインはどのようにしてでき
あがっていくのでしょうか。デザイナーは
どのようなことを考えながらデザインして
いるのか、様々な例からファッションデ
ザインについて考えてみましょう。

ファッションから考えるデザイン

生まれながらにして赤ちゃんが備えてい
る驚異的な能力を紹介します。受動的
で弱 し々く見える赤ちゃんですが、周囲
の人 と々の関係の中で情報を選択し、
必要な能力を積極的に伸ばしています。
赤ちゃんの素晴らしい能力について一
緒に考えていきましょう。

赤ちゃんに秘められた能力
グローバル化の現在、保育・教育の場で
も英語教育が行われています。その一
つとして、英語絵本の活用について考
えていきます。実際に声に出して読んで
みたり、日本語版と比較してみることで、
ことばの面白さや複雑さについて考えて
みましょう。英語が苦手な人でも楽しめる
ような内容です。

「保育・教育」×「絵本」×「英語」

大坂夏の陣・若江岩田の戦（現・東大阪
市域）で討ち死にした木村長門守重成
は、かつて“大坂城の花”と讃えられた、
誰もが知るヒーローでした。東大阪の
地に残る重成の記憶を紐解きながら、
地域の歴史と文学・文化などとの関係
について考えてみることにしましょう。

"消えたヒーロー
～“大坂城の花”木村長門守重成と東大阪～

「おいしそう」「健康に良い」「価格が
手ごろ」「環境にやさしい」…。さまざま
な判断基準や情報があるなかで、私た
ちはどのように食べるものを選択してい
るのでしょうか。また「ベストな選択」は
可能なのでしょうか。一緒に探ってみま
しょう。

「これ食べたい！」私たちは
どのように決めているのか

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

音楽における音色と同じように色の組
み合わせにも調和があり、多くの研究
者がその理論を提唱しています。これ
らを総括するとともに、ファッションへ
の応用例について考察してみます。

カラーコーディネーションの
理論と実践

1歳から小学校に入るまでの幼児期
の子どもの「心」の発達について学び
ます。発達心理学の実験について紹
介し、そこから幼児期の子どもが、この
世界をどのように捉えているかというこ
とについて考えていきます。

発達心理学入門

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

この講義では、人間のよそおいをトータ
ルでとらえることの重要性や面白さを
歴史衣装とショー作品を用いて解説し
ます。トータルとしての記号性と魅力、
よそおいの美について一緒に考えま
しょう。

人間のよそおいはなぜトータルで
とらえる必要があるのか

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

たこ焼きは大阪のソウルフード、私のソウ
ルフードは◯◯、なんて表現をメディアで
よく見かけます。しかし、ソウルフードとは
いったい何なのか、日本ではあまり知られ
ていません。この授業では、西アフリカか
らカリブ海、そしてアメリカとつながるソウ
ルフードの歴史的展開を事例に、食文化
の奥深さと面白さを体験してもらいます。

「ソウルフード」のルーツと発展

町人文化が花開いた江戸時代には、
ユーモラスな作品が沢山生まれました。
パロディ文学『仁勢物語』もその一つ
です。平安貴族の恋愛話『伊勢物語』
をもじり江戸庶民の滑稽話へと転じた
本作には一体どのような面白さがある
のでしょうか。実際に読んでみましょう。

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

人にとっては当たり前で考えたことがない
かも知れません。よその人にとっては、落
語家や漫才師が使うことば、人によって
はちょっと怖いイメージもあるかも知れま
せん。ここでは大学の授業で先輩たちが
調べた結果を用いて、学問的にみた大
阪弁について考えてみたいと思います。

大阪弁入門

9/11（日） A B

オープンキャンパスに参加できない方におすすめ！
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6/19（日）・7/17（日）・8/7（日）・11（木・祝）・21（日）・9/11（日）

児
童
教
育
学
部

学
芸
学
部

学科学部 6/19（日） 7/17（日） 8/7（日）

開催日程の約1か月前から
受験生応援サイトで予約可能

時間の詳細は受験生応援サイトにてご確認ください。
総合型選抜入試対策講座 ●各選抜型の特徴や入試のポイントを解説します。

●総合型選抜の提出書類である「志望理由書」や「各種レポート」作成時のまとめ方、面接対策を分かりやすく説明します。
●面接官が質問する内容やポイントなども説明します。
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2022年 夏のオープンキャンパス授業体験一覧表

※授業のタイトル・内容・実施方法が変更となる場合があります。その際は、「受験生応援サイト」にてお知らせします。

※時間は変更となる場合があります。

日程

12:20～13:00時間

文字を科学的に分析し、法則を考えて
漢字を書いてみます。この法則を意識
して文字を書けば、あなたの字が一変
するかも。

書道入門
高校国語の定番教材といえば芥川龍
之介の『羅生門』ですが、下人のエゴイ
ズムの行方を考えるのが授業だったで
しょうか？大学ではもうすこし深く読んで
みます。老婆が女の髪を抜くことが、な
ぜ下人をあれほどおびえさせたのでしょ
うか？ほんとうはもっとこわい『羅生門』
に入門してみましょう。

本当はこわい『羅生門』入門

英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

少子高齢化、情報化の進展で、子ども・
子育てをめぐる環境が変わっています。
この授業では、子ども・子育ての環境の
変更について学び、皆さんが親になっ
たら子ども・子育てにおいて大切である
と思うものは何かを一緒に考えましょう。

子ども・子育てにおいて
大切なものは？

年齢性別に関わらず、どうして人はお
しゃれをするのでしょうか。この講義で
は、人が外見を気にするようになった要
因について、近代社会の成り立ちと化
粧ファッションの意味から分かりやすく
解説します。

人はなぜおしゃれをするのか
「大きな目」が異性を惹きつけるための
魅力なら、見る人の性別によって理想
の目の大きさは変わるのでしょうか？こ
の講義では目の大きさと魅力について
実験心理学に基づく解説を行います。

最も魅力的な目の大きさは？

日本と海外の歴史を見てみると、同じ
時代でも人々の化粧やファッションは
全く違います。講義では、日本と海外に
おける化粧とファッションの歴史を比較
しながら、それぞれの特徴について話し
ます。

歴史からみる
化粧とファッションの比較

同じSPAというビジネスモデルで経営
されているユニクロとZARA、しかしそ
のモノづくりの考え方には大きな相違
があります。その違いをマーケティング
視点で探っていきます。

注目のビジネスモデル
「SPA」を考察する

「人と関わる力」は、子どもが安心して
生活し、主体的に学び成長するための
土台となる力です。そのため、保育者
は子どもとの信頼関係を築きながら、
子ども同士の関係をつないで援助して
います。事例を見ながら、「人と関わる
力」の発達過程と保育者の援助につ
いて考えてみましょう。

「人と関わる力」を育む保育
言葉遊びを自らが楽しむだけでなく、そ
れを生かした教育の可能性について考
えます。どんな工夫をすれば子どもが夢
中になるか、そして賢くなるか、実技を通
して考えます。

「学び」としての言葉遊び

保育。教育現場で触れる「絵本」につ
いて、歴史や種類、読み聞かせなどの
方法を学びます。絵本の世界を子ども
たちとどう楽しむか、知識×実践の体験
授業で考えていきましょう。

体験しよう!
絵本の不思議な世界

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

「怪談・ホラー」と聞くと、「怖！」というイメージを
持つ人も多いかもしれません。でも、怪談のドキ
ドキ感と、好きな人と一緒にいてドキドキする反
応は、実は脳の中の同じ働きなのだそうです。
つまり、怪談を読むと好きな人と一緒にいられ
る気分になる、ということ（かもしれない）。明治
期文豪たちの怪談を一緒に楽しみましょう！

文豪たちもホラーを書いた！
―鏡花・漱石の怪談を読む―

近年、欧米諸国で発展した「プランド
ベース（植物由来）」の食品が日本でも
販売されています。健康・環境への影響
が大きいとされる畜産肉の消費量を減ら
すことが目的の一つとされますが、果たし
て肉ではない肉ー代替肉ーは、地球を救
うのでしょうか。私たちの食生活とサステ
ナビリティについて一緒に考えましょう。

「代替肉」から考える食と環境の問題

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

漫才における「ボケ」と「ツッコミ」は、いま
から1200年以上前に生まれた、観客を笑
わせるための役割分担です。大昔は「ツッ
コミ」がメインでしたが、「もっと笑いたい！」
という観客のニーズにあわせて、「ボケ」を
中心とした漫才が完成しました。上方伝統
芸能である漫才の歴史を学びましょう。

ボケとツッコミはいつ誕生したのか？
－お笑いの歴史－

8/11（木・祝）
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健康栄養学科は実施しません
健康栄養学科は実施しません

8/2（火）～11/29（火）

8/21（日）

受験生応援サイトで
予約可能

WEB授業体験一覧

授業体験WEB配信

受験生応援サイトより申込フォームへ入力してください。7月1日（金）より予約受付開始（予定）。

配信期間

「国語辞典」や教科名としての「国
語」、「○ヶ国語」のような呼び方･･･。
日本語での読み書きを学習する教科
はなぜ「日本語」でなく「国語」と呼ぶ
のでしょう。そして、国とことばはどのよ
うな関係にあるのでしょう。日本と日本
語を例に考えてみましょう。

「国語」と「日本語」のあいだ

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語がどんな成り立ちの言語なのか、
どのようにして世界で使われるように
なったのか、について解説します。

英語の世界
日本語教師とはどのような仕事なので
しょうか。日本語教育の前提である人と
人との関わりという点から考えてみたい
と思います。

日本語教師ってどんなもの？

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
「さぁ、今日も１日頑張ろう！」「なんだか
勉強、やる気が起きないなぁ」「それ、な
んだかめんどくさそうだなぁ」etc...人間
の「やる気」はなかなか思うようにコント
ロールできないようです。でも、やる気の
心理学を理解すれば、あなたの行動が
変えられるかもしれませんよ。

やる気の心理学

グリム童話には、意地悪な継母が登場
する物語があります。主人公の女の子
が若くてかわいいからいじめられるなん
て、理不尽だと思いませんか？今回は、
いじめる継母のこころの中をご一緒に
のぞいてみましょう。

母と娘のグリム童話
～継母は本当に悪者なのか？～

まつ毛を化粧するアイテムはマスカラ、
付けまつ毛、まつ毛エクステンションな
ど様々あります。この講義では、まつ毛
に着目し、まつ毛化粧の歴史とまつ毛
化粧アイテムの特徴を解説します。

まつ毛化粧とは？
ファションデザインはどのようにしてでき
あがっていくのでしょうか。デザイナーは
どのようなことを考えながらデザインして
いるのか、様々な例からファッションデ
ザインについて考えてみましょう。

ファッションから考えるデザイン

生まれながらにして赤ちゃんが備えてい
る驚異的な能力を紹介します。受動的
で弱 し々く見える赤ちゃんですが、周囲
の人 と々の関係の中で情報を選択し、
必要な能力を積極的に伸ばしています。
赤ちゃんの素晴らしい能力について一
緒に考えていきましょう。

赤ちゃんに秘められた能力
グローバル化の現在、保育・教育の場で
も英語教育が行われています。その一
つとして、英語絵本の活用について考
えていきます。実際に声に出して読んで
みたり、日本語版と比較してみることで、
ことばの面白さや複雑さについて考えて
みましょう。英語が苦手な人でも楽しめる
ような内容です。

「保育・教育」×「絵本」×「英語」

大坂夏の陣・若江岩田の戦（現・東大阪
市域）で討ち死にした木村長門守重成
は、かつて“大坂城の花”と讃えられた、
誰もが知るヒーローでした。東大阪の
地に残る重成の記憶を紐解きながら、
地域の歴史と文学・文化などとの関係
について考えてみることにしましょう。

"消えたヒーロー
～“大坂城の花”木村長門守重成と東大阪～

「おいしそう」「健康に良い」「価格が
手ごろ」「環境にやさしい」…。さまざま
な判断基準や情報があるなかで、私た
ちはどのように食べるものを選択してい
るのでしょうか。また「ベストな選択」は
可能なのでしょうか。一緒に探ってみま
しょう。

「これ食べたい！」私たちは
どのように決めているのか

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

音楽における音色と同じように色の組
み合わせにも調和があり、多くの研究
者がその理論を提唱しています。これ
らを総括するとともに、ファッションへ
の応用例について考察してみます。

カラーコーディネーションの
理論と実践

1歳から小学校に入るまでの幼児期
の子どもの「心」の発達について学び
ます。発達心理学の実験について紹
介し、そこから幼児期の子どもが、この
世界をどのように捉えているかというこ
とについて考えていきます。

発達心理学入門

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

この講義では、人間のよそおいをトータ
ルでとらえることの重要性や面白さを
歴史衣装とショー作品を用いて解説し
ます。トータルとしての記号性と魅力、
よそおいの美について一緒に考えま
しょう。

人間のよそおいはなぜトータルで
とらえる必要があるのか

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

たこ焼きは大阪のソウルフード、私のソウ
ルフードは◯◯、なんて表現をメディアで
よく見かけます。しかし、ソウルフードとは
いったい何なのか、日本ではあまり知られ
ていません。この授業では、西アフリカか
らカリブ海、そしてアメリカとつながるソウ
ルフードの歴史的展開を事例に、食文化
の奥深さと面白さを体験してもらいます。

「ソウルフード」のルーツと発展

町人文化が花開いた江戸時代には、
ユーモラスな作品が沢山生まれました。
パロディ文学『仁勢物語』もその一つ
です。平安貴族の恋愛話『伊勢物語』
をもじり江戸庶民の滑稽話へと転じた
本作には一体どのような面白さがある
のでしょうか。実際に読んでみましょう。

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

人にとっては当たり前で考えたことがない
かも知れません。よその人にとっては、落
語家や漫才師が使うことば、人によって
はちょっと怖いイメージもあるかも知れま
せん。ここでは大学の授業で先輩たちが
調べた結果を用いて、学問的にみた大
阪弁について考えてみたいと思います。

大阪弁入門

9/11（日） A B

オープンキャンパスに参加できない方におすすめ！
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うな関係にあるのでしょう。日本と日本
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世界中で注目される韓国文化について
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韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。
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いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語がどんな成り立ちの言語なのか、
どのようにして世界で使われるように
なったのか、について解説します。

英語の世界
日本語教師とはどのような仕事なので
しょうか。日本語教育の前提である人と
人との関わりという点から考えてみたい
と思います。

日本語教師ってどんなもの？

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
「さぁ、今日も１日頑張ろう！」「なんだか
勉強、やる気が起きないなぁ」「それ、な
んだかめんどくさそうだなぁ」etc...人間
の「やる気」はなかなか思うようにコント
ロールできないようです。でも、やる気の
心理学を理解すれば、あなたの行動が
変えられるかもしれませんよ。

やる気の心理学

グリム童話には、意地悪な継母が登場
する物語があります。主人公の女の子
が若くてかわいいからいじめられるなん
て、理不尽だと思いませんか？今回は、
いじめる継母のこころの中をご一緒に
のぞいてみましょう。
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～継母は本当に悪者なのか？～

まつ毛を化粧するアイテムはマスカラ、
付けまつ毛、まつ毛エクステンションな
ど様々あります。この講義では、まつ毛
に着目し、まつ毛化粧の歴史とまつ毛
化粧アイテムの特徴を解説します。

まつ毛化粧とは？
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いるのか、様々な例からファッションデ
ザインについて考えてみましょう。

ファッションから考えるデザイン
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るのでしょうか。また「ベストな選択」は
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幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
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音楽における音色と同じように色の組
み合わせにも調和があり、多くの研究
者がその理論を提唱しています。これ
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介し、そこから幼児期の子どもが、この
世界をどのように捉えているかというこ
とについて考えていきます。

発達心理学入門

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。
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ルでとらえることの重要性や面白さを
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人間のよそおいはなぜトータルで
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の奥深さと面白さを体験してもらいます。
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町人文化が花開いた江戸時代には、
ユーモラスな作品が沢山生まれました。
パロディ文学『仁勢物語』もその一つ
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本作には一体どのような面白さがある
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語家や漫才師が使うことば、人によって
はちょっと怖いイメージもあるかも知れま
せん。ここでは大学の授業で先輩たちが
調べた結果を用いて、学問的にみた大
阪弁について考えてみたいと思います。

大阪弁入門

9/11（日） A B

オープンキャンパスに参加できない方におすすめ！
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健康栄養学科は実施しません
健康栄養学科は実施しません

8/2（火）～11/29（火）

8/21（日）

受験生応援サイトで
予約可能

WEB授業体験一覧

授業体験WEB配信

受験生応援サイトより申込フォームへ入力してください。7月1日（金）より予約受付開始（予定）。

配信期間

「国語辞典」や教科名としての「国
語」、「○ヶ国語」のような呼び方･･･。
日本語での読み書きを学習する教科
はなぜ「日本語」でなく「国語」と呼ぶ
のでしょう。そして、国とことばはどのよ
うな関係にあるのでしょう。日本と日本
語を例に考えてみましょう。

「国語」と「日本語」のあいだ

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語がどんな成り立ちの言語なのか、
どのようにして世界で使われるように
なったのか、について解説します。

英語の世界
日本語教師とはどのような仕事なので
しょうか。日本語教育の前提である人と
人との関わりという点から考えてみたい
と思います。

日本語教師ってどんなもの？

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
「さぁ、今日も１日頑張ろう！」「なんだか
勉強、やる気が起きないなぁ」「それ、な
んだかめんどくさそうだなぁ」etc...人間
の「やる気」はなかなか思うようにコント
ロールできないようです。でも、やる気の
心理学を理解すれば、あなたの行動が
変えられるかもしれませんよ。

やる気の心理学

グリム童話には、意地悪な継母が登場
する物語があります。主人公の女の子
が若くてかわいいからいじめられるなん
て、理不尽だと思いませんか？今回は、
いじめる継母のこころの中をご一緒に
のぞいてみましょう。

母と娘のグリム童話
～継母は本当に悪者なのか？～

まつ毛を化粧するアイテムはマスカラ、
付けまつ毛、まつ毛エクステンションな
ど様々あります。この講義では、まつ毛
に着目し、まつ毛化粧の歴史とまつ毛
化粧アイテムの特徴を解説します。

まつ毛化粧とは？
ファションデザインはどのようにしてでき
あがっていくのでしょうか。デザイナーは
どのようなことを考えながらデザインして
いるのか、様々な例からファッションデ
ザインについて考えてみましょう。

ファッションから考えるデザイン

生まれながらにして赤ちゃんが備えてい
る驚異的な能力を紹介します。受動的
で弱 し々く見える赤ちゃんですが、周囲
の人 と々の関係の中で情報を選択し、
必要な能力を積極的に伸ばしています。
赤ちゃんの素晴らしい能力について一
緒に考えていきましょう。

赤ちゃんに秘められた能力
グローバル化の現在、保育・教育の場で
も英語教育が行われています。その一
つとして、英語絵本の活用について考
えていきます。実際に声に出して読んで
みたり、日本語版と比較してみることで、
ことばの面白さや複雑さについて考えて
みましょう。英語が苦手な人でも楽しめる
ような内容です。

「保育・教育」×「絵本」×「英語」

大坂夏の陣・若江岩田の戦（現・東大阪
市域）で討ち死にした木村長門守重成
は、かつて“大坂城の花”と讃えられた、
誰もが知るヒーローでした。東大阪の
地に残る重成の記憶を紐解きながら、
地域の歴史と文学・文化などとの関係
について考えてみることにしましょう。

"消えたヒーロー
～“大坂城の花”木村長門守重成と東大阪～

「おいしそう」「健康に良い」「価格が
手ごろ」「環境にやさしい」…。さまざま
な判断基準や情報があるなかで、私た
ちはどのように食べるものを選択してい
るのでしょうか。また「ベストな選択」は
可能なのでしょうか。一緒に探ってみま
しょう。

「これ食べたい！」私たちは
どのように決めているのか

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

音楽における音色と同じように色の組
み合わせにも調和があり、多くの研究
者がその理論を提唱しています。これ
らを総括するとともに、ファッションへ
の応用例について考察してみます。

カラーコーディネーションの
理論と実践

1歳から小学校に入るまでの幼児期
の子どもの「心」の発達について学び
ます。発達心理学の実験について紹
介し、そこから幼児期の子どもが、この
世界をどのように捉えているかというこ
とについて考えていきます。

発達心理学入門

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

この講義では、人間のよそおいをトータ
ルでとらえることの重要性や面白さを
歴史衣装とショー作品を用いて解説し
ます。トータルとしての記号性と魅力、
よそおいの美について一緒に考えま
しょう。

人間のよそおいはなぜトータルで
とらえる必要があるのか

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

たこ焼きは大阪のソウルフード、私のソウ
ルフードは◯◯、なんて表現をメディアで
よく見かけます。しかし、ソウルフードとは
いったい何なのか、日本ではあまり知られ
ていません。この授業では、西アフリカか
らカリブ海、そしてアメリカとつながるソウ
ルフードの歴史的展開を事例に、食文化
の奥深さと面白さを体験してもらいます。

「ソウルフード」のルーツと発展

町人文化が花開いた江戸時代には、
ユーモラスな作品が沢山生まれました。
パロディ文学『仁勢物語』もその一つ
です。平安貴族の恋愛話『伊勢物語』
をもじり江戸庶民の滑稽話へと転じた
本作には一体どのような面白さがある
のでしょうか。実際に読んでみましょう。

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

人にとっては当たり前で考えたことがない
かも知れません。よその人にとっては、落
語家や漫才師が使うことば、人によって
はちょっと怖いイメージもあるかも知れま
せん。ここでは大学の授業で先輩たちが
調べた結果を用いて、学問的にみた大
阪弁について考えてみたいと思います。

大阪弁入門

9/11（日） A B

オープンキャンパスに参加できない方におすすめ！
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6/19（日）・7/17（日）・8/7（日）・11（木・祝）・21（日）・9/11（日）

児
童
教
育
学
部

学
芸
学
部

学科学部 6/19（日） 7/17（日） 8/7（日）

開催日程の約1か月前から
受験生応援サイトで予約可能

時間の詳細は受験生応援サイトにてご確認ください。
総合型選抜入試対策講座 ●各選抜型の特徴や入試のポイントを解説します。

●総合型選抜の提出書類である「志望理由書」や「各種レポート」作成時のまとめ方、面接対策を分かりやすく説明します。
●面接官が質問する内容やポイントなども説明します。

授業体験一覧

国
文
学
科

国
際
英
語
学
科

心
理
学
科

化
粧
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
学
科

児
童
教
育
学
科

ラ
イ
フ

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
学
科

2022年 夏のオープンキャンパス授業体験一覧表

※授業のタイトル・内容・実施方法が変更となる場合があります。その際は、「受験生応援サイト」にてお知らせします。

※時間は変更となる場合があります。

日程

12:20～13:00時間

文字を科学的に分析し、法則を考えて
漢字を書いてみます。この法則を意識
して文字を書けば、あなたの字が一変
するかも。

書道入門
高校国語の定番教材といえば芥川龍
之介の『羅生門』ですが、下人のエゴイ
ズムの行方を考えるのが授業だったで
しょうか？大学ではもうすこし深く読んで
みます。老婆が女の髪を抜くことが、な
ぜ下人をあれほどおびえさせたのでしょ
うか？ほんとうはもっとこわい『羅生門』
に入門してみましょう。

本当はこわい『羅生門』入門

英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

少子高齢化、情報化の進展で、子ども・
子育てをめぐる環境が変わっています。
この授業では、子ども・子育ての環境の
変更について学び、皆さんが親になっ
たら子ども・子育てにおいて大切である
と思うものは何かを一緒に考えましょう。

子ども・子育てにおいて
大切なものは？

年齢性別に関わらず、どうして人はお
しゃれをするのでしょうか。この講義で
は、人が外見を気にするようになった要
因について、近代社会の成り立ちと化
粧ファッションの意味から分かりやすく
解説します。

人はなぜおしゃれをするのか
「大きな目」が異性を惹きつけるための
魅力なら、見る人の性別によって理想
の目の大きさは変わるのでしょうか？こ
の講義では目の大きさと魅力について
実験心理学に基づく解説を行います。

最も魅力的な目の大きさは？

日本と海外の歴史を見てみると、同じ
時代でも人々の化粧やファッションは
全く違います。講義では、日本と海外に
おける化粧とファッションの歴史を比較
しながら、それぞれの特徴について話し
ます。

歴史からみる
化粧とファッションの比較

同じSPAというビジネスモデルで経営
されているユニクロとZARA、しかしそ
のモノづくりの考え方には大きな相違
があります。その違いをマーケティング
視点で探っていきます。

注目のビジネスモデル
「SPA」を考察する

「人と関わる力」は、子どもが安心して
生活し、主体的に学び成長するための
土台となる力です。そのため、保育者
は子どもとの信頼関係を築きながら、
子ども同士の関係をつないで援助して
います。事例を見ながら、「人と関わる
力」の発達過程と保育者の援助につ
いて考えてみましょう。

「人と関わる力」を育む保育
言葉遊びを自らが楽しむだけでなく、そ
れを生かした教育の可能性について考
えます。どんな工夫をすれば子どもが夢
中になるか、そして賢くなるか、実技を通
して考えます。

「学び」としての言葉遊び

保育。教育現場で触れる「絵本」につ
いて、歴史や種類、読み聞かせなどの
方法を学びます。絵本の世界を子ども
たちとどう楽しむか、知識×実践の体験
授業で考えていきましょう。

体験しよう!
絵本の不思議な世界

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

「怪談・ホラー」と聞くと、「怖！」というイメージを
持つ人も多いかもしれません。でも、怪談のドキ
ドキ感と、好きな人と一緒にいてドキドキする反
応は、実は脳の中の同じ働きなのだそうです。
つまり、怪談を読むと好きな人と一緒にいられ
る気分になる、ということ（かもしれない）。明治
期文豪たちの怪談を一緒に楽しみましょう！

文豪たちもホラーを書いた！
―鏡花・漱石の怪談を読む―

近年、欧米諸国で発展した「プランド
ベース（植物由来）」の食品が日本でも
販売されています。健康・環境への影響
が大きいとされる畜産肉の消費量を減ら
すことが目的の一つとされますが、果たし
て肉ではない肉ー代替肉ーは、地球を救
うのでしょうか。私たちの食生活とサステ
ナビリティについて一緒に考えましょう。

「代替肉」から考える食と環境の問題

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

漫才における「ボケ」と「ツッコミ」は、いま
から1200年以上前に生まれた、観客を笑
わせるための役割分担です。大昔は「ツッ
コミ」がメインでしたが、「もっと笑いたい！」
という観客のニーズにあわせて、「ボケ」を
中心とした漫才が完成しました。上方伝統
芸能である漫才の歴史を学びましょう。

ボケとツッコミはいつ誕生したのか？
－お笑いの歴史－

8/11（木・祝）
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健康栄養学科は実施しません
健康栄養学科は実施しません

8/2（火）～11/29（火）

8/21（日）

受験生応援サイトで
予約可能

WEB授業体験一覧

授業体験WEB配信

受験生応援サイトより申込フォームへ入力してください。7月1日（金）より予約受付開始（予定）。

配信期間

「国語辞典」や教科名としての「国
語」、「○ヶ国語」のような呼び方･･･。
日本語での読み書きを学習する教科
はなぜ「日本語」でなく「国語」と呼ぶ
のでしょう。そして、国とことばはどのよ
うな関係にあるのでしょう。日本と日本
語を例に考えてみましょう。

「国語」と「日本語」のあいだ

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語がどんな成り立ちの言語なのか、
どのようにして世界で使われるように
なったのか、について解説します。

英語の世界
日本語教師とはどのような仕事なので
しょうか。日本語教育の前提である人と
人との関わりという点から考えてみたい
と思います。

日本語教師ってどんなもの？

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
「さぁ、今日も１日頑張ろう！」「なんだか
勉強、やる気が起きないなぁ」「それ、な
んだかめんどくさそうだなぁ」etc...人間
の「やる気」はなかなか思うようにコント
ロールできないようです。でも、やる気の
心理学を理解すれば、あなたの行動が
変えられるかもしれませんよ。

やる気の心理学

グリム童話には、意地悪な継母が登場
する物語があります。主人公の女の子
が若くてかわいいからいじめられるなん
て、理不尽だと思いませんか？今回は、
いじめる継母のこころの中をご一緒に
のぞいてみましょう。

母と娘のグリム童話
～継母は本当に悪者なのか？～

まつ毛を化粧するアイテムはマスカラ、
付けまつ毛、まつ毛エクステンションな
ど様々あります。この講義では、まつ毛
に着目し、まつ毛化粧の歴史とまつ毛
化粧アイテムの特徴を解説します。

まつ毛化粧とは？
ファションデザインはどのようにしてでき
あがっていくのでしょうか。デザイナーは
どのようなことを考えながらデザインして
いるのか、様々な例からファッションデ
ザインについて考えてみましょう。

ファッションから考えるデザイン

生まれながらにして赤ちゃんが備えてい
る驚異的な能力を紹介します。受動的
で弱 し々く見える赤ちゃんですが、周囲
の人 と々の関係の中で情報を選択し、
必要な能力を積極的に伸ばしています。
赤ちゃんの素晴らしい能力について一
緒に考えていきましょう。

赤ちゃんに秘められた能力
グローバル化の現在、保育・教育の場で
も英語教育が行われています。その一
つとして、英語絵本の活用について考
えていきます。実際に声に出して読んで
みたり、日本語版と比較してみることで、
ことばの面白さや複雑さについて考えて
みましょう。英語が苦手な人でも楽しめる
ような内容です。

「保育・教育」×「絵本」×「英語」

大坂夏の陣・若江岩田の戦（現・東大阪
市域）で討ち死にした木村長門守重成
は、かつて“大坂城の花”と讃えられた、
誰もが知るヒーローでした。東大阪の
地に残る重成の記憶を紐解きながら、
地域の歴史と文学・文化などとの関係
について考えてみることにしましょう。

"消えたヒーロー
～“大坂城の花”木村長門守重成と東大阪～

「おいしそう」「健康に良い」「価格が
手ごろ」「環境にやさしい」…。さまざま
な判断基準や情報があるなかで、私た
ちはどのように食べるものを選択してい
るのでしょうか。また「ベストな選択」は
可能なのでしょうか。一緒に探ってみま
しょう。

「これ食べたい！」私たちは
どのように決めているのか

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

音楽における音色と同じように色の組
み合わせにも調和があり、多くの研究
者がその理論を提唱しています。これ
らを総括するとともに、ファッションへ
の応用例について考察してみます。

カラーコーディネーションの
理論と実践

1歳から小学校に入るまでの幼児期
の子どもの「心」の発達について学び
ます。発達心理学の実験について紹
介し、そこから幼児期の子どもが、この
世界をどのように捉えているかというこ
とについて考えていきます。

発達心理学入門

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

この講義では、人間のよそおいをトータ
ルでとらえることの重要性や面白さを
歴史衣装とショー作品を用いて解説し
ます。トータルとしての記号性と魅力、
よそおいの美について一緒に考えま
しょう。

人間のよそおいはなぜトータルで
とらえる必要があるのか

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

たこ焼きは大阪のソウルフード、私のソウ
ルフードは◯◯、なんて表現をメディアで
よく見かけます。しかし、ソウルフードとは
いったい何なのか、日本ではあまり知られ
ていません。この授業では、西アフリカか
らカリブ海、そしてアメリカとつながるソウ
ルフードの歴史的展開を事例に、食文化
の奥深さと面白さを体験してもらいます。

「ソウルフード」のルーツと発展

町人文化が花開いた江戸時代には、
ユーモラスな作品が沢山生まれました。
パロディ文学『仁勢物語』もその一つ
です。平安貴族の恋愛話『伊勢物語』
をもじり江戸庶民の滑稽話へと転じた
本作には一体どのような面白さがある
のでしょうか。実際に読んでみましょう。

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

人にとっては当たり前で考えたことがない
かも知れません。よその人にとっては、落
語家や漫才師が使うことば、人によって
はちょっと怖いイメージもあるかも知れま
せん。ここでは大学の授業で先輩たちが
調べた結果を用いて、学問的にみた大
阪弁について考えてみたいと思います。

大阪弁入門

9/11（日） A B

オープンキャンパスに参加できない方におすすめ！
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受験生応援サイトより申込フォームへ入力してください。7月1日（金）より予約受付開始（予定）。

配信期間
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はなぜ「日本語」でなく「国語」と呼ぶ
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語を例に考えてみましょう。
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世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。
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Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語がどんな成り立ちの言語なのか、
どのようにして世界で使われるように
なったのか、について解説します。

英語の世界
日本語教師とはどのような仕事なので
しょうか。日本語教育の前提である人と
人との関わりという点から考えてみたい
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日本語教師ってどんなもの？

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
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自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。
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「さぁ、今日も１日頑張ろう！」「なんだか
勉強、やる気が起きないなぁ」「それ、な
んだかめんどくさそうだなぁ」etc...人間
の「やる気」はなかなか思うようにコント
ロールできないようです。でも、やる気の
心理学を理解すれば、あなたの行動が
変えられるかもしれませんよ。

やる気の心理学

グリム童話には、意地悪な継母が登場
する物語があります。主人公の女の子
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について考えてみることにしましょう。

"消えたヒーロー
～“大坂城の花”木村長門守重成と東大阪～

「おいしそう」「健康に良い」「価格が
手ごろ」「環境にやさしい」…。さまざま
な判断基準や情報があるなかで、私た
ちはどのように食べるものを選択してい
るのでしょうか。また「ベストな選択」は
可能なのでしょうか。一緒に探ってみま
しょう。

「これ食べたい！」私たちは
どのように決めているのか

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

音楽における音色と同じように色の組
み合わせにも調和があり、多くの研究
者がその理論を提唱しています。これ
らを総括するとともに、ファッションへ
の応用例について考察してみます。

カラーコーディネーションの
理論と実践

1歳から小学校に入るまでの幼児期
の子どもの「心」の発達について学び
ます。発達心理学の実験について紹
介し、そこから幼児期の子どもが、この
世界をどのように捉えているかというこ
とについて考えていきます。

発達心理学入門

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

この講義では、人間のよそおいをトータ
ルでとらえることの重要性や面白さを
歴史衣装とショー作品を用いて解説し
ます。トータルとしての記号性と魅力、
よそおいの美について一緒に考えま
しょう。

人間のよそおいはなぜトータルで
とらえる必要があるのか

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

たこ焼きは大阪のソウルフード、私のソウ
ルフードは◯◯、なんて表現をメディアで
よく見かけます。しかし、ソウルフードとは
いったい何なのか、日本ではあまり知られ
ていません。この授業では、西アフリカか
らカリブ海、そしてアメリカとつながるソウ
ルフードの歴史的展開を事例に、食文化
の奥深さと面白さを体験してもらいます。

「ソウルフード」のルーツと発展

町人文化が花開いた江戸時代には、
ユーモラスな作品が沢山生まれました。
パロディ文学『仁勢物語』もその一つ
です。平安貴族の恋愛話『伊勢物語』
をもじり江戸庶民の滑稽話へと転じた
本作には一体どのような面白さがある
のでしょうか。実際に読んでみましょう。

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

人にとっては当たり前で考えたことがない
かも知れません。よその人にとっては、落
語家や漫才師が使うことば、人によって
はちょっと怖いイメージもあるかも知れま
せん。ここでは大学の授業で先輩たちが
調べた結果を用いて、学問的にみた大
阪弁について考えてみたいと思います。

大阪弁入門

9/11（日） A B

オープンキャンパスに参加できない方におすすめ！
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部

学科学部 6/19（日） 7/17（日） 8/7（日）

開催日程の約1か月前から
受験生応援サイトで予約可能

時間の詳細は受験生応援サイトにてご確認ください。
総合型選抜入試対策講座 ●各選抜型の特徴や入試のポイントを解説します。

●総合型選抜の提出書類である「志望理由書」や「各種レポート」作成時のまとめ方、面接対策を分かりやすく説明します。
●面接官が質問する内容やポイントなども説明します。
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2022年 夏のオープンキャンパス授業体験一覧表

※授業のタイトル・内容・実施方法が変更となる場合があります。その際は、「受験生応援サイト」にてお知らせします。

※時間は変更となる場合があります。

日程

12:20～13:00時間

文字を科学的に分析し、法則を考えて
漢字を書いてみます。この法則を意識
して文字を書けば、あなたの字が一変
するかも。

書道入門
高校国語の定番教材といえば芥川龍
之介の『羅生門』ですが、下人のエゴイ
ズムの行方を考えるのが授業だったで
しょうか？大学ではもうすこし深く読んで
みます。老婆が女の髪を抜くことが、な
ぜ下人をあれほどおびえさせたのでしょ
うか？ほんとうはもっとこわい『羅生門』
に入門してみましょう。

本当はこわい『羅生門』入門

英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語の発音を学びましょう。日本語には
ない発音など、ネイティヴスピーカ教員
が基本をわかりやすく教えます。

Pronunciation Clinic

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

少子高齢化、情報化の進展で、子ども・
子育てをめぐる環境が変わっています。
この授業では、子ども・子育ての環境の
変更について学び、皆さんが親になっ
たら子ども・子育てにおいて大切である
と思うものは何かを一緒に考えましょう。

子ども・子育てにおいて
大切なものは？

年齢性別に関わらず、どうして人はお
しゃれをするのでしょうか。この講義で
は、人が外見を気にするようになった要
因について、近代社会の成り立ちと化
粧ファッションの意味から分かりやすく
解説します。

人はなぜおしゃれをするのか
「大きな目」が異性を惹きつけるための
魅力なら、見る人の性別によって理想
の目の大きさは変わるのでしょうか？こ
の講義では目の大きさと魅力について
実験心理学に基づく解説を行います。

最も魅力的な目の大きさは？

日本と海外の歴史を見てみると、同じ
時代でも人々の化粧やファッションは
全く違います。講義では、日本と海外に
おける化粧とファッションの歴史を比較
しながら、それぞれの特徴について話し
ます。

歴史からみる
化粧とファッションの比較

同じSPAというビジネスモデルで経営
されているユニクロとZARA、しかしそ
のモノづくりの考え方には大きな相違
があります。その違いをマーケティング
視点で探っていきます。

注目のビジネスモデル
「SPA」を考察する

「人と関わる力」は、子どもが安心して
生活し、主体的に学び成長するための
土台となる力です。そのため、保育者
は子どもとの信頼関係を築きながら、
子ども同士の関係をつないで援助して
います。事例を見ながら、「人と関わる
力」の発達過程と保育者の援助につ
いて考えてみましょう。

「人と関わる力」を育む保育
言葉遊びを自らが楽しむだけでなく、そ
れを生かした教育の可能性について考
えます。どんな工夫をすれば子どもが夢
中になるか、そして賢くなるか、実技を通
して考えます。

「学び」としての言葉遊び

保育。教育現場で触れる「絵本」につ
いて、歴史や種類、読み聞かせなどの
方法を学びます。絵本の世界を子ども
たちとどう楽しむか、知識×実践の体験
授業で考えていきましょう。

体験しよう!
絵本の不思議な世界

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

「怪談・ホラー」と聞くと、「怖！」というイメージを
持つ人も多いかもしれません。でも、怪談のドキ
ドキ感と、好きな人と一緒にいてドキドキする反
応は、実は脳の中の同じ働きなのだそうです。
つまり、怪談を読むと好きな人と一緒にいられ
る気分になる、ということ（かもしれない）。明治
期文豪たちの怪談を一緒に楽しみましょう！

文豪たちもホラーを書いた！
―鏡花・漱石の怪談を読む―

近年、欧米諸国で発展した「プランド
ベース（植物由来）」の食品が日本でも
販売されています。健康・環境への影響
が大きいとされる畜産肉の消費量を減ら
すことが目的の一つとされますが、果たし
て肉ではない肉ー代替肉ーは、地球を救
うのでしょうか。私たちの食生活とサステ
ナビリティについて一緒に考えましょう。

「代替肉」から考える食と環境の問題

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

漫才における「ボケ」と「ツッコミ」は、いま
から1200年以上前に生まれた、観客を笑
わせるための役割分担です。大昔は「ツッ
コミ」がメインでしたが、「もっと笑いたい！」
という観客のニーズにあわせて、「ボケ」を
中心とした漫才が完成しました。上方伝統
芸能である漫才の歴史を学びましょう。

ボケとツッコミはいつ誕生したのか？
－お笑いの歴史－

8/11（木・祝）
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健康栄養学科は実施しません
健康栄養学科は実施しません

8/2（火）～11/29（火）

8/21（日）

受験生応援サイトで
予約可能

WEB授業体験一覧

授業体験WEB配信

受験生応援サイトより申込フォームへ入力してください。7月1日（金）より予約受付開始（予定）。

配信期間

「国語辞典」や教科名としての「国
語」、「○ヶ国語」のような呼び方･･･。
日本語での読み書きを学習する教科
はなぜ「日本語」でなく「国語」と呼ぶ
のでしょう。そして、国とことばはどのよ
うな関係にあるのでしょう。日本と日本
語を例に考えてみましょう。

「国語」と「日本語」のあいだ

世界中で注目される韓国文化について
学びます。講義の後は、クイズ形式で
韓国語や韓国の文化について理解を
深めます。

韓国を知る/
Let's learn about Korea 世界の観光地や名所について、英語

で学びます。英語圏の様々な名所につ
いて、英語で解説を聞いてみましょう。

World attraction
英語がどんな成り立ちの言語なのか、
どのようにして世界で使われるように
なったのか、について解説します。

英語の世界
日本語教師とはどのような仕事なので
しょうか。日本語教育の前提である人と
人との関わりという点から考えてみたい
と思います。

日本語教師ってどんなもの？

私たちは自分に対して肯定的な時もあ
れば否定的になる時もあり、そのどちら
が多いかで心の状態は大きく影響を
受けます。 そこで「自分を好き・嫌いに
思う心理」をテーマにお話したいと思
います。

自分のことが好き？嫌い？ 
誰にでも音楽に心や身体を動かされた
経験があると思います。心理学の観点
からそうした音楽の力に迫り、その秘密
を解き明かしていきます。

音楽の不思議を科学する
「さぁ、今日も１日頑張ろう！」「なんだか
勉強、やる気が起きないなぁ」「それ、な
んだかめんどくさそうだなぁ」etc...人間
の「やる気」はなかなか思うようにコント
ロールできないようです。でも、やる気の
心理学を理解すれば、あなたの行動が
変えられるかもしれませんよ。

やる気の心理学

グリム童話には、意地悪な継母が登場
する物語があります。主人公の女の子
が若くてかわいいからいじめられるなん
て、理不尽だと思いませんか？今回は、
いじめる継母のこころの中をご一緒に
のぞいてみましょう。

母と娘のグリム童話
～継母は本当に悪者なのか？～

まつ毛を化粧するアイテムはマスカラ、
付けまつ毛、まつ毛エクステンションな
ど様々あります。この講義では、まつ毛
に着目し、まつ毛化粧の歴史とまつ毛
化粧アイテムの特徴を解説します。

まつ毛化粧とは？
ファションデザインはどのようにしてでき
あがっていくのでしょうか。デザイナーは
どのようなことを考えながらデザインして
いるのか、様々な例からファッションデ
ザインについて考えてみましょう。

ファッションから考えるデザイン

生まれながらにして赤ちゃんが備えてい
る驚異的な能力を紹介します。受動的
で弱 し々く見える赤ちゃんですが、周囲
の人 と々の関係の中で情報を選択し、
必要な能力を積極的に伸ばしています。
赤ちゃんの素晴らしい能力について一
緒に考えていきましょう。

赤ちゃんに秘められた能力
グローバル化の現在、保育・教育の場で
も英語教育が行われています。その一
つとして、英語絵本の活用について考
えていきます。実際に声に出して読んで
みたり、日本語版と比較してみることで、
ことばの面白さや複雑さについて考えて
みましょう。英語が苦手な人でも楽しめる
ような内容です。

「保育・教育」×「絵本」×「英語」

大坂夏の陣・若江岩田の戦（現・東大阪
市域）で討ち死にした木村長門守重成
は、かつて“大坂城の花”と讃えられた、
誰もが知るヒーローでした。東大阪の
地に残る重成の記憶を紐解きながら、
地域の歴史と文学・文化などとの関係
について考えてみることにしましょう。

"消えたヒーロー
～“大坂城の花”木村長門守重成と東大阪～

「おいしそう」「健康に良い」「価格が
手ごろ」「環境にやさしい」…。さまざま
な判断基準や情報があるなかで、私た
ちはどのように食べるものを選択してい
るのでしょうか。また「ベストな選択」は
可能なのでしょうか。一緒に探ってみま
しょう。

「これ食べたい！」私たちは
どのように決めているのか

幸せの象徴「磯野家」。アニメ「サザエ
さん」が続くのは波平さんが生きている
から。では波平さんが死亡すると磯野
家にどのような問題が発生するか？磯
野家を題材に、家族の法律問題につ
いて解説します。

サザエさん一家に学ぶ
ライフプランニング

音楽における音色と同じように色の組
み合わせにも調和があり、多くの研究
者がその理論を提唱しています。これ
らを総括するとともに、ファッションへ
の応用例について考察してみます。

カラーコーディネーションの
理論と実践

1歳から小学校に入るまでの幼児期
の子どもの「心」の発達について学び
ます。発達心理学の実験について紹
介し、そこから幼児期の子どもが、この
世界をどのように捉えているかというこ
とについて考えていきます。

発達心理学入門

多くの人にとって、結婚は人生最大の
イベント。そして、夫婦は共同して生活
を営み、家計を管理することが多い。生
活設計の観点から、家計をめぐる夫婦
間の経済関係について一緒に考えて
みましょう。

夫婦の経済関係

この講義では、人間のよそおいをトータ
ルでとらえることの重要性や面白さを
歴史衣装とショー作品を用いて解説し
ます。トータルとしての記号性と魅力、
よそおいの美について一緒に考えま
しょう。

人間のよそおいはなぜトータルで
とらえる必要があるのか

保育士は、子どもへの保育だけでなく、
保護者へのさまざまなサポートも担って
います。子どもの虐待、子どもの貧困、
発達障害など、子どもと家庭をとりまく
問題を取り上げながら、保育の仕事に
ついて学びましょう。

子どもと家庭を支える
保育の役割

たこ焼きは大阪のソウルフード、私のソウ
ルフードは◯◯、なんて表現をメディアで
よく見かけます。しかし、ソウルフードとは
いったい何なのか、日本ではあまり知られ
ていません。この授業では、西アフリカか
らカリブ海、そしてアメリカとつながるソウ
ルフードの歴史的展開を事例に、食文化
の奥深さと面白さを体験してもらいます。

「ソウルフード」のルーツと発展

町人文化が花開いた江戸時代には、
ユーモラスな作品が沢山生まれました。
パロディ文学『仁勢物語』もその一つ
です。平安貴族の恋愛話『伊勢物語』
をもじり江戸庶民の滑稽話へと転じた
本作には一体どのような面白さがある
のでしょうか。実際に読んでみましょう。

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

人にとっては当たり前で考えたことがない
かも知れません。よその人にとっては、落
語家や漫才師が使うことば、人によって
はちょっと怖いイメージもあるかも知れま
せん。ここでは大学の授業で先輩たちが
調べた結果を用いて、学問的にみた大
阪弁について考えてみたいと思います。

大阪弁入門

9/11（日） A B

オープンキャンパスに参加できない方におすすめ！
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