
2022年オープンキャンパス　体験講座プログラム一覧
※日程によって実施学科が異なります。実施のない学科については表から除いております。

※内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 2022年6月15日現在

日程 実施学科 タイトル 内　容

健康栄養
食品表示を学ぶ
-カロリーゼロは0 kcalではない?!-

みなさんは食品を購入する際、どのように選んでいますか？食品パッケージに記載されている表示やマークから、その食品のいろいろな情報を得ることができます。
体験授業では、「カロリーゼロ」や「カロリーオフ」の示す意味など、身近な食品を題材に食品表示の見方・考え方を解説します。

食品開発
食品加工の科学を体験！
-色々な食品の固まる不思議-

加工食品の製造には、沢山の科学が詰まっています。
本講座では、「色々な食品の固まる不思議」をテーマに、チーズ、豆腐、プリン、人工いくらなどの凝固の原理を解説します。
また、実際に色々な食品加工技術を使って、牛乳、豆乳等の液体を固める体験をしてみましょう！

人間福祉
相手の「よさ（強み）」を応援するコミュニケーション
-福祉領域での相談面接を踏まえて-

会話や相談面接時における傾聴の基本姿勢について例題を交えて、理解することを目指します。
また、会話や相談面接の場面で、相手のよさ（強み）を探し伝えるコミュニケーションの仕方を具体的な事例を考えることで理解することを目指します。

幼児教育 あかちゃんの不思議な世界
あかちゃんは能動的でたくましい存在です。
赤ちゃん自身が周囲の環境に働きかけながら育つことの意味について考えてみましょう。

児童教育
どうしたらもっと英語が使えるの？
-第二言語習得理論からみた効果的な学習法-

自分なりにがんばっているのになかなか身に付かない英語学習。
英語を習得するのに効果的な方法を第二言語習得理論という立場から提案します。

心理
劣等感＝成長の糧？
-青年期の心理的特徴-

心理学ってどんなことを学ぶのだろう？という疑問に応えられるように、まずは心理学について説明します。
さらに中高生から大学生ぐらいまでの世代の心理的特徴について紹介します。
とくに劣等感という感情の難しい側面と肯定的な側面について紹介しながら、10代の心の健康についても考えられる内容になっています。

文芸文化 朗読入門
朗読に難しい決まりがあるわけではありません。しかし、作品の魅力を声で聞き手に伝えるためには、音声表現の基本的な技術とあなたの作品への深い解釈が必要です。
文学作品や昔話、詩、短歌、俳句などを朗読し、その調べや芸術性も味わってみましょう。映像も見ながら楽しくすすめたいと思います。

社会情報
デザイン

デジタル技術による絵本制作：古語「をかし、ものの
あはれ」を大切にしつつ

ことわざ、四字熟語、慣用句、古語、新語などを、手話表現を加えてデジタル技術で絵本を制作する過程をデモでご紹介します。絵本制作では、錯視に代表される視聴覚の基
本原理、映像文法を大切にしています。また、映像文法を学ぶことで、WebCM制作時の誤解による炎上を防ぐ点についてもお話します。

健康栄養
姿勢は変えられる？
-素敵に見える姿勢と歩き方とは-

猫背は直せない？意識を変えるだけで見え方が変化します。実際に体験しながら変化を感じてみましょう。
スマホのカメラで自分を撮影したり、グループワーク体験もします。入学後は、このような指導を学生自身ができるように学んでいきます。

食物栄養
アレルギー対応食
-小麦粉を使用しないパンの作製-

消費者庁の平成30年度　食物アレルギー全国実態調査によると、食物アレルギーの原因食物は、鶏卵、牛乳、小麦で全体の67.2%を占めています。
パンの主材料は小麦粉。乳製品や鶏卵も使用されることが多い食材です。これらを使わずにパンを作る試みが行われています。その一部をご紹介します。

食品開発
3Dフードプリンターで新しい調理法に
チャレンジしてみよう！

食のデジタル化の重要機器として期待されている３Ｄフードプリンターにて実際に食材を出力・造形を体験します。
３Ｄフードプリンターの現状と課題を説明して、近未来の期待される利用方法についてお話します。

人間福祉
子どもたちを救え！
-私たちにもできる！児童虐待への対応-

令和2年度（直近）の全国の児童相談所が受理した虐待相談件数は20万5029件を超え、平成２年に統計を取り始めてから200倍を超えています。
保育士や福祉専門職を目指す学生はもとより、高校生の皆さんにも、虐待や不適切な関りを受けて困っている子どもを助けましょう。
この講座ではその方法を知り、私たちで子どもたちを救う行動を学びましょう。

幼児教育
五感でとらえる季節
-保育内容の指導法「環境」の実践から-

保育内容の指導法「環境」の講義及びグループワークを高校生向けにアレンジし、大学の専門科目の学びの一端を体験してもらいます。
ここでは、「五感でとらえる」とはどういうことか、季節をテーマにしたグループワークを通して考えましょう。
その上で、保育者に求められる豊かな感性について考察を深めていきます。

児童教育
こどものための冒険遊び場！プレーパークの楽しさを知り、
キラビーアクセサリーを作ろう！

プレーパークでの体験活動の実践を紹介し、活動例として、ビー玉とワイヤーを使ったアクセサリーを作ります。
自然体験活動の楽しさと教育効果を、ぜひ実感してください。

心理 心理学への招待: 世界を記憶する 記憶デモンストレーションを通して、わたしたちが身の回りの情報をどのように覚えているのかを体感してみましょう。

文芸文化 図書館の「歌」を読む
「歌」を読み解いていきます。みなさんと一緒に図書館の「歌」を読み、「歌」を聴くと、当時のさまざまな人々の図書館に対する想いや、図書館が歩んだ豊かな歴史を
体感することができます。そして、現在における「図書館とは何か」を考えることにもつながります。

社会情報
デザイン

音楽表現の「３つのレイヤー」
皆さんは音楽を聴くとき、どこに注目して聴いていますか？実は聴き取れていない要素がたくさんあるかもしれません。
社会情報デザイン学科で音楽を学ぶことの意義と音楽の「しくみ」の基礎を学んでいきましょう。

5/29
（日）

6/12
（日）
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日程 実施学科 タイトル 内　容

健康栄養
あなたの脳は元気？
-心と体と頭が喜ぶ脳トレ体験-

「認知症」という言葉を聞いたことはありますか？「認知症」とは、数ある脳の機能のうち、自分の身の回りの物事を認識したり、適切に状況判断する「認知機能」が
衰えてしまった状態のことを指します。そんな認知機能を楽しみながらアップさせる脳トレを一緒に体験してみましょう！

食物栄養 摂食調節のしくみについて 満腹感・空腹感は、どのように調節されているのでしょうか？　体に備わっているしくみを学びましょう。

食品開発
食品機能性は面白い！
-野菜や果物のビタミンＣを調べてみましょう！-

近年、美容成分を食品として摂取して体の内側からもアプローチする内外美容成分にも注目が集まっており、本学科では、健康に役立つ機能性食品だけでなく、食べる化粧品
の素材研究にも取り組んでおります。皮膚老化対策にはビタミンＣが有効だと言われています。うがい薬を使って身近な野菜や果物のビタミンＣを調べてみましょう！

人間福祉
保育士のもうひとつの仕事
-保育を基盤とした保護者支援-

保育所で働く保育士の仕事には、子どもの保育と、子どもの保護者に対する支援の２つがあります。近年では特に、保育士の行う保護者支援の重要性が高まっています。
ここでは、日常保育と一体的に行われる保護者支援について学びます。

幼児教育 子どもの気持ちを感じよう
事例や写真を使って、子どもが自然や友達と関わる中で、どのような気持ちをもっているのかを感じてみましょう。
保育の入口「幼児理解」の授業を体験してください。

児童教育 探検！ことばの世界
この授業では、特別支援教育入門として、発達障がいのある子どものことを取りあげます。
体験を通して、発達障がいのある子どもの困難さについて、一緒に考えてみましょう。

心理 心を聴くスキル
カウンセラーは、色々な人のお話を聴くお仕事です。では、皆さんが困っているお友達の話を「きく」のと、カウンセラーがクライエントの話を「きく」のには、何か違いが
あるのでしょうか？この授業では、公認心理師の資格を持つ教員が、初学者向けのカウンセリングの講義の一部を用いて〈こころの聴き方〉について解説します。
専門家は、心の声を聴く時にどんな工夫をしているのでしょうか？少しだけその方法を覗いてみましょう！

文芸文化
丁寧な日本語
-相手との人間関係を保ちつつ、上手にコミュニケーションを
とるには？-

誰だって他者と気持ちよく、円滑にコミュニケーションをとりたいですよね。
相手を誘いたいとき、言いにくいことを伝える時、お願いする時…。
日本語のコミュニケーションの特徴を踏まえ、相手との人間関係を作りながら円滑にやりとりする方法を考えます。

社会情報
デザイン

クイズで学ぶフィールドワーク
-欧州の食と農と女性のキャリア探訪-

欧州南部ドイツ語圏、スイス、オーストリア、バイエルン、南チロルのファームイン、ファームスクール、直売所などを歩いて、見て、聞いた、女性経営者たちの
仕事と家庭について、たくさんのスライドを使って紹介します。クイズを解きながら、社会学のフィールドワークの手法を学びましょう。

健康栄養
朝型か？それとも夜型？
-時間栄養学をスポーツ栄養に生かそう-

朝型？それとも夜型？一般的にも話題にされる内容です。自分がどちらのタイプかを、客観的に評価できる質問紙を使って調べてみましょう。
この時間栄養学の研究成果をスポーツ現場の食事のとり方に生かした例を解説します。

食物栄養
管理栄養士の栄養指導を体験してみよう！
-「結果」を出すためのテクニック-

管理栄養士の仕事のひとつである「栄養指導」。実際、管理栄養士はどこを見て、何をするの？ホントに結果は出るの？
10年以上にわたり「特定保健指導」を実施してきたからこそ分かるやり甲斐や大変さ、面白エピソード？も含め、実際の栄養指導の世界を見てみよう。

食品開発
微生物のチカラを利用した食品でおいしく！ 美しく！ 健康に！
-日本・世界の発酵食品-

世界は様々な発酵食品であふれています。人類は太古の昔から発酵とうまく付き合ってきました。近年、発酵食品が持つパワーに注目が集まっています。
そのパワー、仕組み、おいしさの秘密を紹介します。顕微鏡（写真）でその微生物たち観察を観察（紹介）します。

人間福祉 サザエさんから見る福祉の世界
日本が直面している超高齢社会の現状について、サザエさん一家を例にわかりやすく学びます。
また、介護を必要とする人を支える技術は日々進歩しており、例えば介護が必要になっても、美味しく楽しく食事を摂る工夫がたくさんあります。
最新の介護食について学びましょう。

幼児教育 子どもの遊びの世界を見てみよう・感じてみよう
子どもたちの遊びの「面白い！」はもちろん、「不思議」、「すごい！」を一緒に見て・感じていきましょう。
子どもの遊びに対する捉え方が変わっていきますよ。

児童教育
特別支援教育入門
-どうしてうまくできないのだろう？-

この授業では、特別支援教育入門として、発達障がいのある子どものことをとりあげます。
体験を通して、発達障がいのある子どもの困難さについて、一緒に考えてみましょう。

心理
友人関係の心理学
-明日、今日よりも好きになれる？-

友人関係でも、恋愛関係でも仲を深めていくことは難しいことです。友人と今より仲良くなるために、どのような会話が必要なのでしょうか。
また、会話が苦手な人はいつ、どのようなことに気を付けたら、友人と仲良くなれるのでしょうか。
友人関係の進展に必要なスキル（技術）について、社会心理学の観点からお話します。

文芸文化
『床下の小人たち』を読む
-アリエッティは小人じゃない？？-

アリエッティを「妖精」のような幻想的な存在だと思っている人が多いのではないでしょうか？
原作を読んでみると、ファンタジー作品によく出てくる「小人」や「妖精」といった存在とは異なる要素がアリエッティには見受けられます。
アニメーション映画でよく知られている英国ファンタジーの世界を原作を読んで理解を深めましょう。

社会情報
デザイン

生き物の栄枯盛衰？
-Excelで“ライフゲーム”をやってみよう-

環境問題、コンピュータシミュレーション、プログラミングがキーワードになるでしょうか。単純な増減のルールで生物の世代交代をシミュレーションする、
このライフゲームは、50年ほど前から知られており、簡単なプログラミングで実現できます。
今回は、表計算ソフトExcel上で作ったプログラムを使い、また、少し設定を変えて生物の増減にどんな様子の変化がみられるか調べてみましょう。

6/26
（日）

7/10
（日）
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日程 実施学科 タイトル 内　容

健康栄養
金メダリストを作るのは「遺伝」か「環境」か？
-バイオメカニクスの視点でアスリートの肉体の秘密に迫る-

「スポーツ遺伝子」って存在するのだろうか？そんな疑問をスポーツ科学で紐解いていきます。
それぞれの才能に合った努力の道筋を見つけることが重要です。最高のパフォーマンスを生むのは「遺伝」か「環境」か、一緒に考えてみましょう。

食物栄養 「食べる楽しみを支援する」臨床栄養
病気の人や介護が必要な高齢者の中には、自力で食事をとることが難しい人がいます。食事をとれないとどんどん痩せていき、「低栄養」という状態になります。
そのような方を食事や栄養面からサポートし、「食べる楽しみを支援する」ことが臨床栄養を担う管理栄養士には求められています。

食品開発
食品開発とおいしさ
-「おいしい！」をサイエンスの目で見る！-

食べ物のおいしさ評価には、「味覚」が重要な要素です。味覚の機能、味の感じ方の仕組みや特殊味覚についてお話しします。ミラクルフルーツを舐めてからレモンを味わう
とどんな味がするでしょう？ギムネマ茶を飲んだ後に、砂糖の甘味はどうなるでしょう？味変容物質の不思議についてもお話しします。

人間福祉
明日からできる介助
-高齢者・障がい者支援を体験-

駅や街中で高齢者や障がいのある方に出会うことは多々あります。困っている様子だけれど、なんて声をかけていいのかわからない・・・そんな経験はありませんか。
そんなときに、そっとお手伝いできるように、この体験授業では、実際に車イスの介助方法や視覚障がいのある方への道案内等を学びます。

幼児教育 身近なものから感じて表現（造形） 身近なものとの出会いから始まる子どもの表現について体験しながら学んでみましょう。

児童教育
あなたも地理博士！
-都道府県　クイズ大会-

小学校４年生では地理の学習の一環で、自分の住んでいる都道府県を中心に日本の都道府県の特色を学びます。都道府県の名前や位置をただ覚えるのではなく、
地図帳で調べたり、調べてわかったことを発表したりして仲間との交流を通して楽しく学べるように学習を計画することが指導者として大切です。
本日は地図帳を用いてクイズを作って発表したり、他の人が作ったクイズを解いたりして対話的な学習の楽しさと大切さを体験しましょう。

心理 「錯覚」する心を科学する！
物理学が「物」の理を探究するのに対して、心理学では「心」の理を探究します。では、その心とは何を指し、どのように探究するのでしょうか？
今回は「錯覚」という身近な心理的現象を取り上げながら、その探究方法に迫ります。授業では、みなさんにも実際にさまざまな錯覚を「体験」してもらい、
人間に共通する物の見え方や考え方の特徴を知ってもらうと同時に、どうして錯覚が生じるのかを一緒に考えたいと思います。

文芸文化
美術館の展覧会を企画する
-見に行きたくなる展覧会づくり-

最近、展覧会に行きましたか？様々な作品が集まる展覧会は、どのように作り上げられているのでしょう。普段私たちは展示を鑑賞する客として美術館を訪れます。
しかし、視点を180度転換して、自分が展覧会を組み立てる視線から考えてみましょう。美術展を開催するまでには、さまざまなプロセスがあります。まず展覧会の趣旨をか
ため、次に作品を選定し、ポスター・チラシで広報、カタログの製作、実際の陳列作業などなど…。これらは専門職「学芸員」の仕事です。今回は、学芸員の立場から展覧会
企画を考えます。

社会情報
デザイン

グラフィックデザインのエッセンス
-色彩から見えるメディアや文化-

グラフィックデザインや工業製品デザインでは色彩を意識した表現や配色が必要です。
その時代の生活や文化、メディアによる流行などに左右されることもあります。
この体験講座ではグラフィクデザインの重要な要素である色彩を、「カラー表現演習（カラートーン）」例に、楽しみながら捉えてみます。

健康栄養 食物アレルギーについて考えてみよう
食物アレルギーについて知っていますか？最近は、卵、牛乳、クルミやアーモンドなどのナッツ類のアレルギーの患者さんが増えています。
保育所や学校給食でのアレルギー対応、加工食品のアレルギー表示はどのようになっているのか、一緒に考えてみましょう。

食物栄養
女性の健康と食生活
-食事バランスをチェックしてみよう-

今、若い女性の「やせ」が問題となっています。「やせ」がもたらす健康問題と女性の元気とキレイをつくる食と栄養について考えてみませんか？
簡単食事バランスチェックも行います。

食品開発
物質の溶解・濃度・比重
-セパレートティーを作ってみよう！-

物質が互いに混ざり合うことは、化学においても、日常生活においても、食品の開発においても大変重要な現象です。
ところが、比重の違う2種類の溶液をゆっくり加えると、混ざらずに2層に分かれてしまいます。物質の溶解や比重、水溶液の性質についてお話します。

人間福祉
いつでもどこでも日本の医療
-健康保険から考える-

日本では60年ほど前に、住民全員が健康保険に加入する仕組みが作られました。
お金の心配を余りせずに治療を受けられるようになりましたが、病気のせいで貧困に陥る人を減らす役割も果たしています。
世界的にも注目されているこの仕組みについて、学んでみましょう。

幼児教育 赤ちゃんは音楽が好き？
私たちはお母さんのお腹の中にいる時、お母さんの声をどのように聞いているのでしょう。話し声と歌の違いは何でしょう。
赤ちゃんが声でやりとりをし歌う姿、自分からアクションを起こすことで素材と音に出会っていく姿を映像を通して知ることで、
赤ちゃんと音楽の出会いについて考えます。

児童教育
セサミストリートが伝えたいこと
-多様性と公平性、インクルージョンの取組-

セサミストリートに登場する自閉症のキャラクター「ジュリア」を通して、自閉症の理解をはじめ、障がいばかりでなく一人一人の違いが、世界をより豊かにし、
美しい場所にすることを考えます。

心理 こころの健康ってなんだろう？
心の健康・心の病気とはなんでしょうか？体の健康や病気と違って、心はどこか謎めいていて、わかりにくいところがあります。心の健康・心の病気について「知る」
「わかる」手がかりを得ることで、あなた自身やあなたの周りの人たちを理解し、偏見や差別をなくし、サポートするのに役立ててもらえればと思います。

文芸文化
ムーミン谷のことばの秘密
-『たのしいムーミン一家』をテクストにして-

ムーミン谷の仲間たちはとても個性的。それぞれが多様性を認め合って生活しています。そんなムーミン谷の日常が描かれた『たのしいムーミン一家』。
読み手はキャラクターの個性を活かしたセリフに、人生を豊かに生きるヒントや自分らしく生きることの価値を見出します。
今回は言語学の視点から、セリフや物語の展開を考えてみましょう。普段意識しない日本語の「日本語らしさ」が見えてくるはずです。

社会情報
デザイン

マーケティングと商品開発
-マーケティングって何だろう-

ひとつの商品やサービスを売るにはどう工夫したらよいのかを、カップラーメンの事例から考えてみます。今まで知らなかった売れる仕組みをとらえて、
マーケティングのフィーリングを味わってみましょう。また、実際にゼミ生が商品開発した手帳のサンプルもご紹介します。

7/31
（日）

7/24
（日）
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日程 実施学科 タイトル 内　容

健康栄養
体育・スポーツとはなにか？
−その起原と定義に迫る−

今日、体育・スポーツという言葉は巷に溢れています。ほぼ毎日どこかで目にすると言っても過言ではないにもかかわらず、その根本的な定義やその成り立ちについて
考える機会は非常に少ない現状にあります。本講義は、まさに体育・スポーツとは一体何なのか？という根源的な問にフォーカスした内容です。
ぜひ、この機会に一緒に考えてみましょう！

食物栄養
赤ちゃんの食事ってどんなもの？
-離乳食について考えてみよう！-

「食べ物をかんで飲み込む」動作は、生まれながらに備わっているものではありません。
離乳食の内容と「食べる」ときの口の動きの関係について、一緒に考えてみましょう。

食品開発
炭水化物の応用とは
-食品のさまざまな機能性-

食品の機能性は、大きく3つの機能があると言われています。わたしたちが生命活動を維持するための機能、保湿・増粘・微生物の繁殖抑制などの機能、機能性食品に代表さ
れる体調を調節する機能、などがあります。身近な食品には、どんな機能性が秘められているのでしょうか、糖質を例にお話しします。

人間福祉
コミュニケーションスキルを磨こう
-より効果的な支援のために-

ケアワークにおける障がいのある方・認知症高齢者へのコミュニケーションについて考えてみましょう。伝言ゲーム（地図）、クロックポジション、交流分析（エゴグラム
等）等を用いて、コミュニケーション方法を学びます。
介護福祉の歴史を振り返り、ケアワークにおける障がいのある方・認知症高齢者へのコミュニケーションについて考えてみましょう。

幼児教育 熱中症と食中毒の予防 熱中症の予防と対応について動画で理解しましょう。また、食中毒の予防と手洗いについてを学び、手洗い歌を体験してみましょう。

児童教育 英語らしいリズムと発音を歌で
様々な時代のポピュラーソング・映画音楽など、英語学習に適した歌は多くあります。その中から、英語らしいリズムと音節感覚を練習できる歌を聴いて、
その音声を観察します。

心理 私たちの生活と人の発達
私たちの生活する中で登場する身近なキャラクターを通して，人の行動や言葉などの発達やその凹凸，表情やコミュニケーションの特徴や変化について洞察します。
また，家族関係や地域の中で，人と人がどのようなつながりをもってコミュニティ内で生きているかについてもみていきます。

文芸文化 多文化社会のインフルエンサー
ソーシャルメディアでは、「ちょっと変わった人たち」の活躍が目立ちませんか。テレビや大手の雑誌など「マスメディア」の「憧れの人物像」からは遠いように思われるイ
ンフルエンサーたちはなぜ今活躍する存在となれたのでしょうか。「自分のような見た目のセレブがいない」と、世の中が「理想」とする人たちとの違いに悩んだインフルエ
ンサーの声から、多文化社会における社会参加についてお話しします。SNSという身近なツールを話題に、インクルーシブ（包摂的）な社会とは何かを考える体験授業です。

社会情報
デザイン

みんなが欲しいものをどのように生み出すのか？
-「経営学」から見るこれからの社会とは-

社会情報デザイン学部において「経営学」を学ぶ意義や「イノベーション」の重要性を、身近な例を使って説明していきます。

食物栄養
ワクワクする管理栄養士活動をのぞいてみよう！
-仕事でも家庭でも使える栄養2.0とは-

栄養領域の学問は、日々進化を続けています。食と健康をつなぐ唯一の専門家として、もっと社会に技術を還元していくためにどうすればよいでしょう。
管理栄養士としてワクワクしながら取り組むための秘策を交え、これからの栄養管理活動（栄養2.0）について考えてみよう。

食品開発
つよい身体、優しいこころに美味しい食事とは？
-美・食・医と腸内環境〜免疫の機能について-

生涯のヘルスケアを実現するのは食です。感染症対策で注目される「免疫」も、腸内環境のサポートで維持され、日々身体を守っていることがわかってきました。
腸内フローラは長年親しんだ食文化に応じて形成されたものです。健全な加齢とは？ 心にも美味しい食事とは？ 免疫の測り方も学びながら理想的な食を考えてみましょう。

人間福祉
公務員になりませんか
-実績のある人間福祉学科で、福祉専門職の公務員を
目指そう！！-

児童虐待や生活困窮者の増加により、児童相談所や福祉事務所等の福祉行政機関で働く福祉専門職の公務員が求められています。
また、現場での実践を活かして、行政計画の策定や事業実施に取り組む福祉人材が必要です。
本学科では、3年前より公務員試験対策を開始し、高い合格率、合格者を輩出してきました。その方法、取り組みについてお話します。

幼児教育 子どもと歩む面白さ、素晴らしさ 子どもの遊びからみる、子どもの育ちを通して、子どもと歩む面白さ、素晴らしさを一緒に感じて、考えてみましょう。

児童教育 音楽の授業づくり
小学校の音楽の教科書に取り上げられている作品「ペールギュント」（グリーグ作曲）を、物語の場面を想像しながら鑑賞します。
体を使って音楽の構成を把握して味わい、クラスで交流できる授業の例を紹介します。

心理 コミュニケーションと心理学
皆さんはコミュニケーションが得意ですか？それとも不得意でしょうか？　コミュニケーションは、会話やお喋りのことでしょうか？
それとも人間関係のことでしょうか？　この体験授業では、心理学の視点から、コミュニケーションという活動、この活動を支えている精神活動について、
理解してもらうことを目指します。

文芸文化
異界のはなし
-「バカ世界地図」を使いながら-

異世界が神秘的なのも、隣の学校の学区域に遊びに行くときに緊張するのも、同じ感性の働きによるものです。夜中にシャンプーしているとき、あなたの背後に誰かの
気配を感じれば、そこは異界の入口。 想像は無限に広がりますが、ちょっと待ってください！あなたのその空想、リアルに当てはめると、とんだ国際問題に発展するかも
しれません。世界地図に描き込まれたファンタジーを読み解きながら、社会と向き合う教養の大切さについて学んでいきます。

社会情報
デザイン

データサイエンス　はじめの一歩
インターネットの普及などにより膨大なデータが容易に入手できる今日、データから役に立つ「情報」を読み取る技術＝データサイエンスに注目が集まっています。
本講座では難しい理論は抜きにして基本的な解析手法を体験していただきます。活用事例も紹介するので、データサイエンスの便利さや可能性にふれることができます。

8/27
（土）

8/28
（日）
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日程 実施学科 タイトル 内　容

食物栄養 ご飯のおいしさってなんだろう？ お米を炊飯するときに、米の内部で何が起こっているのか、を学び、ご飯をおいしく炊くコツを考えてみましょう。

食品開発
食品加工の科学を体験！
-色々な食品の固まる不思議-

加工食品の製造には、沢山の科学が詰まっています。本講座では、「色々な食品の固まる不思議」をテーマに、チーズ、豆腐、プリン、人工いくらなどの
凝固の原理を解説します。また、実際に色々な食品加工技術を使って、牛乳、豆乳等の液体を固める体験をしてみましょう！

人間福祉 心のバリアフリーについて学ぼう

障がいのある人や高齢の人、子どもから大人までだれもが笑顔で毎日を過ごしたいものです。
生活に困難を抱えている方々の「バリア」について考えてみましょう。
わたしたち一人ひとりの意識で、なくせるバリアもあります。
身近なバリアを知ることで、安心して生活できる社会について一緒に学びましょう。

幼児教育 子どもと身体表現
身体表現って、何だろう？本講座ではまず、皆さんの身近にある身体表現を紹介しながら、身体表現についてお話します。
その上で、子どもと身体表現について考えたいと思います。

児童教育 「詩」に触れてみよう
山村暮鳥「雲」、谷川俊太郎「かっぱ」、工藤直子「あいさつ」など、日本を代表する詩人がつくった作品を読み味わいます。
小学生が楽しみながら学べるような、授業の進め方を紹介します。

心理
血液型と性格に関係はあるの？
-ステレオタイプの心理学-

「あなた几帳面だね～A型？」、「私O型だから大雑把なんだよね」なんて会話を耳にすることがありますね。
実際には血液型と性格に関連があるという証拠はないのですが、なんとなく関係があるように思えてしまうことが確かにあります。血液型によって特徴的な性格が
あるという思い込みのことを「血液型ステレオタイプ」とよびます。なぜ関係があるように思えてしまうのか、その理由を考えながらステレオタイプについてお話しします。

文芸文化 猫の文化史
近年のコロナ禍で、猫を飼う人が増えているそうですが、猫ブームは1000年前の平安時代にもありました。
猫を溺愛する天皇の記録や猫がきっかけで進展する恋物語などが残されています。その一方、中世には猫又という妖怪も現れ人々に怖がられました。
この授業では、古記録や文学に記された、可愛いけれど怪しげな面も持つ魅力的な猫たちの姿をたどり、日本人と猫との関わりについて考えます。

社会情報
デザイン

新入生必修科目「コミュニケーション演習」とは？
必修科目である「コミュニケーション演習」の内容を実際の動画を交えて説明します
毎日（月～金）40分、計60回の、外国人講師との授業を通して、英語をコミュニケーションの道具として使えるようにしましょう。

食品開発
3Dフードプリンターで新しい調理法に
チャレンジしてみよう！

食のデジタル化の重要機器として期待されている３Ｄフードプリンターにて実際に食材を出力・造形を体験します。３Ｄフードプリンターの現状と課題を説明して、
近未来の期待される利用方法についてお話します。

人間福祉 支援とは何だろう？
人を支援することとはどのようなことなのか。
障がいや加齢によって生活のしづらい人たちの状況を理解しながら、支援についていろいろな面から、考えてみましょう。

幼児教育 あかちゃんの不思議な世界 あかちゃんは能動的でたくましい存在です。赤ちゃん自身が周囲の環境に働きかけながら育つことの意味について考えてみましょう。

児童教育 葉脈標本（スケルトンリーフ）綺麗なしおりを作ろう！
小・中学校の理科の授業で、植物体内の水や養分の通り道を学習します。この講座では、葉脈標本作りを通して、水や養分の通り道を体験的に学びます。
最終的に葉脈標本を着色し、綺麗なしおりに仕上げます。身近な葉っぱが大変身！植物への興味が湧く体験講座です。

文芸文化 検討中 検討中

社会情報
デザイン

ライフサイクルとライフコース 結婚、出産、子どもの独立などに年齢的パターンが見られるライフサイクルが揺らぎ、ライフコースとして捉える必要があることを説明する。

9/11
（日）

10/2
（日）
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日程 実施学科 タイトル 内　容

健康栄養 スポーツビジネス入門
スポーツをみる、する、ささえるという観点から、させる側の論理を解説します。スポーツ立国宣言を行った日本において、そのスキームにメスを入れて
新しいスポーツ側面を一緒に学びましょう！

食物栄養
SDGｓ地球にやさしいエコクッキング
-未来の食卓が変わる-

家庭でできる地球にやさしいエコクッキング。
調理法や調理器具を工夫して、環境に配慮した料理を作りましょう！さらに、注目の新食材も続々登場！
未来の食卓が変わるかも！？

食品開発
炭水化物の応用とは
-食品のさまざまな機能性-

食品の機能性は、大きく3つの機能があると言われています。わたしたちが生命活動を維持するための機能、保湿・増粘・微生物の繁殖抑制などの機能、機能性食品に
代表される体調を調節する機能、などがあります。身近な食品には、どんな機能性が秘められているのでしょうか、糖質を例にお話しします。

人間福祉
子どもの世界に触れてみよう。
-歌って動いて楽しい表現遊び♪-

幼児期の子どもの表現遊びを実際に体験してみましょう。
手遊び・歌遊び、音楽や身体を使った遊びなどを通して、子どもは何を感じ、体験しているのかを考えたり、先輩たちが作った教材の発表を見ながら、
保育者はどんな役割を担っているのかを考えたりします。

幼児教育
乳児の生活と援助
-「抱っこ」の意味を考える-

大人が子どもを「抱っこ」する行為は、大人と子どもにとってどういう意味を持つのか一緒に考えてみましょう。

児童教育
17段目の数の秘密
-不思議な数の世界-

１桁のたし算ができれば、誰もが算数・数学の楽しさや面白さを味わうことができる題材です。
問題の解決を通して、順に考えることや工夫して計算すること、結果を振り返ることの大切さに気付かせたい。

文芸文化 ＳＤＧsと日本の方言 日本にはユネスコから"危機言語"指定された言語が数多く存在します。この言語としての絶滅危惧種の実態と、言語の多様性と持続可能な文化について考えます。

社会情報
デザイン

炎上について考えよう
-被害を最小限にする方法-

インターネット上で非難・批判が殺到するいわゆる炎上が社会に大きな影響を与えるようになっています。
なぜ炎上は起こるのか、その影響は何か、対処法はあるのかなどを炎上の事例などを取り上げながら考えてみましょう。

12/４
（日）
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