
2021年8月9日(月)オープンキャンパス　体験授業内容（7月29日現在）

学部・科 担当者 時間帯 テーマ 内容

丸田　直美 午前 ウエディングドレスにつなげる人間工学
卒業制作の一つであるウエディングドレスですが、1年生からの
人間工学的知識を積み重ねることで、完成に至っています。服作
りに必要な人間工学とはどんなものなのか紹介します。

前田　亜紀 午後 夏の涼しい着こなし術
涼しい着こなしで少しサスティナブル。風をまとう。
 着ごこちよくするにはどうしたらよいか解説します。

食物栄養学科 近堂　知子 午前・午後 澱粉の調理性

よく家庭で使用される片栗粉の代わりにコーンスターチを使って
も、片栗粉のようなとろみは得られません。澱粉各々には固有の
特徴があり、その特徴を活かし様々な食品に使われています。本
講義では、動画で「くずきりの作り方」も見ていただきます。

児童学科 木村　秀 午前・午後 「ペアレント・トレーニング」適切な養育技術について
ペアレンティングとは、大人が子どもを養育する際に、必要な知
識やスキルです。子育て支援の場でも使われているペアレント・

トレーニングについて学びます。

國分　建志 午前 李信と信─『史記』から『キングダム』へ

漫画『キングダム』の主人公・信は，司馬遷の歴史書『史記』に
記された李信という武将がモデルになっています。漫画の信は天
下の大将軍を目指す熱い若者ですが，この人物像は『史記』の李
信からどのように生まれたのでしょうか。

北村　弥生 午後

国際学部 上田　美和 午前・午後 共立国際のルーツを探る
共立の国際学部は創立30周年を迎えました。でも本学部のルーツ
はもっと昔の歴史にあるのです。江戸時代から近代の古地図を見
比べながら探ってみよう。

看護学部 杉本・西村・山本 午前・午後 はじめてまなぶ糖尿病看護

専門看護師の資格をもつ教員によるアタマとカラダを使って学ぶ
糖尿病看護の授業です。糖尿病の悪化を防ぐための食事と運動に
ついて、”はじめてまなぶ糖尿病看護”の授業を体験してみません
か？

ビジネス学部 野沢　誠治 午前・午後
お客様は何にお金を支払うのか？
～ブランドの視点から～

皆さんも経験があると思いますが、商品を買うとき、他の安い商品が
あっても、高くても好きな商品（ブランド）を買うことがあります。な
ぜ高くても買うのでしょうか。何にお金を支払っているのでしょうか。
事例をみながら一緒に考えてみましょう。

豊島　昇 午前 世界に広がる日本食�～タイの事例～
「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されて、ますます世界の
人々から日本食が注目を集めています。世界の人々に人気がある
日本食や日本文化について考えてみましょう。

日本文学・表現
コース　高橋　修

午前・午後 『楢山節考』の世界像

年老いた父母を山に捨てるという棄老伝説を題材にした、深沢七郎の
『楢山節考』（1956年）を取り上げます。
新潮文庫のキャッチコピーによれば、「人間の矜持（誇り）と 生と死
の尊厳を極限まで問う」とされるこの物語は、いかなるコスモロジーを
もとに描かれているのかを、みなさんと考えてみます。

英語コース
鶴田　達成

午前・午後 英語の助動詞の感覚を学ぼう

英語の助動詞の中には、日本語訳は同じになるけどネイティブス
ピーカーは異なる意味合いで使い分けているものがあります。助
動詞の微妙なニュアンスの違いを知って、ネイティブスピーカー
の感覚に近づきましょう。

心理学コース
上淵　真理江

午前 カウンセリングの現場を知ろう～心理テストもあるよ～
うつ病、統合失調症、多重人格、過食・拒食、パニック障害のカ
ウンセリングについて知ろう。

心理学コース
上淵　真理江

午後
公認心理師の教員とアートセラピーを体験しよう～授業
「アートと心理」の入門～

はがきコラージュのアートの癒しを体験して頂きます。材料はご
用意致しますのでヒーリング音楽の中でお楽しみください。奮っ
てご参加くださいませ。

堀岡　勝 午後 PowerPointで簡単！イラスト作成テクニック

PowerPointはプレゼンテーション用アプリとして知られています
が、描画ツールを組み合わせることで、様々なイラストを作成す
ることができます。図形の編集機能を駆使して、本格的なイラス
ト作成に挑戦してみましょう。

午前・午後 「まちづくり」とは
「まち」についてそのでき方の歴史や日本と他国のまちに対する
考え方の違いを調べ、これからの私たちの身の回りのまちについ
て考えていきます。

山下　幸助

田中　裕子 午前・午後 情報やメッセージを魅力的に伝えるグラフィックデザイン

グラフィックデザインは、コミュニケーションにおける視覚的効
果を担い、重要な役割を果たしています。日々のくらしに存在す
る様々なグラフィックデザインを解説します。

被服学科

建築・デザイン学科
建築コース

建築・デザイン学科
デザインコース

生活科学科
3コース共通

文科

文芸学部



2021年8月10日(火)オープンキャンパス　体験授業内容（7月29日現在）

学部・科 担当者 時間帯 テーマ 内容

宮武　恵子 午後
個性を活かしたファッションコーディネート
～振袖ドレスのスタイリングショー～

レンタル市場で不要になったドレスと振袖を使って、
新しいスタイルを創ります。着用の仕方を工夫すれ
ば、自分だけしかできないコーディネートができま
す。今の時代のファッションを楽しむ方法を提案しま
す。在学生によるファッションスタイリングショーを

食物栄養学科 木下　伊規子 午前・午後 クックチルシステム・真空調理について

特定給食施設で利用されているクックチルシステムに
は真空調理があります。
真空調理は、衛生管理が徹底できる、軟らかく仕上が
る、味がしみこみやすいなどの利点があります。本講
義ではこの真空調理の特徴について解説します。

児童学科 渡部　直 午前・午後 「にじみ絵」を使った「見立て」

「雲の形がクジラに見える」そのような経験を誰しも
したことがあるのではないかと思います。とりとめも
ない形や模様、色が、何か一つのまとまりのあるもの
に見えるこの過程には、見る人の経験や感性が大きく
作用しています。 幼児・児童造形においても「何かに
見立てる」活動は様々な形で行われていますが、 今回
は「にじみ絵」を使った見立ての活動を行ってみたい
と思います。

大島　十二愛 午前
メディア文化入門ー絵本・CMのビジュアルイメージとステ
レオタイプ

私たちが何気なく想像する「○○らしさ」の根底に
は、どんな潜在的なイメージが影響しているのでしょ
うか？いくつかの特徴的なCMや絵本を例に、その中に
埋め込まれているステレオタイプについて、皆さんと
一緒に探ってゆきたいと思います。

遠藤　耕太郎 午後 富士山は晴れていたのかな

「田子の浦ゆ　うち出てみれば　ま白にそ　富士の高
嶺に　雪は降りける」（山部赤人）。百人一首にもと
られている、有名な富士山の歌です。ところで、この
富士山、どんな様子なのでしょうか。晴れてる？雪が
降ってる？噴火してる？最新の研究を踏まえて、考え
てみましょう。

国際学部 佐原　彩子 午前・午後 移民の国アメリカ

アメリカはしばしば移民の国と呼ばれ、その移民・難
民受け入れは日本とは大きく異なります。日米での大
きな違いがあるその特徴や制度を通して、アメリカ社
会の一面を学びましょう。

看護学部 柏崎・長崎 午前・午後
小児看護で使う医療用具を使ってみよう~技術演習体験~は
じめてまなぶ糖尿病看護

ひとくちに「子ども」といっても乳児から思春期まで
幅広いです。小児看護では子どもの発達段階に合わせ
てケアを変える必要があります。その方法を学ぶのが
技術演習です。みなさんも、看護学生になったつもり
で体験してみましょう。専門看護師の資格をもつ教員
によるアタマとカラダを使って学ぶ糖尿病看護の授業
です。糖尿病の悪化を防ぐための食事と運動につい
て、“はじめてまなぶ糖尿病看護”の授業を体験してみま

ビジネス学部 荒井　弘毅 午前・午後 大学ってどんなところ？

皆さんも経験があると思いますが、商品を買うとき、他の安
い商品があっても、高くても好きな商品（ブランド）を買う
ことがあります。なぜ高くても買うのでしょうか。何にお金
を支払っているのでしょうか。事例をみながら一緒に考えて
みましょう。大学になぜいくのか、そこで何を学ぶのか、高
校までとは何が違うのか、その違いを知って、あなた方一人
ひとりは大学で何をしなければならないのかを考えてみよ
う。

中西　朋子 午前 生活と健康～女性の健康について考える～

ある調査によると、女性の9割がダイエットを経験し、
ダイエットのために「食事制限」をしているそうで
す。でも、痩せすぎるとかえって病気になる事もあり
ます。女性の健康と食事について考えていきましょ

日本文学・表現
コース　咲本　英恵

午前・午後 『源氏物語』を読む　～純愛ってなんだろう？～

恋愛は、古くから文学の大きなテーマのひとつです。
でも、理想的な恋愛っていつの時代も同じなのでしょ
うか。『源氏物語』を通して、日本人の恋愛観につい
て考えてみましょう（現代語訳や漫画を扱います）。

英語コース
西村　厚子

午前・午後 英語音声学：ネイティヴ・スピーカーの発音に近づこう

「連結」「脱落」「強弱のリズム」など、英語音声学
の基礎知識をふまえて、英語らしい発音に近づけるた
めのコツを紹介します。歌や早口言葉を使って楽しく
実践してみましょう。

心理学コース
一前　春子

午前・午後 発達心理学―心を研究するとは？

発達心理学は、人間の誕生から死までの認知的・社会
的・情動的な変化を対象とする分野です。発達心理学
の研究で用いられる研究手法に触れながら、これまで
に蓄積されてきた知見を紹介します。

ワードやエクセル、パワポは当たり前の今、ビジネス
分野ではAdobe Acrobatの活用が必須です。pdfデータ

PCアプリ体験～Acrobatで使いこなすpdfの活用法午後三井　直樹

生活科学科
3コース共通

文科

建築・デザイン学科
デザインコース

石田　和人 午前・午後 くらしを楽しみ工夫するデザイン
デザインって何？色や形？ファッション？インテリ
ア？聞いた事あるけど、意外と知らない様々なデザイ

文芸学部

被服学科

建築・デザイン学科
建築コース

稲葉　唯史 午前・午後 住生活と住空間
「まち」についてそのでき方の歴史や日本と他国のま
ちに対する考え方の違いを調べ、これからの私たちの



2021年8月21日()オープンキャンパス　体験授業内容（7月29日現在）

学部・科 担当者 時間帯 テーマ 内容

丸田　直美 午前 3D技術で考える服作り研究
体型研究から着装評価まで3D技術でできてしまう時代で
す。最近の3D服作り研究の一部を紹介します。

村瀬　浩貴
丸田　直美
宮武　恵子
古川　貴雄
田中　淑江

午後
卒業制作ファッションショー
～制作・発表までのプロセス～

4研究室で取り組むファッションショーは、それぞれの
研究室の専門性を活かした作品発表の場です。制作プロ
セスの解説、ショーの実演を通して、本学科の特徴を体
感していただきます。

食物栄養学科
伊藤　裕才
川上　浩

午前・午後 お腹に棲んでる“腸内細菌”の話

人体を構成する細胞の数は37兆個ですが、その数倍の
200兆個もの微生物（1000種類以上）が消化管の中に棲
んでいます。皆さんの体重が50kgであれば、その内1.5
kgは微生物の重さです。いったい微生物は何をしている
のでしょうか？

児童学科 境　愛一郎 午前・午後 遊びを通した学びを支える

子どもにとって遊びとは、自身が生きる世界をあの手こ
の手で探求していく重要な活動です。保育の現場で日々
繰り広げられる豊かな遊びとそれを支える保育者の実践
知を、具体的な事例を通して紹介します。

杉村　使乃 午前 プーさんの森で文化研究

ディズニーでも人気のキャラクター『くまのプーさん』
を取り上げ、そこに描かれるイギリス文化について考え
ます。プーさんと仲間たちが住む100エーカーの森の奥
深くに踏み込み、カワイイだけではない面白さをご紹介
します。

堀　新 午後 ガリヴァーがみた江戸時代

スイフト『ガリヴァー旅行記』は小人国や巨人国への探
検を描いた児童文学として有名です。実はガリヴァー最
後の探検場所は日本です。ガリヴァーには江戸時代の日
本はどう映ったのでしょうか？　そして本当の江戸時代
の姿はどうだったのでしょうか？

国際学部 辻山　ゆき子 午前・午後 フランスの外国人

フランスは多くの外国人を受け入れてきたが、現代はそ
の統合が難しい。例えば2015年から2016年には大規模
テロが続き、実行犯の多くはムスリム移民2世だった。
授業では移民出身者の統合について考える。

看護学部
渡邊　敦子
後藤　恭平
吉田　雅也

午前・午後 うつ病とメンタルヘルスリテラシー

うつ病などの精神の病気や不調は、自分では気づきにく
いために、適切な医療を受けるまでに時間がかかってし
まうことがあるために、必要な知識を、チェックリスト
を通して学ぶ。

ビジネス学部
岩城　奈津
森　理宇子

午前 リーダーシップを高める！プロジェクト型学習への招待

ビジネス学部では企業の課題にグループで取り組む
PBL*を通じて、全員発揮のリーダーシップ開発に取り
組みます。全35チームの中から選ばれたチームが、提案
内容と活動プロセス、乗り越えた困難などをわかりやす
くご紹介します。体験談を聞きながら、大学ならではの
学びについて一緒に理解を深めましょう。

福澤　恵二 午後 自分の会社を立ち上げて、成績表をつくってみよう

あなたはアルバイトなどで貯めたお金を元手に会社を設
立しました。あなたの会社の成績にどんな人が関心をも
つのか、どんな成績表をつくればいいのか考えてみま
しょう。

メディア社会コース
三井　直樹

午前 デジタルデザイン体験～Illustratorでつくるビジネスカード

デジタルデザインの基礎、Illustrator（イラスレー
ター）でビジネスカード（名刺）の配色を行い、実際に
印刷したカードを差し上げます。本格的なグラフィック
アプリの魅力を体験してみましょう。

生活デザインコース
山口　庸子

午後 生活デザインとファッションコーディネーション

コーディネートに欠かせない色のイメージや心理的効
果、トーン表示を学びながら、Photoshopを使って季節
やTPOを意識したファッションコーディネートを体験し
てみましょう！

日本文学・表現
コース　高橋　修

午前・午後 『楢山節考』の世界像

年老いた父母を山に捨てるという棄老伝説を題材にし
た、深沢七郎の『楢山節考』（1956年）を取り上げま
す。新潮文庫のキャッチコピーによれば、「人間の矜持
（誇り）と 生と死の尊厳を極限まで問う」とされるこの
物語は、いかなるコスモロジーをもとに描かれているの
かを、みなさんと考えてみます。

英語コース
西村　厚子

午前・午後 英語音声学：ネイティヴ・スピーカーの発音に近づこう

「連絡」「脱落」「強弱のリズム」など、英語音声学の
基礎知識をふまえて、英語らしい発音に近づけるための
コツを紹介します。歌や早口言葉を使って楽しく実践し
てみましょう。

心理学コース
上淵　真理江

午前 カウンセリングの現場を知ろう～心理テストもあるよ～
うつ病、統合失調症、多重人格、過食・拒食、パニック
障害のカウンセリングについて知ろう

心理学コース
上淵　真理江

午後 公認心理士の教員とアートセラピーを体験しよう～授業「アートと心理」の入門～
はがきコラージュのアートの癒しを体験して頂きます。
材料はご用意致しますのでヒーリング音楽の中でお楽し
みください。奮ってご参加くださいませ。

小さな家は住まい方をサポートする“しかけ”がとても重
要です。“しかけ”により空間は何倍にも広がり魅力ある

被服学科

建築・デザイン学科
建築コース

堀　啓二 午前・午後 小さな家の魅力

毎日欠かせない食事。病気に負けない体を作るために
は、バランスよく食べることが必要です。そもそも「バ
ランスのいい食事」って何でしょうか。皆さんは「バラ
ンスよく」食事をしていますか？一緒に考えてみましょ

う。

文科

建築・デザイン学科
デザインコース

石田　和人 午前・午後 くらしを楽しみ工夫するデザイン

生活科学科
3コース共通

食・健康コース
中西　朋子

午後 生活と健康～「バランスのよい食事」を考える～

デザインって何？色や形？ファッション？インテリア？
聞いた事あるけど、意外と知らない様々なデザインを解

文芸学部
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