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SHIKOKU UNIVERSITY │ OPEN CAMPUS 2021

4.24
sat

第1回

6.13
sun

第2回

7.11
sun

第3回

8.1
sun

第4回

8.21
sat

第5回

9.12
sun

第6回

OPEN
CAMPUS
2021

開催時間／10:00-16:00

文学部
日本文学科
書道文化学科
国際文化学科

経営情報学部
経営情報学科
メディア情報学科

看護学部
看護学科

短期大学部
ビジネス・コミュニケーション科
人間健康科（食物栄養専攻・介護福祉専攻）
幼児教育保育科 ／ 音楽科

（※） 令和4年4月より「管理栄養士養成課程」から
 学科名変更予定。

生活科学部
人間生活科学科
健康栄養学科（※）

児童学科

10：00～15：50

11：00～11：45

11：50～13：00

13：10～15：30

13：10～15：00

10：00～10：50／11：50～13：10／
15：00～15：50

10：00～15：50

10：00～15：50
（7/11、8/1、8/21、9/12のみ）

12：20～13：00

10：00～15：50

12：00～13：00／15：30～15：50

16：0015：0014：0013：0012：0011：0010：00

10：00～10：50／11：50～13：10／
15：00～15：50

※入試相談コーナーでは、「分野別入試」「社会人入試」などあらゆる入試に関する相談を受け付けています。
※都合によりスケジュールが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

各
種
イ
ベ
ン
ト

受付・総合案内

オープニングオリエンテーション

ランチ体験

学内施設見学・スタンプラリー

学科・専攻別説明会／模擬授業

保護者説明会（終了後キャンパスツアー）

大学生活相談コーナー

学科相談コーナー

クラブ活動展示コーナー

学科展示コーナー

クラブアトラクション

ドリンクコーナー

大学生とのフリートーク

タイムスケジュール

10：00～10：50／11：50～13：10／
15：00～15：50入試相談コーナー

10：00～10：50／11：50～13：10／
15：00～15：50

受　付
10:00～

クラブアトラクション
12:20～13:00

学科・専攻別説明会
模 擬 授 業

保護者説明会
（終了後キャンパスツアー）

13:10～15:00

オープニングオリエンテーション
11:00～11:45

大学生活相談コーナー
学科相談コーナー

10:00～10:50/11:50～13:10
15:00～15:50

ランチ体験
昼食をご用意していますのでご利用ください。

11:50～13:00

JR丸亀駅
7:45

JR坂出駅
8:05

JR高松駅（バスターミナル14番のりば）
8:50

おおかわバス津田車庫前
9:30

JR三本松駅
9:55

本学
10:40

1 香川コース

>> >> >> >>
高速道

>>

川島合同庁舎駐車場
8:50

JR鴨島駅
9:10

名西高校
9:40

板野高校
10:10

本学
10:40

6 徳島県央コース
>> >>>>>>

本学
10:40

JR阿波池田駅
8:25

JR辻駅
8:40

道の駅貞光
9:05

JR穴吹駅
9:20

ショッピングプラザアワーズ前
9:35

セブンイレブン市場町香美店前
9:45

セブンイレブン阿波土成町店前
9:55

5 徳島県西北コース

>> >>>>>> >>>>>>

阿南商工会議所前
9:20

本学
10:40

JR阿波海南駅
8:00

JR牟岐駅
8:15

道の駅日和佐（産直館前）
8:35

新野徳銀キャッシュコーナー
（ローソン南側）8:55

JR桑野駅
9:00

富岡西高校バス停
9:25

JR南小松島駅
9:55

小松島西高校前
10:05

4 徳島県南コース

>>>>>>>>>>>>

>> >> >>

本学
10:40

JR高知駅北側
8:10

道の駅南国
8:40

大豊インター出口（川口分岐バス停）
9:00

吉野川オアシス
9:40

3 高知コース
高速道

>>
高速道

>>
高速道

>>>>

送迎バス  運行スケジュール ※各コースとも乗車申込者のいない場所には停車しません。

2 松山コース
JR松山駅
7:40

JR新居浜駅
8:50

松山インター口バス停
7:55

三島川之江インター
9:20

本学
10:40

高速道

>>
高速道

>>
高速道

>>>>

参加申し込みについて

7 ［A］洲本・鳴門コース（※8/1［日］は運行しません）

［B］明石・鳴門コース（※8/1［日］のみ運行します）
［B］JR明石駅（明石公園側入口）

8:10
津名一宮IC入口
9:00

洲本IC入口
9:10

甍公園
9:25

JR鳴門駅
9:55

本学
10:40>>

鳴門渦潮高校前
10:00

ヤマダ電機松茂店前
10:10>> >>

高速道

>>
高速道

>>
高速道

>>
高速道

>>

［A］洲本バスセンター
8:35

JR鳴門駅
9:55

甍公園
9:30

ローソン洲本インター店前
8:45

南あわじ市役所
9:15

本学
10:40>>

鳴門渦潮高校前
10:00

ヤマダ電機松茂店前
10:10>>>> >> >> >>>>

高速道

ホームページまたは電話のいずれかの方法で、お申し込みください。
氏名、高校名、希望学科をご連絡ください。
参加希望日の直前の金曜日17：00までにお申し込みください。
参加希望日の直前の木曜日17：00までにホームページまたは電話でお申し込みください。
安全・安心な送迎のため、事前登録が必要です。（運行スケジュールを参考にしてください。）
［帰り］乗車予定の方の集合により、15：50～16：00の間に発車します。

申し込み方法

申し込み内容

申し込み締め切り

送迎バスの利用

申し込みは不要です。（徳島駅西・四国大学交流プラザから四国大学まで運行します。）
［行き］四国大学交流プラザ発 9：50、10：20　［帰り］16：00　

スクールバスの利用

〒771-1192 徳島市応神町古川　四国大学 広報課
     0120-65-9906（平日9:00～17:00）
URL  https://shikoku-u.ac.jp/admissions/opencampus/

お申し込み先
13:10～15:30



大学  学科別説明会／模擬授業
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短期大学部  学科・専攻別説明会／模擬授業
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怒りのツボって何？
～アンガーマネジメント～

このお店、
もうかっているかな？

こんな時、どう応対する？
～様々な職場での応対～

贈答から防災まで
―風呂敷の活用法

「そんなに怒らなくてもい
いのに」と思っても、怒り
を感じる度合いやツボは
人それぞれに違います。
怒りの気持ちを理解し、
コントロールしましょう。

お店の状況を知るために
は簿記や会計の知識を
使います。簿記会計を使
いながら、もうかっている
かどうか何を見て判断す
るか考えてみましょう。

あなたなら、どのように応
対しますか？公務員とし
て役所の窓口で。医療事
務職員として病院の受付
で。企業の営業職として。
体験してみましょう。

看
護
学
科

健
康
栄
養
学
科

※

人
間
生
活
科
学
科

児
童
学
科

風呂敷には、包む・贈る・
飾ることにより暮らしを
豊かにする魅力がありま
す。さまざまな使い方を学
び、エコライフを楽しみま
しょう。

伝えるチカラ
～カタカナはナシヨ～
私たちが毎日使っている
カタカナが、もし使えなく
なったら・・・相手に伝え
ることの難しさとコツを、
カードゲームを使って体
験してみましょう。

身近なものでできる
遊ビリテーション

これが正しい
感染対策！

色からわかる人のこころ
～色が暮らしにもたらす効果～

福祉の仕事について

介護に役立つ遊ビリテー
ションについて、身近なも
のを使って一緒にやって
みましょう。

根拠に基づいた、正しい
「手洗い」と「マスク着脱」
の方法を学んで、感染症
を予防しましょう。

あなたの好きな色は何色
ですか？色のもつ意味と
介護について一緒に考え
てみましょう。新しい発見
があると思います。

「福祉の仕事は大変」と
いわれますが、いくつかの
福祉の仕事を紹介して、
「福祉の仕事の楽しさ」を
知ってもらいます。

「五感で感じる食事の方法～高齢者の
方がおいしく食事を味わうには？～」
食事をおこなう際、「おい
しい」と感じるのは味（味
覚）だけでしょうか？食
事をおこなう際に大切な
ことについて考えてみま
しょう。

リズムで遊ぼう 絵本「3匹のこぶた」から
学ぶ子どもの見方

自分の大切さとともに
他の人の大切さを認めること

絵本からみる
子どもの世界

手拍子を使って「ケチャ」
を楽しみながら、リズムを
感じたり、他者と一緒に
合わせることで広がる音
の厚みを感じたりしま
しょう。

「3匹のこぶた」を題材と
して、様々な角度から、子
どもの性格を判断するこ
との大切さを学びます。
キーワードは「常識を疑
う」です。

ランキング型の参加型人
権学習を通して、自分の
大切さとともに他の人の
大切さを認めることにつ
いて考えます。

子どもは絵本が大好きで
す！絵本は子どもだけで
なく、大人にとっても、子
どもの発達や世界を理解
するため、成長や保育に
繋げるために大切なもの
です。物語りを味わうだ
けでなく、いろいろな視
点で絵本の魅力を学びま
しょう。

児童虐待と
発達障がい
原因が異なるにも関わら
ず、「被虐待児」と「発達
障がい児」にはよく似た
特徴が見られる。児童虐
待と発達障がいの関係や
違いについて考えます。

レッスンを体験しよう レッスンを体験しようレッスンを体験しようレッスンを体験しよう

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

管・弦楽器クリニック

吹奏楽部やオーケストラ
部の高校生を対象に、専
門教員によるグループ
レッスンを行います。
（フルート・クラリネット・
サクソフォーン・トラン
ペット・ホルン・トロン
ボーン・ユーフォニアム・
チューバ・コントラバス）

炭酸飲料をつくってみよう
（体験学習を含む）

パンを科学する
（体験学習を含む）

強炭酸や微炭酸とラベル
に書かれてある炭酸飲料
を見かけることがありま
すが、どういった違いがあ
るのでしょうか。実際に炭
酸はちみつレモンを楽し
く手作りして理解を深め
ましょう。

パンは、小麦粉を捏ねて
形成されるグルテンの網
目構造と酵母の発酵とい
う自然の力を利用した発
酵食品です。小麦粉の種
類によって、パンの出来
上がりにどのような違い
があるのかを体験します。

季節のフルーツを使って、
フルーツ大福を作ります。
大福餅のやわらかい食感
は、使用する粉に含まれ
ているでんぷんの構造に
秘密があります。もち米を
原料とした白玉粉、うるち
米を原料とした上新粉を
使用し、どちらの粉が大
福に適しているのかを体
験します。

寒天とゼラチンを使って
フルーツゼリーを作りま
す。パイナップルやキウイ
などは、タンパク質分解
酵素を持っています。フ
ルーツが持つタンパク質
分解酵素と、酵素を失活
させた場合のゼリーへの
影響を検討します。

ドリンク中のビタミンを検出する
（体験学習を含む）
体の機能を維持する微
量栄養素であるビタミン
は、不足すると体に様々
な悪影響を引き起こしま
す。本授業では、市販さ
れているドリンク中に含
まれるビタミンBを検出
します。

公認心理師コース希望者対象：
警察の仕事で使われる心理学について

デザインコース希望者対象：
パーソナルカラー（自分色を見つけよう）

デザインコース希望者対象：
阿波藍とは

心理・養護コース希望者対象:
学校での健康診断

公認心理師コース希望者対象：
公認心理師を目指すには

この授業では、うそ発見
器と呼ばれるポリグラフ
検査、犯人を探すプロ
ファイリング、犯罪被害者
支援など警察で活用され
る心理学についてお話を
します。

心理・養護コース希望者対象：
笑顔が増えるコミュニケーションワーク
保健室を安心な場にする
ために養護教諭に求めら
れることとは何か、ワーク
を通してカウンセリングマ
インドや自身のメンタル
ケアの必要性について考
えます。

色彩学の基礎を学び、数
十枚の色ケントを使用し
自分に似合う色を見つけ
出します。

「阿波藍」とは何かについ
て、簡単に歴史をふりか
えりながら解説します。ハ
ンカチを染める藍染体験
も行います。

学校で毎年定期に行って
いる、健康診断の目的や
意義について解説しま
す。いくつかの検査項目も
実際に行います。

2018年から初の心理分
野の国家資格、公認心理
師の認定がはじまり、本
学科では公認心理師コー
スが開設されました。この
講座では高校生の皆さん
がどうすれば公認心理師
になれるかを分かりやす
く解説します。

教育・保育現場で役立つ体験
－健康・スポーツ学、理科教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－発達心理学、社会科教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－幼児教育学、算数科、特別支援教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－教育心理学、教育学、体育－

体育の効果的指導法を
研究する健康・スポーツ
学ゼミ、科学的な知識や
考え方を学ぶ理科教育ゼ
ミの授業を体験します。

教育・保育現場で役立つ体験
－保育学、国語、音楽教育－
保育・幼児の運動遊びや
伝承遊びを研究する保育
学ゼミ、言葉の持つ豊か
さやおもしろさにふれ国
語科への興味・関心を誘
う国語科ゼミ、音楽に親
しみ感性豊かな子どもを
育む音楽について多角的
に研究する音楽教育ゼミ
の授業を体験します。

発達心理学ゼミ、生活科
や社会科、総合的な学習
の時間等身近な暮しや
世の中の不思議や疑問、
課題を探究する社会科
教育ゼミの授業を体験
します。

幼児について理解を深め
る幼児教育学ゼミ、数や
図形のおもしろさを体験
し算数に興味・関心をも
たせる算数科ゼミ、知的
障がいや発達障がいの
教育を研究する特別支
援教育ゼミの授業を体験
します。

心について考える教育心
理学ゼミ、楽しい授業、保
育の実践力を図る教育
学ゼミ、身体表現で地域
と繋がり人間力を磨く体
育教育ゼミの授業を体験
します。

教育・保育現場で役立つ体験
－保育、教材開発－
笑顔の絶えない保育のあ
り方等を研究する保育ゼ
ミ、子どもの遊びをデザイ
ンする教材開発ゼミの授
業を木のブロック5000
個を使って体験します。

認知症700万人時代にどう向き合うか
―認知症を理解しよう―

いつも元気でいるために
～私の取り扱い説明書～

手術に携わる看護師は何してる？
手術看護の匠の技を体験してみよう！

身近な国際看護

「認知症と言われて」　　
若年性認知症と診断さ
れ、葛藤しながらも前向
きに認知症とともに生き
ていこうとする姿を追い
かけます。　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

妊婦や胎児、赤ちゃんの
健康を守るために
妊婦健康診査や、妊婦の
観察に必要な看護技術
『レオポルド触診法』を
紹介します！学生が授業
の中で妊婦健康診査の
技術練習をしている場
面も紹介します！自分が
看護学生になった姿を
ぜひ、想像してみて下さ
いね。

WRAPの技法を用いて自
分が元気でいるための方
法を考えながら、自分や
他者をケアすること（看
護）に関心を持ってもら
いたいと思います。

患者さんにとって手術は
治療の選択肢の一つで
す。そこで、手術看護で必
要な安全や安楽の視点
で、患者さんへの看護の
匠の技を体験してみま
しょう。

日本国内も外国人の定
住者が増え、外国国籍の
患者さんに対応する機会
が増えてきています。グ
ローバル化する社会にお
いて必要な看護について
一緒に考えます。

脈が知らせる体の様子

脈拍は、誰でも身体の外
から触れることができま
す。脈拍の触れる場所や
脈拍のとり方を知って、実
際に観察してみましょう。

食事バランスガイドで
あなたの食生活をチェック！

「微生物」ってなに？
微生物と食品の関わりを知ろう！

携帯食事手帳で
栄養診断！

ハムに含まれる発色剤を
検出してみよう！

あなたの日常の食事は、
栄養のバランスがとれて
いるでしょうか？食事バ
ランスガイドを使って、あ
なたの食事をチェックし
てみましょう！

「油が劣化する」とは
どういうこと？
油は使用回数や保存方
法の違いにより、劣化度
が異なってきます。いろい
ろな油の劣化度を測定し
てみましょう。

私たちの健康な生活に
は、たくさんの微生物が
関与しています。今回は
パン製造過程を通して微
生物（酵母）の発酵と衛
生学的な手洗い方法を
学びましょう。

あなたが食べた料理には
どのくらいの栄養素が含
まれているか実際に調べ
てみましょう。

普段私たちが口にしてい
る食品には、多種類の食
品添加物が含まれていま
す。ハムに含まれる発色
剤を検出し、食品添加物
の役割について考えてみ
ましょう。

食事計画を
してみよう！
健康の維持増進には日々
の食事が大切です。献立
作成アプリを使ってバラ
ンスのよい献立作成の
基本を学びましょう。
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枕草子を読む楽しみ 近代文学の読み方言語類型論から見た
日本語

三国志の世界司書って何？

枕草子を題材に、古典を
読むことの楽しさ、奥深さ
について考えてみましょ
う。古典の意外な面白さ
を皆さんと発見できれば
と思います。

織田信長の手紙を読む
－長篠の合戦における信長と武田氏－
天下統一半ばにして本能
寺の変に倒れた織田信
長。大量の鉄砲によって
無敵の武田の騎馬隊を
破ったとされる長篠の合
戦における信長の手紙を
読み解き、その人物像に
迫ります。

高校国語までの読み方
との違い、古典文学との
読み方の違い、「なぜ？」
からはじまる主体的な読
みなどを中心にお話しし
ます。

日本語は「難しい」言語な
のでしょうか。言語のタイ
プ、語順、文字体系、音声
などの観点から、日本語
が世界の言語においてど
のように位置づけられる
のかを学びます。

全国高校書道展表彰式・
「アート書道」

日本でも人気のある三国
志。それは歴史をもとに
した小説（フィクション）
ですが、では歴史書と小
説とはどのように違うの
でしょうか。原典と比較し
ながら考察していきます。

身近にある図書館はどの
ような仕組みになってい
るのでしょうか。司書・司
書教諭がどのような仕事
なのかを説明します。

小学校英語の世界 日本語教育の世界へようこそ
―外国語としての日本語を教える―

フランスの移民英語はなぜ
国際語になったのか

2020年度に教科化され
た小学校英語は、何のた
めに導入され、どのように
指導されているのでしょ
うか。体験を通して理解
しましょう。

ポップミュージックで
考えるアメリカ社会
世界のポップ・シンガーで
あるビヨンセがグラミー
賞で見せたパフォーマン
スからどんなアメリカ社
会の断層が見えてくるで
しょうか。

現在、日本語は140か
国・地域で約385万人に
学ばれています。外国語
としての日本語や日本語
教育の魅力について一緒
に考えていきましょう。

おしゃれな文化やファッ
ションの発信地として知
られるフランスは移民大
国です。パリ地域に暮らす
移民に注目して学びま
しょう。

グローバル社会において
必要不可欠なコミュニ
ケーション・ツールである
英語が国際語になってき
た過程を地理的・歴史的
な観点から学びます。

英語と日本語を
比べてみよう
自然な英語・自然な日本
語とは何でしょうか？英
語と日本語の表現を比べ
ることで両者の特徴を考
えます。

新しい
製品コンセプトとは

日本の長寿企業（創業100年以上）について
－なぜ、そんなに長く存続できるのだろうか？－

デパートからみた
近代史

子どもの貧困について

企業では常に新しい製品
を開発しています。是非
参加された皆さんと製品
開発について考えてみた
いと思います。

日本は長寿企業大国と言
われています。長寿企業に
はどのような特徴（長寿の
要因）があるのか、みんな
で考えましょう。

日本の消費社会を長らく
リードしたデパートをとり
あげ、その活動が果たし
た役割を近代史の観点
から考えてみます。

コロナ禍が広がる中で、
子どもの貧困の問題がク
ローズアップされていま
す。有効な解決策はある
のか、一緒に考えてみた
いと思います。

現場体験学習

経営情報学科で推奨して
いるインターンシップ（就
労体験）に加えて、ボラン
ティア活動に参加すると
いう形の現場体験学習の
例を紹介します。

ＣＧでアニメーション
をつくってみよう

マルチメディアの
仕組みを探ってみよう

ゲーム産業とその周辺
技術を学んでみよう

数理・データサイエンスの
すすめ

ＣＧソフトを使って映像
のアニメーション作成を
体験してもらいます。

経営者の
仕事について
発展している企業の経営
者には多くの共通点があ
ります。地域の企業を例
にして、経営者の仕事に
ついて一緒に考えてみま
しょう。

カメラで動画を
撮影しよう
絵コンテから始まるＣＭ
制作の概要を分かりやす
く紹介するとともに、実際
にカメラを用いて映像
シーン撮り等を体験して
もらいます。

マルチメディアを代表す
る映像と音楽の圧縮の仕
組みを分かりやすく紹介
します。また、最新の8K試
験放送についても紹介し
ます。

ゲームが面白い理由を
一緒に考えてみましょう。
また併せてデジタルゲー
ムおよびその周辺の技
術動向について紹介し
ます。

社会の様々な数値・デー
タから価値を引き出す数
理・データサイエンスの
考え方について、例を交
えながら分かりやすく紹
介します。

インターネットの
Webの仕組み
つながるとはどういうこと
か、つながるための仕組
みについてお話しします。

扇面に仮名を書こう！ 大字仮名を書こう！篆刻に親しむ褚遂良 「孟法師碑」の
学習

高野切第一種の一首を
扇面に臨書します。扇形
の料紙にバランスよく散
らし書きするための方法
を学びましょう。

絵の具を使ってうちわや
扇子に装飾を施し、文字
を書きましょう。文字に
彩りを添えることで、また
違った世界が表現でき
ます。

漢字用の大筆で、大きなサ
イズの仮名を書く方法を
学びましょう。半切１／４
サイズの紙に、２～５文
字程度の単語を書きま
す。

自分の名前を古代文字
である篆書体で刻しま
す。書体は中国の漢の時
代に使用されていた印篆
を使用し、作品制作をし
ます。

初唐の三大家の一人、褚
遂良47歳の楷書碑。日本
の書写の手本に強い影
響を与えたといわれる、
安定感のある楷書の秘
密を考え、臨書します。

「個性的な書」

漢字の各書体（篆書・隷
書・草書・行書・楷書）に
ついて、「基本的な書風」
と「個性的な書風」と対照
して鑑賞・実践すること
で、書表現の幅広さを学
びます。

短大!
全集中!!
～高大接続入試
　「 活動履歴
　  活用タイプ」を
　マスターしよう～
────────
興味がある学科・専
攻のイベントに参加
して、活動履歴報告
書を完成させよう。
────────
●ビジネス・
　コミュニケーション科
「ハイスクール版
あわ検定」
あなたが知らない『徳島』
を、クイズ形式で楽しく
学びます。新しい徳島像
の発見に、きっとたくさん
の「そうか！」や「えー？」
が飛び出すはずです。
────────
●人間健康科
　食物栄養専攻
「フード・
クリエーター入門」
健康や美味しさの観点
から献立を考えたり、地
域貢献の観点から食材・
食品を開発したりする仕
事をフード・クリエー
ターと呼びます。食を
テーマとした分野で活躍
が期待される在学生の
卒業研究に参加して短
大での研究活動を体験
してみませんか。
────────
●人間健康科
介護福祉専攻
「介護ふくし力
アップデート講座」
高齢者の体験をします。「あ
れ？足や腕が思うように体
が動かない」といった普段
と違う世界を通して介護を
必要とする人の気持ちを勉
強します。そして、高齢者が
安全に楽しくできる「簡単!!
レクリエーション」について
一緒に学びましょう!!
────────
●幼児教育保育科
「子どもと楽しむ
室内遊び・室内
ゲーム大集合！」
悪天候時や不測の状況
下など屋外に出られない
日でも、室内でからだを
存分に動かし、他者と関
わりながら楽しめる遊び
やゲームを体験します。
────────
●音楽科
「ステージを
体験しよう」
自分の得意な楽器で、音
楽ホールやAスタジオで
の演奏を体験します。学
生による演奏も聴いてみ
よう！
────────
ここで作成した「活
動履歴報告書」で、
高大接続入試【活
動履歴活用タイプ】
に出願できます。

※令和4年4月より「管理栄養士養成課程」から学科名変更予定。

大福を科学する
（体験学習を含む）

フルーツゼリーを科学する
（体験学習を含む）
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怒りのツボって何？
～アンガーマネジメント～

このお店、
もうかっているかな？

こんな時、どう応対する？
～様々な職場での応対～

贈答から防災まで
―風呂敷の活用法

「そんなに怒らなくてもい
いのに」と思っても、怒り
を感じる度合いやツボは
人それぞれに違います。
怒りの気持ちを理解し、
コントロールしましょう。

お店の状況を知るために
は簿記や会計の知識を
使います。簿記会計を使
いながら、もうかっている
かどうか何を見て判断す
るか考えてみましょう。

あなたなら、どのように応
対しますか？公務員とし
て役所の窓口で。医療事
務職員として病院の受付
で。企業の営業職として。
体験してみましょう。

看
護
学
科

健
康
栄
養
学
科

※

人
間
生
活
科
学
科

児
童
学
科

風呂敷には、包む・贈る・
飾ることにより暮らしを
豊かにする魅力がありま
す。さまざまな使い方を学
び、エコライフを楽しみま
しょう。

伝えるチカラ
～カタカナはナシヨ～
私たちが毎日使っている
カタカナが、もし使えなく
なったら・・・相手に伝え
ることの難しさとコツを、
カードゲームを使って体
験してみましょう。

身近なものでできる
遊ビリテーション

これが正しい
感染対策！

色からわかる人のこころ
～色が暮らしにもたらす効果～

福祉の仕事について

介護に役立つ遊ビリテー
ションについて、身近なも
のを使って一緒にやって
みましょう。

根拠に基づいた、正しい
「手洗い」と「マスク着脱」
の方法を学んで、感染症
を予防しましょう。

あなたの好きな色は何色
ですか？色のもつ意味と
介護について一緒に考え
てみましょう。新しい発見
があると思います。

「福祉の仕事は大変」と
いわれますが、いくつかの
福祉の仕事を紹介して、
「福祉の仕事の楽しさ」を
知ってもらいます。

「五感で感じる食事の方法～高齢者の
方がおいしく食事を味わうには？～」
食事をおこなう際、「おい
しい」と感じるのは味（味
覚）だけでしょうか？食
事をおこなう際に大切な
ことについて考えてみま
しょう。

リズムで遊ぼう 絵本「3匹のこぶた」から
学ぶ子どもの見方

自分の大切さとともに
他の人の大切さを認めること

絵本からみる
子どもの世界

手拍子を使って「ケチャ」
を楽しみながら、リズムを
感じたり、他者と一緒に
合わせることで広がる音
の厚みを感じたりしま
しょう。

「3匹のこぶた」を題材と
して、様々な角度から、子
どもの性格を判断するこ
との大切さを学びます。
キーワードは「常識を疑
う」です。

ランキング型の参加型人
権学習を通して、自分の
大切さとともに他の人の
大切さを認めることにつ
いて考えます。

子どもは絵本が大好きで
す！絵本は子どもだけで
なく、大人にとっても、子
どもの発達や世界を理解
するため、成長や保育に
繋げるために大切なもの
です。物語りを味わうだ
けでなく、いろいろな視
点で絵本の魅力を学びま
しょう。

児童虐待と
発達障がい
原因が異なるにも関わら
ず、「被虐待児」と「発達
障がい児」にはよく似た
特徴が見られる。児童虐
待と発達障がいの関係や
違いについて考えます。

レッスンを体験しよう レッスンを体験しようレッスンを体験しようレッスンを体験しよう

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

管・弦楽器クリニック

吹奏楽部やオーケストラ
部の高校生を対象に、専
門教員によるグループ
レッスンを行います。
（フルート・クラリネット・
サクソフォーン・トラン
ペット・ホルン・トロン
ボーン・ユーフォニアム・
チューバ・コントラバス）

炭酸飲料をつくってみよう
（体験学習を含む）

パンを科学する
（体験学習を含む）

強炭酸や微炭酸とラベル
に書かれてある炭酸飲料
を見かけることがありま
すが、どういった違いがあ
るのでしょうか。実際に炭
酸はちみつレモンを楽し
く手作りして理解を深め
ましょう。

パンは、小麦粉を捏ねて
形成されるグルテンの網
目構造と酵母の発酵とい
う自然の力を利用した発
酵食品です。小麦粉の種
類によって、パンの出来
上がりにどのような違い
があるのかを体験します。

季節のフルーツを使って、
フルーツ大福を作ります。
大福餅のやわらかい食感
は、使用する粉に含まれ
ているでんぷんの構造に
秘密があります。もち米を
原料とした白玉粉、うるち
米を原料とした上新粉を
使用し、どちらの粉が大
福に適しているのかを体
験します。

寒天とゼラチンを使って
フルーツゼリーを作りま
す。パイナップルやキウイ
などは、タンパク質分解
酵素を持っています。フ
ルーツが持つタンパク質
分解酵素と、酵素を失活
させた場合のゼリーへの
影響を検討します。

ドリンク中のビタミンを検出する
（体験学習を含む）
体の機能を維持する微
量栄養素であるビタミン
は、不足すると体に様々
な悪影響を引き起こしま
す。本授業では、市販さ
れているドリンク中に含
まれるビタミンBを検出
します。

公認心理師コース希望者対象：
警察の仕事で使われる心理学について

デザインコース希望者対象：
パーソナルカラー（自分色を見つけよう）

デザインコース希望者対象：
阿波藍とは

心理・養護コース希望者対象:
学校での健康診断

公認心理師コース希望者対象：
公認心理師を目指すには

この授業では、うそ発見
器と呼ばれるポリグラフ
検査、犯人を探すプロ
ファイリング、犯罪被害者
支援など警察で活用され
る心理学についてお話を
します。

心理・養護コース希望者対象：
笑顔が増えるコミュニケーションワーク
保健室を安心な場にする
ために養護教諭に求めら
れることとは何か、ワーク
を通してカウンセリングマ
インドや自身のメンタル
ケアの必要性について考
えます。

色彩学の基礎を学び、数
十枚の色ケントを使用し
自分に似合う色を見つけ
出します。

「阿波藍」とは何かについ
て、簡単に歴史をふりか
えりながら解説します。ハ
ンカチを染める藍染体験
も行います。

学校で毎年定期に行って
いる、健康診断の目的や
意義について解説しま
す。いくつかの検査項目も
実際に行います。

2018年から初の心理分
野の国家資格、公認心理
師の認定がはじまり、本
学科では公認心理師コー
スが開設されました。この
講座では高校生の皆さん
がどうすれば公認心理師
になれるかを分かりやす
く解説します。

教育・保育現場で役立つ体験
－健康・スポーツ学、理科教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－発達心理学、社会科教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－幼児教育学、算数科、特別支援教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－教育心理学、教育学、体育－

体育の効果的指導法を
研究する健康・スポーツ
学ゼミ、科学的な知識や
考え方を学ぶ理科教育ゼ
ミの授業を体験します。

教育・保育現場で役立つ体験
－保育学、国語、音楽教育－
保育・幼児の運動遊びや
伝承遊びを研究する保育
学ゼミ、言葉の持つ豊か
さやおもしろさにふれ国
語科への興味・関心を誘
う国語科ゼミ、音楽に親
しみ感性豊かな子どもを
育む音楽について多角的
に研究する音楽教育ゼミ
の授業を体験します。

発達心理学ゼミ、生活科
や社会科、総合的な学習
の時間等身近な暮しや
世の中の不思議や疑問、
課題を探究する社会科
教育ゼミの授業を体験
します。

幼児について理解を深め
る幼児教育学ゼミ、数や
図形のおもしろさを体験
し算数に興味・関心をも
たせる算数科ゼミ、知的
障がいや発達障がいの
教育を研究する特別支
援教育ゼミの授業を体験
します。

心について考える教育心
理学ゼミ、楽しい授業、保
育の実践力を図る教育
学ゼミ、身体表現で地域
と繋がり人間力を磨く体
育教育ゼミの授業を体験
します。

教育・保育現場で役立つ体験
－保育、教材開発－
笑顔の絶えない保育のあ
り方等を研究する保育ゼ
ミ、子どもの遊びをデザイ
ンする教材開発ゼミの授
業を木のブロック5000
個を使って体験します。

認知症700万人時代にどう向き合うか
―認知症を理解しよう―

いつも元気でいるために
～私の取り扱い説明書～

手術に携わる看護師は何してる？
手術看護の匠の技を体験してみよう！

身近な国際看護

「認知症と言われて」　　
若年性認知症と診断さ
れ、葛藤しながらも前向
きに認知症とともに生き
ていこうとする姿を追い
かけます。　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

妊婦や胎児、赤ちゃんの
健康を守るために
妊婦健康診査や、妊婦の
観察に必要な看護技術
『レオポルド触診法』を
紹介します！学生が授業
の中で妊婦健康診査の
技術練習をしている場
面も紹介します！自分が
看護学生になった姿を
ぜひ、想像してみて下さ
いね。

WRAPの技法を用いて自
分が元気でいるための方
法を考えながら、自分や
他者をケアすること（看
護）に関心を持ってもら
いたいと思います。

患者さんにとって手術は
治療の選択肢の一つで
す。そこで、手術看護で必
要な安全や安楽の視点
で、患者さんへの看護の
匠の技を体験してみま
しょう。

日本国内も外国人の定
住者が増え、外国国籍の
患者さんに対応する機会
が増えてきています。グ
ローバル化する社会にお
いて必要な看護について
一緒に考えます。

脈が知らせる体の様子

脈拍は、誰でも身体の外
から触れることができま
す。脈拍の触れる場所や
脈拍のとり方を知って、実
際に観察してみましょう。

食事バランスガイドで
あなたの食生活をチェック！

「微生物」ってなに？
微生物と食品の関わりを知ろう！

携帯食事手帳で
栄養診断！

ハムに含まれる発色剤を
検出してみよう！

あなたの日常の食事は、
栄養のバランスがとれて
いるでしょうか？食事バ
ランスガイドを使って、あ
なたの食事をチェックし
てみましょう！

「油が劣化する」とは
どういうこと？
油は使用回数や保存方
法の違いにより、劣化度
が異なってきます。いろい
ろな油の劣化度を測定し
てみましょう。

私たちの健康な生活に
は、たくさんの微生物が
関与しています。今回は
パン製造過程を通して微
生物（酵母）の発酵と衛
生学的な手洗い方法を
学びましょう。

あなたが食べた料理には
どのくらいの栄養素が含
まれているか実際に調べ
てみましょう。

普段私たちが口にしてい
る食品には、多種類の食
品添加物が含まれていま
す。ハムに含まれる発色
剤を検出し、食品添加物
の役割について考えてみ
ましょう。

食事計画を
してみよう！
健康の維持増進には日々
の食事が大切です。献立
作成アプリを使ってバラ
ンスのよい献立作成の
基本を学びましょう。
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枕草子を読む楽しみ 近代文学の読み方言語類型論から見た
日本語

三国志の世界司書って何？

枕草子を題材に、古典を
読むことの楽しさ、奥深さ
について考えてみましょ
う。古典の意外な面白さ
を皆さんと発見できれば
と思います。

織田信長の手紙を読む
－長篠の合戦における信長と武田氏－
天下統一半ばにして本能
寺の変に倒れた織田信
長。大量の鉄砲によって
無敵の武田の騎馬隊を
破ったとされる長篠の合
戦における信長の手紙を
読み解き、その人物像に
迫ります。

高校国語までの読み方
との違い、古典文学との
読み方の違い、「なぜ？」
からはじまる主体的な読
みなどを中心にお話しし
ます。

日本語は「難しい」言語な
のでしょうか。言語のタイ
プ、語順、文字体系、音声
などの観点から、日本語
が世界の言語においてど
のように位置づけられる
のかを学びます。

全国高校書道展表彰式・
「アート書道」

日本でも人気のある三国
志。それは歴史をもとに
した小説（フィクション）
ですが、では歴史書と小
説とはどのように違うの
でしょうか。原典と比較し
ながら考察していきます。

身近にある図書館はどの
ような仕組みになってい
るのでしょうか。司書・司
書教諭がどのような仕事
なのかを説明します。

小学校英語の世界 日本語教育の世界へようこそ
―外国語としての日本語を教える―

フランスの移民英語はなぜ
国際語になったのか

2020年度に教科化され
た小学校英語は、何のた
めに導入され、どのように
指導されているのでしょ
うか。体験を通して理解
しましょう。

ポップミュージックで
考えるアメリカ社会
世界のポップ・シンガーで
あるビヨンセがグラミー
賞で見せたパフォーマン
スからどんなアメリカ社
会の断層が見えてくるで
しょうか。

現在、日本語は140か
国・地域で約385万人に
学ばれています。外国語
としての日本語や日本語
教育の魅力について一緒
に考えていきましょう。

おしゃれな文化やファッ
ションの発信地として知
られるフランスは移民大
国です。パリ地域に暮らす
移民に注目して学びま
しょう。

グローバル社会において
必要不可欠なコミュニ
ケーション・ツールである
英語が国際語になってき
た過程を地理的・歴史的
な観点から学びます。

英語と日本語を
比べてみよう
自然な英語・自然な日本
語とは何でしょうか？英
語と日本語の表現を比べ
ることで両者の特徴を考
えます。

新しい
製品コンセプトとは

日本の長寿企業（創業100年以上）について
－なぜ、そんなに長く存続できるのだろうか？－

デパートからみた
近代史

子どもの貧困について

企業では常に新しい製品
を開発しています。是非
参加された皆さんと製品
開発について考えてみた
いと思います。

日本は長寿企業大国と言
われています。長寿企業に
はどのような特徴（長寿の
要因）があるのか、みんな
で考えましょう。

日本の消費社会を長らく
リードしたデパートをとり
あげ、その活動が果たし
た役割を近代史の観点
から考えてみます。

コロナ禍が広がる中で、
子どもの貧困の問題がク
ローズアップされていま
す。有効な解決策はある
のか、一緒に考えてみた
いと思います。

現場体験学習

経営情報学科で推奨して
いるインターンシップ（就
労体験）に加えて、ボラン
ティア活動に参加すると
いう形の現場体験学習の
例を紹介します。

ＣＧでアニメーション
をつくってみよう

マルチメディアの
仕組みを探ってみよう

ゲーム産業とその周辺
技術を学んでみよう

数理・データサイエンスの
すすめ

ＣＧソフトを使って映像
のアニメーション作成を
体験してもらいます。

経営者の
仕事について
発展している企業の経営
者には多くの共通点があ
ります。地域の企業を例
にして、経営者の仕事に
ついて一緒に考えてみま
しょう。

カメラで動画を
撮影しよう
絵コンテから始まるＣＭ
制作の概要を分かりやす
く紹介するとともに、実際
にカメラを用いて映像
シーン撮り等を体験して
もらいます。

マルチメディアを代表す
る映像と音楽の圧縮の仕
組みを分かりやすく紹介
します。また、最新の8K試
験放送についても紹介し
ます。

ゲームが面白い理由を
一緒に考えてみましょう。
また併せてデジタルゲー
ムおよびその周辺の技
術動向について紹介し
ます。

社会の様々な数値・デー
タから価値を引き出す数
理・データサイエンスの
考え方について、例を交
えながら分かりやすく紹
介します。

インターネットの
Webの仕組み
つながるとはどういうこと
か、つながるための仕組
みについてお話しします。

扇面に仮名を書こう！ 大字仮名を書こう！篆刻に親しむ褚遂良 「孟法師碑」の
学習

高野切第一種の一首を
扇面に臨書します。扇形
の料紙にバランスよく散
らし書きするための方法
を学びましょう。

絵の具を使ってうちわや
扇子に装飾を施し、文字
を書きましょう。文字に
彩りを添えることで、また
違った世界が表現でき
ます。

漢字用の大筆で、大きなサ
イズの仮名を書く方法を
学びましょう。半切１／４
サイズの紙に、２～５文
字程度の単語を書きま
す。

自分の名前を古代文字
である篆書体で刻しま
す。書体は中国の漢の時
代に使用されていた印篆
を使用し、作品制作をし
ます。

初唐の三大家の一人、褚
遂良47歳の楷書碑。日本
の書写の手本に強い影
響を与えたといわれる、
安定感のある楷書の秘
密を考え、臨書します。

「個性的な書」

漢字の各書体（篆書・隷
書・草書・行書・楷書）に
ついて、「基本的な書風」
と「個性的な書風」と対照
して鑑賞・実践すること
で、書表現の幅広さを学
びます。

短大!
全集中!!
～高大接続入試
　「 活動履歴
　  活用タイプ」を
　マスターしよう～
────────
興味がある学科・専
攻のイベントに参加
して、活動履歴報告
書を完成させよう。
────────
●ビジネス・
　コミュニケーション科
「ハイスクール版
あわ検定」
あなたが知らない『徳島』
を、クイズ形式で楽しく
学びます。新しい徳島像
の発見に、きっとたくさん
の「そうか！」や「えー？」
が飛び出すはずです。
────────
●人間健康科
　食物栄養専攻
「フード・
クリエーター入門」
健康や美味しさの観点
から献立を考えたり、地
域貢献の観点から食材・
食品を開発したりする仕
事をフード・クリエー
ターと呼びます。食を
テーマとした分野で活躍
が期待される在学生の
卒業研究に参加して短
大での研究活動を体験
してみませんか。
────────
●人間健康科
介護福祉専攻
「介護ふくし力
アップデート講座」
高齢者の体験をします。「あ
れ？足や腕が思うように体
が動かない」といった普段
と違う世界を通して介護を
必要とする人の気持ちを勉
強します。そして、高齢者が
安全に楽しくできる「簡単!!
レクリエーション」について
一緒に学びましょう!!
────────
●幼児教育保育科
「子どもと楽しむ
室内遊び・室内
ゲーム大集合！」
悪天候時や不測の状況
下など屋外に出られない
日でも、室内でからだを
存分に動かし、他者と関
わりながら楽しめる遊び
やゲームを体験します。
────────
●音楽科
「ステージを
体験しよう」
自分の得意な楽器で、音
楽ホールやAスタジオで
の演奏を体験します。学
生による演奏も聴いてみ
よう！
────────
ここで作成した「活
動履歴報告書」で、
高大接続入試【活
動履歴活用タイプ】
に出願できます。

※令和4年4月より「管理栄養士養成課程」から学科名変更予定。

大福を科学する
（体験学習を含む）

フルーツゼリーを科学する
（体験学習を含む）
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怒りのツボって何？
～アンガーマネジメント～

このお店、
もうかっているかな？

こんな時、どう応対する？
～様々な職場での応対～

贈答から防災まで
―風呂敷の活用法

「そんなに怒らなくてもい
いのに」と思っても、怒り
を感じる度合いやツボは
人それぞれに違います。
怒りの気持ちを理解し、
コントロールしましょう。

お店の状況を知るために
は簿記や会計の知識を
使います。簿記会計を使
いながら、もうかっている
かどうか何を見て判断す
るか考えてみましょう。

あなたなら、どのように応
対しますか？公務員とし
て役所の窓口で。医療事
務職員として病院の受付
で。企業の営業職として。
体験してみましょう。

看
護
学
科

健
康
栄
養
学
科

※

人
間
生
活
科
学
科

児
童
学
科

風呂敷には、包む・贈る・
飾ることにより暮らしを
豊かにする魅力がありま
す。さまざまな使い方を学
び、エコライフを楽しみま
しょう。

伝えるチカラ
～カタカナはナシヨ～
私たちが毎日使っている
カタカナが、もし使えなく
なったら・・・相手に伝え
ることの難しさとコツを、
カードゲームを使って体
験してみましょう。

身近なものでできる
遊ビリテーション

これが正しい
感染対策！

色からわかる人のこころ
～色が暮らしにもたらす効果～

福祉の仕事について

介護に役立つ遊ビリテー
ションについて、身近なも
のを使って一緒にやって
みましょう。

根拠に基づいた、正しい
「手洗い」と「マスク着脱」
の方法を学んで、感染症
を予防しましょう。

あなたの好きな色は何色
ですか？色のもつ意味と
介護について一緒に考え
てみましょう。新しい発見
があると思います。

「福祉の仕事は大変」と
いわれますが、いくつかの
福祉の仕事を紹介して、
「福祉の仕事の楽しさ」を
知ってもらいます。

「五感で感じる食事の方法～高齢者の
方がおいしく食事を味わうには？～」
食事をおこなう際、「おい
しい」と感じるのは味（味
覚）だけでしょうか？食
事をおこなう際に大切な
ことについて考えてみま
しょう。

リズムで遊ぼう 絵本「3匹のこぶた」から
学ぶ子どもの見方

自分の大切さとともに
他の人の大切さを認めること

絵本からみる
子どもの世界

手拍子を使って「ケチャ」
を楽しみながら、リズムを
感じたり、他者と一緒に
合わせることで広がる音
の厚みを感じたりしま
しょう。

「3匹のこぶた」を題材と
して、様々な角度から、子
どもの性格を判断するこ
との大切さを学びます。
キーワードは「常識を疑
う」です。

ランキング型の参加型人
権学習を通して、自分の
大切さとともに他の人の
大切さを認めることにつ
いて考えます。

子どもは絵本が大好きで
す！絵本は子どもだけで
なく、大人にとっても、子
どもの発達や世界を理解
するため、成長や保育に
繋げるために大切なもの
です。物語りを味わうだ
けでなく、いろいろな視
点で絵本の魅力を学びま
しょう。

児童虐待と
発達障がい
原因が異なるにも関わら
ず、「被虐待児」と「発達
障がい児」にはよく似た
特徴が見られる。児童虐
待と発達障がいの関係や
違いについて考えます。

レッスンを体験しよう レッスンを体験しようレッスンを体験しようレッスンを体験しよう

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

個人またはグループで、
基礎的な演奏法から発
展的な音楽表現まで受
講者のレベルに応じた専
門教員によるレッスンを
行います。

管・弦楽器クリニック

吹奏楽部やオーケストラ
部の高校生を対象に、専
門教員によるグループ
レッスンを行います。
（フルート・クラリネット・
サクソフォーン・トラン
ペット・ホルン・トロン
ボーン・ユーフォニアム・
チューバ・コントラバス）

炭酸飲料をつくってみよう
（体験学習を含む）

パンを科学する
（体験学習を含む）

強炭酸や微炭酸とラベル
に書かれてある炭酸飲料
を見かけることがありま
すが、どういった違いがあ
るのでしょうか。実際に炭
酸はちみつレモンを楽し
く手作りして理解を深め
ましょう。

パンは、小麦粉を捏ねて
形成されるグルテンの網
目構造と酵母の発酵とい
う自然の力を利用した発
酵食品です。小麦粉の種
類によって、パンの出来
上がりにどのような違い
があるのかを体験します。

季節のフルーツを使って、
フルーツ大福を作ります。
大福餅のやわらかい食感
は、使用する粉に含まれ
ているでんぷんの構造に
秘密があります。もち米を
原料とした白玉粉、うるち
米を原料とした上新粉を
使用し、どちらの粉が大
福に適しているのかを体
験します。

寒天とゼラチンを使って
フルーツゼリーを作りま
す。パイナップルやキウイ
などは、タンパク質分解
酵素を持っています。フ
ルーツが持つタンパク質
分解酵素と、酵素を失活
させた場合のゼリーへの
影響を検討します。

ドリンク中のビタミンを検出する
（体験学習を含む）
体の機能を維持する微
量栄養素であるビタミン
は、不足すると体に様々
な悪影響を引き起こしま
す。本授業では、市販さ
れているドリンク中に含
まれるビタミンBを検出
します。

公認心理師コース希望者対象：
警察の仕事で使われる心理学について

デザインコース希望者対象：
パーソナルカラー（自分色を見つけよう）

デザインコース希望者対象：
阿波藍とは

心理・養護コース希望者対象:
学校での健康診断

公認心理師コース希望者対象：
公認心理師を目指すには

この授業では、うそ発見
器と呼ばれるポリグラフ
検査、犯人を探すプロ
ファイリング、犯罪被害者
支援など警察で活用され
る心理学についてお話を
します。

心理・養護コース希望者対象：
笑顔が増えるコミュニケーションワーク
保健室を安心な場にする
ために養護教諭に求めら
れることとは何か、ワーク
を通してカウンセリングマ
インドや自身のメンタル
ケアの必要性について考
えます。

色彩学の基礎を学び、数
十枚の色ケントを使用し
自分に似合う色を見つけ
出します。

「阿波藍」とは何かについ
て、簡単に歴史をふりか
えりながら解説します。ハ
ンカチを染める藍染体験
も行います。

学校で毎年定期に行って
いる、健康診断の目的や
意義について解説しま
す。いくつかの検査項目も
実際に行います。

2018年から初の心理分
野の国家資格、公認心理
師の認定がはじまり、本
学科では公認心理師コー
スが開設されました。この
講座では高校生の皆さん
がどうすれば公認心理師
になれるかを分かりやす
く解説します。

教育・保育現場で役立つ体験
－健康・スポーツ学、理科教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－発達心理学、社会科教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－幼児教育学、算数科、特別支援教育－

教育・保育現場で役立つ体験
－教育心理学、教育学、体育－

体育の効果的指導法を
研究する健康・スポーツ
学ゼミ、科学的な知識や
考え方を学ぶ理科教育ゼ
ミの授業を体験します。

教育・保育現場で役立つ体験
－保育学、国語、音楽教育－
保育・幼児の運動遊びや
伝承遊びを研究する保育
学ゼミ、言葉の持つ豊か
さやおもしろさにふれ国
語科への興味・関心を誘
う国語科ゼミ、音楽に親
しみ感性豊かな子どもを
育む音楽について多角的
に研究する音楽教育ゼミ
の授業を体験します。

発達心理学ゼミ、生活科
や社会科、総合的な学習
の時間等身近な暮しや
世の中の不思議や疑問、
課題を探究する社会科
教育ゼミの授業を体験
します。

幼児について理解を深め
る幼児教育学ゼミ、数や
図形のおもしろさを体験
し算数に興味・関心をも
たせる算数科ゼミ、知的
障がいや発達障がいの
教育を研究する特別支
援教育ゼミの授業を体験
します。

心について考える教育心
理学ゼミ、楽しい授業、保
育の実践力を図る教育
学ゼミ、身体表現で地域
と繋がり人間力を磨く体
育教育ゼミの授業を体験
します。

教育・保育現場で役立つ体験
－保育、教材開発－
笑顔の絶えない保育のあ
り方等を研究する保育ゼ
ミ、子どもの遊びをデザイ
ンする教材開発ゼミの授
業を木のブロック5000
個を使って体験します。

認知症700万人時代にどう向き合うか
―認知症を理解しよう―

いつも元気でいるために
～私の取り扱い説明書～

手術に携わる看護師は何してる？
手術看護の匠の技を体験してみよう！

身近な国際看護

「認知症と言われて」　　
若年性認知症と診断さ
れ、葛藤しながらも前向
きに認知症とともに生き
ていこうとする姿を追い
かけます。　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

妊婦や胎児、赤ちゃんの
健康を守るために
妊婦健康診査や、妊婦の
観察に必要な看護技術
『レオポルド触診法』を
紹介します！学生が授業
の中で妊婦健康診査の
技術練習をしている場
面も紹介します！自分が
看護学生になった姿を
ぜひ、想像してみて下さ
いね。

WRAPの技法を用いて自
分が元気でいるための方
法を考えながら、自分や
他者をケアすること（看
護）に関心を持ってもら
いたいと思います。

患者さんにとって手術は
治療の選択肢の一つで
す。そこで、手術看護で必
要な安全や安楽の視点
で、患者さんへの看護の
匠の技を体験してみま
しょう。

日本国内も外国人の定
住者が増え、外国国籍の
患者さんに対応する機会
が増えてきています。グ
ローバル化する社会にお
いて必要な看護について
一緒に考えます。

脈が知らせる体の様子

脈拍は、誰でも身体の外
から触れることができま
す。脈拍の触れる場所や
脈拍のとり方を知って、実
際に観察してみましょう。

食事バランスガイドで
あなたの食生活をチェック！

「微生物」ってなに？
微生物と食品の関わりを知ろう！

携帯食事手帳で
栄養診断！

ハムに含まれる発色剤を
検出してみよう！

あなたの日常の食事は、
栄養のバランスがとれて
いるでしょうか？食事バ
ランスガイドを使って、あ
なたの食事をチェックし
てみましょう！

「油が劣化する」とは
どういうこと？
油は使用回数や保存方
法の違いにより、劣化度
が異なってきます。いろい
ろな油の劣化度を測定し
てみましょう。

私たちの健康な生活に
は、たくさんの微生物が
関与しています。今回は
パン製造過程を通して微
生物（酵母）の発酵と衛
生学的な手洗い方法を
学びましょう。

あなたが食べた料理には
どのくらいの栄養素が含
まれているか実際に調べ
てみましょう。

普段私たちが口にしてい
る食品には、多種類の食
品添加物が含まれていま
す。ハムに含まれる発色
剤を検出し、食品添加物
の役割について考えてみ
ましょう。

食事計画を
してみよう！
健康の維持増進には日々
の食事が大切です。献立
作成アプリを使ってバラ
ンスのよい献立作成の
基本を学びましょう。
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枕草子を読む楽しみ 近代文学の読み方言語類型論から見た
日本語

三国志の世界司書って何？

枕草子を題材に、古典を
読むことの楽しさ、奥深さ
について考えてみましょ
う。古典の意外な面白さ
を皆さんと発見できれば
と思います。

織田信長の手紙を読む
－長篠の合戦における信長と武田氏－
天下統一半ばにして本能
寺の変に倒れた織田信
長。大量の鉄砲によって
無敵の武田の騎馬隊を
破ったとされる長篠の合
戦における信長の手紙を
読み解き、その人物像に
迫ります。

高校国語までの読み方
との違い、古典文学との
読み方の違い、「なぜ？」
からはじまる主体的な読
みなどを中心にお話しし
ます。

日本語は「難しい」言語な
のでしょうか。言語のタイ
プ、語順、文字体系、音声
などの観点から、日本語
が世界の言語においてど
のように位置づけられる
のかを学びます。

全国高校書道展表彰式・
「アート書道」

日本でも人気のある三国
志。それは歴史をもとに
した小説（フィクション）
ですが、では歴史書と小
説とはどのように違うの
でしょうか。原典と比較し
ながら考察していきます。

身近にある図書館はどの
ような仕組みになってい
るのでしょうか。司書・司
書教諭がどのような仕事
なのかを説明します。

小学校英語の世界 日本語教育の世界へようこそ
―外国語としての日本語を教える―

フランスの移民英語はなぜ
国際語になったのか

2020年度に教科化され
た小学校英語は、何のた
めに導入され、どのように
指導されているのでしょ
うか。体験を通して理解
しましょう。

ポップミュージックで
考えるアメリカ社会
世界のポップ・シンガーで
あるビヨンセがグラミー
賞で見せたパフォーマン
スからどんなアメリカ社
会の断層が見えてくるで
しょうか。

現在、日本語は140か
国・地域で約385万人に
学ばれています。外国語
としての日本語や日本語
教育の魅力について一緒
に考えていきましょう。

おしゃれな文化やファッ
ションの発信地として知
られるフランスは移民大
国です。パリ地域に暮らす
移民に注目して学びま
しょう。

グローバル社会において
必要不可欠なコミュニ
ケーション・ツールである
英語が国際語になってき
た過程を地理的・歴史的
な観点から学びます。

英語と日本語を
比べてみよう
自然な英語・自然な日本
語とは何でしょうか？英
語と日本語の表現を比べ
ることで両者の特徴を考
えます。

新しい
製品コンセプトとは

日本の長寿企業（創業100年以上）について
－なぜ、そんなに長く存続できるのだろうか？－

デパートからみた
近代史

子どもの貧困について

企業では常に新しい製品
を開発しています。是非
参加された皆さんと製品
開発について考えてみた
いと思います。

日本は長寿企業大国と言
われています。長寿企業に
はどのような特徴（長寿の
要因）があるのか、みんな
で考えましょう。

日本の消費社会を長らく
リードしたデパートをとり
あげ、その活動が果たし
た役割を近代史の観点
から考えてみます。

コロナ禍が広がる中で、
子どもの貧困の問題がク
ローズアップされていま
す。有効な解決策はある
のか、一緒に考えてみた
いと思います。

現場体験学習

経営情報学科で推奨して
いるインターンシップ（就
労体験）に加えて、ボラン
ティア活動に参加すると
いう形の現場体験学習の
例を紹介します。

ＣＧでアニメーション
をつくってみよう

マルチメディアの
仕組みを探ってみよう

ゲーム産業とその周辺
技術を学んでみよう

数理・データサイエンスの
すすめ

ＣＧソフトを使って映像
のアニメーション作成を
体験してもらいます。

経営者の
仕事について
発展している企業の経営
者には多くの共通点があ
ります。地域の企業を例
にして、経営者の仕事に
ついて一緒に考えてみま
しょう。

カメラで動画を
撮影しよう
絵コンテから始まるＣＭ
制作の概要を分かりやす
く紹介するとともに、実際
にカメラを用いて映像
シーン撮り等を体験して
もらいます。

マルチメディアを代表す
る映像と音楽の圧縮の仕
組みを分かりやすく紹介
します。また、最新の8K試
験放送についても紹介し
ます。

ゲームが面白い理由を
一緒に考えてみましょう。
また併せてデジタルゲー
ムおよびその周辺の技
術動向について紹介し
ます。

社会の様々な数値・デー
タから価値を引き出す数
理・データサイエンスの
考え方について、例を交
えながら分かりやすく紹
介します。

インターネットの
Webの仕組み
つながるとはどういうこと
か、つながるための仕組
みについてお話しします。

扇面に仮名を書こう！ 大字仮名を書こう！篆刻に親しむ褚遂良 「孟法師碑」の
学習

高野切第一種の一首を
扇面に臨書します。扇形
の料紙にバランスよく散
らし書きするための方法
を学びましょう。

絵の具を使ってうちわや
扇子に装飾を施し、文字
を書きましょう。文字に
彩りを添えることで、また
違った世界が表現でき
ます。

漢字用の大筆で、大きなサ
イズの仮名を書く方法を
学びましょう。半切１／４
サイズの紙に、２～５文
字程度の単語を書きま
す。

自分の名前を古代文字
である篆書体で刻しま
す。書体は中国の漢の時
代に使用されていた印篆
を使用し、作品制作をし
ます。

初唐の三大家の一人、褚
遂良47歳の楷書碑。日本
の書写の手本に強い影
響を与えたといわれる、
安定感のある楷書の秘
密を考え、臨書します。

「個性的な書」

漢字の各書体（篆書・隷
書・草書・行書・楷書）に
ついて、「基本的な書風」
と「個性的な書風」と対照
して鑑賞・実践すること
で、書表現の幅広さを学
びます。

短大!
全集中!!
～高大接続入試
　「 活動履歴
　  活用タイプ」を
　マスターしよう～
────────
興味がある学科・専
攻のイベントに参加
して、活動履歴報告
書を完成させよう。
────────
●ビジネス・
　コミュニケーション科
「ハイスクール版
あわ検定」
あなたが知らない『徳島』
を、クイズ形式で楽しく
学びます。新しい徳島像
の発見に、きっとたくさん
の「そうか！」や「えー？」
が飛び出すはずです。
────────
●人間健康科
　食物栄養専攻
「フード・
クリエーター入門」
健康や美味しさの観点
から献立を考えたり、地
域貢献の観点から食材・
食品を開発したりする仕
事をフード・クリエー
ターと呼びます。食を
テーマとした分野で活躍
が期待される在学生の
卒業研究に参加して短
大での研究活動を体験
してみませんか。
────────
●人間健康科
介護福祉専攻
「介護ふくし力
アップデート講座」
高齢者の体験をします。「あ
れ？足や腕が思うように体
が動かない」といった普段
と違う世界を通して介護を
必要とする人の気持ちを勉
強します。そして、高齢者が
安全に楽しくできる「簡単!!
レクリエーション」について
一緒に学びましょう!!
────────
●幼児教育保育科
「子どもと楽しむ
室内遊び・室内
ゲーム大集合！」
悪天候時や不測の状況
下など屋外に出られない
日でも、室内でからだを
存分に動かし、他者と関
わりながら楽しめる遊び
やゲームを体験します。
────────
●音楽科
「ステージを
体験しよう」
自分の得意な楽器で、音
楽ホールやAスタジオで
の演奏を体験します。学
生による演奏も聴いてみ
よう！
────────
ここで作成した「活
動履歴報告書」で、
高大接続入試【活
動履歴活用タイプ】
に出願できます。

※令和4年4月より「管理栄養士養成課程」から学科名変更予定。

大福を科学する
（体験学習を含む）

フルーツゼリーを科学する
（体験学習を含む）
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OPEN
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2021

開催時間／10:00-16:00

文学部
日本文学科
書道文化学科
国際文化学科

経営情報学部
経営情報学科
メディア情報学科

看護学部
看護学科

短期大学部
ビジネス・コミュニケーション科
人間健康科（食物栄養専攻・介護福祉専攻）
幼児教育保育科 ／ 音楽科

（※） 令和4年4月より「管理栄養士養成課程」から
 学科名変更予定。

生活科学部
人間生活科学科
健康栄養学科（※）

児童学科

10：00～15：50

11：00～11：45

11：50～13：00

13：10～15：30

13：10～15：00

10：00～10：50／11：50～13：10／
15：00～15：50

10：00～15：50

10：00～15：50
（7/11、8/1、8/21、9/12のみ）

12：20～13：00

10：00～15：50

12：00～13：00／15：30～15：50

16：0015：0014：0013：0012：0011：0010：00

10：00～10：50／11：50～13：10／
15：00～15：50

※入試相談コーナーでは、「分野別入試」「社会人入試」などあらゆる入試に関する相談を受け付けています。
※都合によりスケジュールが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

各
種
イ
ベ
ン
ト

受付・総合案内

オープニングオリエンテーション

ランチ体験

学内施設見学・スタンプラリー

学科・専攻別説明会／模擬授業

保護者説明会（終了後キャンパスツアー）

大学生活相談コーナー

学科相談コーナー

クラブ活動展示コーナー

学科展示コーナー

クラブアトラクション

ドリンクコーナー

大学生とのフリートーク

タイムスケジュール

10：00～10：50／11：50～13：10／
15：00～15：50入試相談コーナー

10：00～10：50／11：50～13：10／
15：00～15：50

受　付
10:00～

クラブアトラクション
12:20～13:00

学科・専攻別説明会
模 擬 授 業

保護者説明会
（終了後キャンパスツアー）

13:10～15:00

オープニングオリエンテーション
11:00～11:45

大学生活相談コーナー
学科相談コーナー

10:00～10:50/11:50～13:10
15:00～15:50

ランチ体験
昼食をご用意していますのでご利用ください。

11:50～13:00

JR丸亀駅
7:45

JR坂出駅
8:05

JR高松駅（バスターミナル14番のりば）
8:50

おおかわバス津田車庫前
9:30

JR三本松駅
9:55

本学
10:40

1 香川コース

>> >> >> >>
高速道

>>

川島合同庁舎駐車場
8:50

JR鴨島駅
9:10

名西高校
9:40

板野高校
10:10

本学
10:40

6 徳島県央コース
>> >>>>>>

本学
10:40

JR阿波池田駅
8:25

JR辻駅
8:40

道の駅貞光
9:05

JR穴吹駅
9:20

ショッピングプラザアワーズ前
9:35

セブンイレブン市場町香美店前
9:45

セブンイレブン阿波土成町店前
9:55

5 徳島県西北コース

>> >>>>>> >>>>>>

阿南商工会議所前
9:20

本学
10:40

JR阿波海南駅
8:00

JR牟岐駅
8:15

道の駅日和佐（産直館前）
8:35

新野徳銀キャッシュコーナー
（ローソン南側）8:55

JR桑野駅
9:00

富岡西高校バス停
9:25

JR南小松島駅
9:55

小松島西高校前
10:05

4 徳島県南コース

>>>>>>>>>>>>

>> >> >>

本学
10:40

JR高知駅北側
8:10

道の駅南国
8:40

大豊インター出口（川口分岐バス停）
9:00

吉野川オアシス
9:40

3 高知コース
高速道

>>
高速道

>>
高速道

>>>>

送迎バス  運行スケジュール ※各コースとも乗車申込者のいない場所には停車しません。

2 松山コース
JR松山駅
7:40

JR新居浜駅
8:50

松山インター口バス停
7:55

三島川之江インター
9:20

本学
10:40

高速道

>>
高速道

>>
高速道

>>>>

参加申し込みについて

7 ［A］洲本・鳴門コース（※8/1［日］は運行しません）

［B］明石・鳴門コース（※8/1［日］のみ運行します）
［B］JR明石駅（明石公園側入口）

8:10
津名一宮IC入口
9:00

洲本IC入口
9:10

甍公園
9:25

JR鳴門駅
9:55

本学
10:40>>

鳴門渦潮高校前
10:00

ヤマダ電機松茂店前
10:10>> >>

高速道

>>
高速道

>>
高速道

>>
高速道

>>

［A］洲本バスセンター
8:35

JR鳴門駅
9:55

甍公園
9:30

ローソン洲本インター店前
8:45

南あわじ市役所
9:15

本学
10:40>>

鳴門渦潮高校前
10:00

ヤマダ電機松茂店前
10:10>>>> >> >> >>>>

高速道

ホームページまたは電話のいずれかの方法で、お申し込みください。
氏名、高校名、希望学科をご連絡ください。
参加希望日の直前の金曜日17：00までにお申し込みください。
参加希望日の直前の木曜日17：00までにホームページまたは電話でお申し込みください。
安全・安心な送迎のため、事前登録が必要です。（運行スケジュールを参考にしてください。）
［帰り］乗車予定の方の集合により、15：50～16：00の間に発車します。

申し込み方法

申し込み内容

申し込み締め切り

送迎バスの利用

申し込みは不要です。（徳島駅西・四国大学交流プラザから四国大学まで運行します。）
［行き］四国大学交流プラザ発 9：50、10：20　［帰り］16：00　

スクールバスの利用

〒771-1192 徳島市応神町古川　四国大学 広報課
     0120-65-9906（平日9:00～17:00）
URL  https://shikoku-u.ac.jp/admissions/opencampus/

お申し込み先
13:10～15:30
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