薬学科

薬学部

食物栄 養 学 科

薬剤師

管 理 栄 養 士・栄 養 士・栄 養 教 諭

薬剤師の仕事を体験してみよう！

小 学 校 教 諭・
幼稚園教諭･保育士
小

… 小学校教諭希望者向け

薬の調合を体験してみよう！
錠 剤を粉 砕し、分 包 機を使って粉 薬を分けてみよう！また、
２種類の軟膏を混ぜて容器に入れてみよう。

ミネラル管理の重要性

徳島県の地域課題を克服した事例を紹介
管理栄養士の仕事のだいご味を伝える

微量栄養素であるミネラルの生理機能や、過剰摂取または
摂取不足による生体の変化などについて紹介し、
ミネラル
管理の重要性を学んでいただきます。

幼・保

子どもの発達を促す折り紙遊び
一枚の紙がいろいろなものに変わり、遊べるものに変化する
楽しさを体験します。自信を育み、図形や算数の力を促すこ
とを理解しましょう。

徳島県において地域課題であった糖尿病死亡率ワースト１から
の脱却や野菜摂取量男性全国第8位女性第3位に導いた過
程を管理栄養士の働きから紐解きます。

小

幼・保

音楽と絵による表現を楽しもう！
音や音楽をクレパスや絵の具を使って絵にしたり、絵を見て
いろいろな楽器で演奏したりする楽しい表現活動をします。

心地よい人間関係について

自分と人との繋がり方を知る

良好な人間関係を保つためには、何が必要でしょうか？ここ
では、アサーション・
トレーニングを通して自分も相手も大事
にしたコミュニケーションについて勉強します。

友達や親など、
自分と他者はどのようにつながっているのでしょう
か。人間関係の場面を描いて設問する心理テストを行い、対人
関係の築き方や自己評価と他者評価の違いなどを解説します。

人や人体モデルを対象として、血圧、脈拍数、血中酸素飽和
濃度、心電図、心音、呼吸音を聴取する。

「うま味」を知り、健康的な食生活に役立てよう

栄養管理プロセスを学ぼう

幼・保
野菜でぺったん！スタンプ遊びを楽しもう

幼・保
1冊の本が宝島 〜子どもと楽しむ アニマシオン 〜

いろいろなゲームや用具を使って、
レクリエーション実技と子
ども向けのクラフト
（工作）製作を体験しましょう。

子どもは遊びを通して学んでいます。簡単なリズム遊びやゲー
ム遊びなどで子どもたちと触れ合って一緒に楽しく遊びましょう。

野菜の切れはしでスタンプをしたり、
スタンプしたもので作品を
作ったりして遊びます。

アニマシオン とは、本が大好きになる読書ゲーム。子どもに
なったつもりで、
アニマシオン活動を楽しみましょう。

小
めざせ、
トップインタビュアー！

小
「つまずき」をいかす授業づくり
子どもの「つまずき」
を取り上げ、上手にいかす授業の仕方
について考えていきます。

子どもの心

絵に現れる心

乳児・幼児・児童の感じ方やものの見方・考え方について解説しま
す。子どもの心の有り様を理解することは、人間理解を深めることに
もつながります。話を聞きながら，
自らの心の成長を振り返ってみよう。

絵を描くことは、我々にとって自己表現や癒しといった意味がありま
す。描かれた絵、
あるいは心理検査の場で描かれた絵を見ていくこと
により、
そこに現れる心理学的な意味を考えていきたいと思います。

歯科衛生士

歯科の医療事故例から学ぶ全身管理の大切さ

あまり知られていない本当は危ないイビキと歯ぎしりの話

「ひと口30回噛むと頭がよくなるって本当？」

知っていますか？メタボの黒幕「肥満」と「お口の健康」の関係

あまり知られていませんが歯科治療中にも事故は起こって
います。具体例を紹介しながら、全身管理の重要性につい
てお話しします。

大きなイビキや歯ぎしりは病的な睡眠障害の徴候かもしれま
せん。この講義では歯科保健指導に必要な睡眠障害の知
識を学びます。

よく噛むと消化を助け、
しっかり栄養が吸収されるだけではな
く、脳の血液循環が活発になり、記憶力を向上させます。ま
た、認知症も予防します。

メタボの黒幕「肥満」は「お口の健康」
とも大いに関係があり
ます。歯科衛生士はお口の健康を通じてメタボ予防に貢献
できます。

理学療 法 学 科

理学療法士

最近、家庭用機器として、電気刺激機器が多く販売されて
きています。電気刺激療法をおこなっている時の呼吸代謝
がどうなっているのかを見てみよう！

超音波エコーで筋肉を見てみよう

バランス能力を科学的にみてみよう！

看護 学 科

看 護 師・保 健 師・
助 産 師・養 護 教 諭

人間福 祉 学 科

社 会 福 祉 士・
精神保健福祉士

総合政 策 学 科

経 済 学・経 営 学・社 会 学・法 学・
行 政 学・情 報 学・政 治 学・語 学

バイタルサインのチェックをして、養護教諭の仕事を体験しよう！
心身に異常が起きた場合に起こるバイタルサインの変化（体温上
昇、脈拍・呼吸数の増加など）
をチェックし、変化の程度や緊急性を
客観的に判断することが養護教諭には必要です。今回はそのバイタ
ルサインを一緒にチェックしてみよう
！

What's the science of nursing ?
「人はどうして間違える!? 〜人の行動を科学する〜」
ミスはどうして起こるのか。人間の特性に焦点を当て、
ミスに
つながる人の行動を分析してみよう。

医療福祉について考える 〜出生前診断を例に〜
医療技術は進歩し、出生前診断によって、胎児の疾病の可能性
までもが分かるようになりました。
この検査を例に生命や今後の医
療分野における福祉専門職の役割について一緒に考えよう
！

あなたのリスク対応力を確認してみよう！
自然災害や事件事故から命を守るのは、
とっさの判断力と
チーム力です。ゲーム感覚で自分のリスク対応力を確認して
みませんか？

超音波診断装置を用いて、体の筋肉や脂肪組織を観察し
てみよう。

What's the science of nursing ?
「ストレス・コーピング」
看護の対象者が、心理的にうまく適応できるようにするためには、
どんな支
援が必要かを一緒に考えてみよう。
（30分）施設見学・看護体験（30分）

暮らしを支える社会保障と社会福祉士の関わり
病気や障がいをもっても生活を支えてくれる社会保障の仕組
みと、社会福祉士の関わり方を実例をもとに紹介します。

わたしたちの生活と商品 〜経営学入門〜
「なぜ、
あなたは商品を買うのですか？」身の回りにある商品に
注目しながら、
日本社会の現状と課題を一緒に考えてみよう。

ピアノ・声 楽・管 弦 打 楽 器・
ニューサウンド・電 子 楽 器・
音 楽 療 法 士・音 楽 教 諭

●音楽療法の授業を体験してみよう！

●音楽療法の授業を体験してみよう！

①音楽療法とは何か?について、
スライドや実際の音楽療法の
セッションビデオを見ながら、
わかりやすく解説します。
②本場アメリカの音楽療法を取り入れている本学ならではの
教育の特長、
そして音楽療法士としての就職状況について
お話します。

①音楽療法とは何か?について、
スライドや実際の音楽療法の
セッションビデオを見ながら、
わかりやすく解説します。
②本場アメリカの音楽療法を取り入れている本学ならではの
教育の特長、
そして音楽療法士としての就職状況について
お話します。

簿記入門

商科

商 学・会 計 学・医 療 事 務

商店は資金をうまく利用し、
１円でも多く儲けようとします。毎日
の取引を一定のルールに従って正確に帳簿に記入する簿記
の基本を学習します。

言語
コミュニケーション
学科

英 語・観 光

「空港研修」
を紹介します。そこでは、空港の仕事の大変さに
驚き、働く方々の責任感とチームワークに感動することになり
ます。

生活科 学 科
（生活科学 専 攻 ）

パティシエ・ブライダル・
デザイン

好みのカラーリボンを重ねオリジナルバレッタをつくります。
センスが光るお似合いの1品を制作してください。

生活科 学 科
（食物 専 攻 ）

栄 養 士・栄 養 教 諭・
フードスペシャリスト

米粉と小麦粉で中華風蒸しパン マーラーカオ をつくります。
米粉と小麦粉の成分を知り、膨化の違いを確認してみよう。

保育 科

保 育 士・幼 稚 園 教 諭

空港の仕事を知る

カラーリボンでバレッタを作ろう

米粉と小麦粉の膨化の違いについて見てみよう

ビジネスマナー入門
社会人として身につけておくべきビジネスマナーを学ぼう。

礼儀・ホスピタリティとは
「もてなし」には、相手を思いやる想像力が必要ですが、
それは
難しいことでもあります。
しかし、現場の方はいつも
「スマート」に
相手を思いやって行動されています。

【洋菓子】サブレ・ア・ラ・ポッシュを作ってみよう
パティシエの基本技術の一つである絞りを練習して、絞り出
しクッキーを作ろう。

栄養士の仕事である「献立作成」をパソコンで体験しよう！
長 寿を支えるのは健 康な食 事です。毎日の 献 立 の 立て
方、料理の選び方を学び、実際に栄養価計算に挑戦して
みよう。

楽器を使った遊びを考えよう

バルーンで遊ぼう

保育では、楽器に親しみ、音やリズムを楽しむ体験が大切で
す。自由な発想で楽器を使った遊びを考えてみよう。

手作りバルーンを膨らませたり、中に潜ったり、子どもたちが
大好きな遊びを体験しよう。

栄養と健康

幼・保
子どもたちと触れ合って楽しく遊ぼう！

口腔保 健 学 科

消費者市民社会って何？ 〜アクションゲームで地域の課題を解決しよう〜
これからの超高齢社会にはどのような課題があるのでしょうか。徳島
県が開発した2つのオリジナルアクションゲームを体験することによっ
て「意思決定」
と
「具体的な地域連携」について一緒に考えてみよう。

薬剤師がどのような仕事をしているか興味ありませんか？
薬学部は病院や薬局で働く薬剤師を養成しています。その
薬剤師がおこなう飲み薬の調合、軟膏の練合などを体験し
てみよう。

幼・保
楽しいこと大好き！子どもと楽しむレクリエーションを体験しよう！

養 護 教 諭・家 庭 科 教 諭・
フードスペシャリスト

パソコンで家を設計してみよう

3D CADソフトを使って自分の部屋を設計したり、3Dで再現
したクレヨンしんちゃんの家を訪ねてみよう。

人の心や考えを変える栄養教育について考えよう

日

栄養素を摂取することは、健康を保つために重要です。人
は食べた栄養素をどのように吸収し、生きるために利用す
るのでしょうか？栄養と健康について考えてみましょう。

人間生 活 学 科

建築模型製作に挑戦してみよう
有名建築物の簡単な模型作りに挑戦してみよう。

最近医療機関でもよく処方されるようになった漢方薬。その漢
方薬について理解を深めましょう。
また医療現場で主に用いら
れる漢方薬を実際に生薬から配合し、煎じ、
テイスティングを
経験してみよう。

9/ 23

効果の高い方法で栄養教育をしても、全ての人の心は動き
ません。人の心を動かす個々人に寄り添った栄養教育とは
どのようなものなのか、一緒に考えてみましょう。

建 築 士・
インテリアデザイナー

マーケティング調査に挑戦しよう 〜データ分析は面白い〜
正しいデータ分析は、商品開発や作品づくりの大切なポイ
ントです。コンビニエンスストアの販売データを実際に分析し
て、販売促進のための作戦を立ててみよう。

8/ 19 日

うま味は、料理の美味しさに関係するとともに、減塩にも効
果を発揮します。実験を通してうま味の活用方法を考えてみ
ましょう。

建築デ ザイン
学科

アニメーションプログラムを作ろう
プログラミングでアニメーションの原理を理解しましょう。
また、
外部から読み込んだ画像を切り替えることで、簡単なアニメー
ションプログラムを作ってみよう。

漢方薬入門

傷病者の栄養管理はなぜ必要なのか、
どのようなプロセス
により実施されるのかについて学びましょう。

W e bデザイナー・
コンピュータグラフィックス

音楽 学 科
短大音 楽 科

OPEN CAMPUS 2018 GUIDE BOOK

薬 局での調 剤にはさまざまな器 具・機 材が用いられていま
す。調剤室にあるものに触ってみると、新しい発見があるか
もしれません。また、簡易型圧縮成型器を使用し、錠剤の作
成も体験してみよう。

メディア
デザイン学 科

●音楽の専門家から大学での専門的なレッスンを体験しよう (※楽器はご持参ください)

短期大学部

薬局で患者さんから処方せんを受け取ってからの業務の流れを体験してみよう

②バイタルサインを視てみよう。

臨 床 心 理 士・養 護 教 諭
公認心理師

保健福祉学部

音楽学部

調剤・製剤を体験してみよう！

心理 学 科

電気刺激療法を科学的に見てみよう！

総合政策学部

8/ 3 金

①薬剤師の仕事を体験！

プログラミング的思考力を働かせて、知りたいことを聞き出す
インタビュースキルを身につけます。

幼・保 … 幼稚園教諭希望者向け

人間生活学部

8/2 木

日

散剤、軟膏などの調剤を体験してみよう！また、速放錠、徐放
錠などの崩壊性の違いを観察したり、血圧の測定や心音・
肺音を聴診してみよう。

小

児童 学 科

7/15

小
勉強と心理学
効果的に学んだり教えたりするにはどうすればいいでしょう
か？その答えは心理学にあります。実験を通して体験しよう！

小
デジタルな工作をしよう
パソコンやタブレット端末とものづくりを組み合わせて、面白い仕掛けやちょっ
と違った表現の作品を作ってみませんか。デジタルな工作に挑戦してみよう。

性格は一生変わらない？

コラージュ療法について
アートセラピーの一種であり、
日本で独特の発展を遂げている
コラージュ療法について、
その特徴や効果を説明します。

人間の性格は、年齢とともに変わるのでしょうか？今回は心
理学分野の一つである性格心理学についてこれまでの研
究結果を紹介します。

映像に特殊効果をかけてみよう！AfterEﬀects入門

一歩進んだデジタルカメラ撮影技術

ネットワークを楽しもう！

フォトレタッチを学んでオリジナルポストカードを作成しよう！

授業で使っているAdobe社のAfterEﬀectsは「映像のPhotoshop」とも言われ、
映像やアニメーションに特殊効果を付けることが出来ます。実際にAfterEﬀects
を使って特殊効果をかけてみましょう。また先輩の作品も紹介します。

オート撮影だけではもったいない! 一歩進んだデジタルカメラの撮
影方法を身に付けて、
自分の狙い通りの写真を撮れるようになり
ましょう。授業でも使っているオリジナルテキストを使用します。

既存のネットワークを利用することは簡単ですが、
ネットワークは
自分で構築することもできます。携帯電話や自宅のインターネッ
ト環境などを用いて独自に構築し、
ネットワークを楽んでみよう。

静止画加工技術はコンテンツ制作の現場で必須のスキル
です。先進機能を中心に使いながら、
フォトレタッチを学んで
いただきます。

有名な建築家の家具をミニュチュアで作ってみよう

３Ｄソフトで立体モデルを作ってみよう

オランダの近代建築家リートフェルト氏の有名な家具作品
「赤と青のイス」の模型製作を通して、設計の基礎を学びま
しょう。

３Ｄモデルが作れるフリーソフトを使って、簡単な建築物の立
体モデル製作に挑戦してみましょう！

消費者市民社会って何？ 〜アクションゲームで地域の課題を解決しよう〜

鹿革を使った簡単小物づくりに挑戦！
深刻化する野生獣害について理解し、徳島県の被害状況を
知るとともに、捕獲して利用される鹿革の特徴について学び、
鹿革を使った１時間でできる小物づくりを体験しよう。

重心動揺計を用いて、体の姿勢バランスを計測してみよう。

What's the science of nursing ?
「歴史における科学的看護の出発点」

これからの超高齢社会にはどのような課題があるのでしょうか。徳島
県が開発した2つのオリジナルアクションゲームを体験することに
よって
「意思決定」
と
「具体的な地域連携」について一緒に考えてみ
よう。

虫歯の虫ってどんな虫？虫歯予防でお口美人になりましょう！

こんなに重要！唾液の役割
唾液はただの水ではなく、生きていくために必要不可欠なもの
です。唾液を通してお口の健康増進について学びましょう。

聴診器を使ってみよう！

障がい者福祉の現在 〜発達障がいを中心に〜

人とかかわる仕事（対人援助職）の基本となる、
コミュニケー
ション力を高めるために必要なマインドやスキルについて、
ワー
クを通して一緒に考えてみましょう。

さまざまな過去の研究を踏まえ、発達障がいの脳機能につい
て説明します。社会福祉士の立場からどのような支援が行え
るのかを一緒に考えましょう。

不妊治療と人権尊重

不妊治療と人権尊重

幸福追求権および法の下の平等という観点から、子どもを
持ちたい人に対する
「不妊治療助成制度」について、
グループ
ワークで考えてみましょう。

幸福追求権および法の下の平等という観点から、子どもを
持ちたい人に対する
「不妊治療助成制度」について、
グループ
ワークで考えてみましょう。

PCサイト▶

食品の栄養成分を分析して，
おいしさを体感しよう

痛くなくても虫歯なの？虫歯の成り立ちや効果的な歯磨きの
方法など、今日から使える虫歯予防を知ろう！

肺や心臓などの状態は聴診器を使えば音の変化である程
度の病態がわかります。心音や呼吸音を実際に聴いて、理
学療法にどのように役立てるかを学んでみよう。

What's the science of nursing ?「看護とおしゃれ」

3D CADソフトを使って自分の部屋を設計したり、3Dで再
現したクレヨンしんちゃんの家を訪ねてみよう。

健康を維持・増進させるためには、食が基礎となります。毎日、食べてい
るスウィーツ、
フルーツなどの食品の栄養成分を分析し、
おいしさを体感
しましょう。養護教諭、家庭科・保健科教諭、
フードスペシャリストなどに
必要な知識、技術を身につけ、健康的な生活を送りましょう。

ストレッチを正しくおこなおう

自分＆相手を大切にするコミュニケーション

詳細は

養護教諭が行う保健室対応のロールプレイをしよう！

パソコンで家を設計してみよう

模擬保健室で、養護教諭役と子ども役になり、子どもの訴える
症状に対して、問診や視診、体温・脈拍の測定を通して状態を
判断し、対応するロールプレイをしよう。

ストレッチには様々な種類があり、正しく行なわないとかえっ
て悪くなることがあります。正しい方法を学び、実際におこ
なってみよう。

おしゃれと身だしなみとはどのように違うのでしょうか。看護師の
おしゃれの許容範囲は？患者さんに接する看護師として必要な
身だしなみについて一緒に考えてみましょう。

看護の創始者ナイチンゲールは、看護を
「アート＆サイエンス」
と
よびました。彼女が力説した科学的看護についてお伝えします。

建築模型製作に挑戦してみよう
有名建築物の簡単な模型作りに挑戦してみよう。

What's the science of nursing ?
「ハンドマッサージを通した老年看護技術」
手軽に活用できる簡単なハンドマッサージは、心と体を癒すだけでなく高齢者と
のコミュニケーションツールとしても活用できます。学生と一緒に体験してみよう！

児童虐待をどのように考えるか
年々深刻さを増している、
日本の児童虐待について、
その背
景や現状を知り、
これからの対応について考えてみましょう。

ゲーム理論入門 〜駆け引きを学ぼう〜
経済学だけでなく、
さまざまな分野で注目されるゲーム理論の
基礎を学び、架空のゲームで駆け引きを体験してみましょう。

http://wwwt.bunri-u.ac.jp/ongaku/exam.html

筋電図を見てみよう！
人が動いているときの筋肉の活動状況を筋電図を使って視
覚的にリアルタイムで見てみよう！

What's the science of nursing ?
「災害看護におけるトリアージ」
災害時や多数の傷病者が発生した際に用いるトリアージの
方法である
「START法」
を学びます。

食事に関する基礎知識とこころとからだの理解について
福祉関連の必須科目
「こころとからだの理解」
では人間にとっ
て食事とは何かについて学びます。今回は食事の生理的意
味・心理社会的な意味について一緒に考えてみよう
！

やさしい国と元気な国 〜高福祉高負担と低福祉低負担〜
みなさんは、税金（国民負担）
は高いけれども公共サービスが
充実した国と、税金は安く政府のサービスも少ない国のどち
らを望みますか？

お問い合わせ先▶088-602-8050

●音楽療法の授業を体験してみよう！
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①音楽療法とは何か?について、
スライドや実際の音楽療法のセッショ
ンビデオを見ながら、
わかりやすく解説します。
②本場アメリカの音楽療法を取り入れている本学ならではの教育の
特長、
そして音楽療法士としての就職状況についてお話します。
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わかりやすく解説します。
②本場アメリカの音楽療法を取り入れている本学ならではの教育の
特長、
そして音楽療法士としての就職状況についてお話します。

●簡単！カッコいい！音楽制作［DTM］初歩講座①「メロディ作り」
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●簡単！カッコいい！音楽制作［DTM］初歩講座②「コード進行」

●簡単！カッコいい！音楽制作［DTM］初歩講座③「アレンジ」

iPhoneを使いながら、簡単に、
カッコいい曲を制作する方法
を伝授します。経験がなくてもiPhoneを持っていなくても大
丈夫！第1回目は「メロディの作り方」。

iPhoneを使いながら、簡単に、
カッコいい曲を制作する方法
を伝授します。経験がなくてもiPhoneを持っていなくても大
丈夫！第1回目は「メロディの作り方」。

iPhoneを使いながら、簡単に、
カッコいい曲を制作する方法
を伝授します。経験がなくてもiPhoneを持っていなくても大
丈夫！第2回目は「カッコいいコード進行」。

iPhoneを使いながら、簡単に、
カッコいい曲を制作する方法
を伝授します。経験がなくてもiPhoneを持っていなくても大
丈夫！第3回目は「カッコいいアレンジ法」。

医療事務の仕事を体験しよう

医療事務の仕事を体験しよう

「会社」は誰のもの？

病院など医療機関で実際に使用される医療ソフトを使って、
患者の受付やカルテの作成、治療費の計算をしてみよう。

病院など医療機関で実際に使用される医療ソフトを使って、
患者の受付やカルテの作成、治療費の計算をしてみよう。

「会社」は誰のものでしょうか？
「会社」は、
どんな役割を担っているのでしょうか？

サービスを提供する〈責任〉と〈喜び〉〜ホテル〜
「サービス」の評価はお客様が決めます。
「サービスを受ける
側」から
「サービスを提供する側」へ視点を変えてみよう。

ブライダルファッションショー
司会進行やモデル、
そしてドレスのコーディネートまですべて学
生達でおこないます。学生がつくるファッションショーです。

観光業界で求められるものとは

観光業界への就職のために

航空業界で求められる語学力は？海外の観光地・文化・習
慣・法律の知識は？どんな人が向いているの？
「 憧れ」の仕
事に就くために、今、何を、
どう学ぶべきなのか？

仕事に就くためには、業界の仕組みと企業を知らなければな
りません。実際に企業の「求人票・エントリーシート」
を見て学
びましょう。

【洋菓子】
ミニパウンドケーキを作ってみよう
焼き菓子の基本である、
シュガーバッター法を理解し、パウン
ドケーキを作ろう。

【和菓子】わらび饅頭を作ってみよう
わらび餅の生地に、
さっぱりとした甘さのこし餡を包み込んだ
お饅頭です。上品な涼やかさを楽しんでください。

ポン･デ･ケージョ(イーストを使わないで作るパン)を作ってみよう

ポン･デ･ケージョ(イーストを使わないで作るパン)を作ってみよう

郷土のおやつ「黒糖かりんとう」を作ってみよう

ブラジルの郷土食であるチーズパンを作ります。膨化剤を使
わないで簡単に作れるコーン入りチーズパンに、挑戦してみ
よう。

ブラジルの郷土食であるチーズパンを作ります。膨化剤を使
わないで簡単に作れるコーン入りチーズパンに、挑戦してみ
よう。

黒砂糖を使うお菓子は昔からたくさんあります。
ミネラル豊富
な黒砂糖でくるんだかりんとうを作って、素朴な味を楽しみま
しょう。

徳島文理大学附属幼稚園の環境から学んでみよう

パネルシアターを作って遊ぼう

幼児教育は「 環境 」からといわれています。園庭･保育室･
遊戯室の隅々に成長･発達や安全のための工夫を懲らして
います。みんなで探してみませんか。

パネルシアターは不 織 布に書いた絵をネル布のパネルに
貼って演じる人形劇です。簡単な作品を作って一緒に演じて
みよう。

自分で作って遊ぼう

子どもたちの周りには、既製のおもちゃやゲームなどがたくさ
んありますが、身近にある新聞紙や折り紙などを使って「自
分で遊ぶおもちゃを自分で作る」
ことができます。一緒に作っ
て遊びを楽しもう。

経済学を使って「婚活市場」を考えてみよう
経済学の考え方を利用して婚活市場を見ると、面白いこと
がわかります。
「コミュニケーション力」があるだけでは結婚で
きません。その背後にはどのような思惑があるのでしょうか。

英語を学ぶ、英語で伝える
国際社会でコミュニケーションの手段として外国語は必須
です。では、修得するためにはどう学べばいいのか、
また外国
語を使って何ができるのでしょうか。

チャーム付きヘアーアクセサリーを作ろう
お好みのチャームでオリジナルアクセサリーを作ります。あな
たのセンスが光る素敵な1品を制作してください。

栄養士の仕事である「栄養指導」を実際に体験しよう！
栄養指導をするために、
まず食生活を振り返り、
どんな食生活
が良いのか考えよう。そして栄養指導に挑戦してみよう。

ドレミパイプで音遊びを楽しもう
ドレミパイプは叩くだけで音が出る、誰でもできる楽しい楽器で
す。子どもたちの気持ちになってドレミパイプを使った音遊び
や簡単な合奏を体験してみよう。
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