
学科 授業内容 担当者 授業科目名 学科 授業内容 担当者 授業科目名

赤ちゃん人形を抱っこして、目と目を合わ
せながら、お世話をしてみましょう。

前田隆子 母性看護学援助論
小児看護学援助論

看護の魅力って何だろう？一緒に考えてみ
ましょう。

田中響 看護学概論

学科 授業内容 担当者 授業科目名 学科 授業内容 担当者 授業科目名

読む力は大事?会話力は?単語表は必要？
さまざまな外国語の学習方法を一緒に発
見し、あなたに合った方法を試しましょう！

レイモンド・
レヴィ

スタディスキル

アニマシオンやリテラチャーサークルなど参
加型の読書活動を通して、物語を楽しく理
解する方法を学びましょう。

長岡絵里佳 学校図書館サービス論

新型コロナの影響で世界経済が大きく落ち
込んでいます。それがこれから私たちの生
活にどう響くのか考えてみましょう。

植木　洋 経済学

ウェブページは見て楽しむだけでなく、自
分で動かすこともできます。動きのある
ウェブページを一緒に作成してみましょう。

藤本直子 ウェブデザインＡ・Ｂ
ウェブデザイン演習

 9月12日（日）
平面の絵画やグラフィックから立体的な印
象を得る錯覚のしくみを心理学のデモを用
いながら説明します。

河村壮一郎 造形心理学

色には不思議なパワーがあります。インテ
リア空間にその色を当てはめて、色の面白
さを楽しみましょう。

尾﨑せい子 インテリアデザイン

皆さんは日々、どのような食事をしていま
すか？立場や状況が変われば食事も変わ
ります。どのような点に配慮が必要か、考
えてみましょう。

古都丞美 ライフステージ栄養学

果物は、温めて食べますか？冷やして食べ
ますか？果物の甘さと温度に関する仕組
みを知ってみましょう。

加古大也 食品学総論

赤ちゃんが生まれたときに持っている不思
議な力や、成長につれ獲得していく驚くべ
き能力について解説していきます。

南　潮 発達心理学

子どもたちは絵本を読んでもらうことが大
好き。でも、絵本って何だろう、絵本を読ん
でもらうことの意味って何だろう。一緒に
考えてみましょう。

齊木恭子 児童文化

学科 授業内容 担当者 授業科目名 学科 授業内容 担当者 授業科目名

小説などには時代背景や文化が反映され
ています。英語圏のものがたりを読みなが
ら、文化的なものを探してみましょう。

遠藤　緑 英語圏の文化

方言は地域の貴重な文化です。鳥取県民は
方言を駆使してどのようにコミュニケー
ションしてきたのか、実例をもとに考えま
す。

岡野幸夫 日本の言葉

相手に話の要点を端的に伝えるのは得意
ですか？自己ＰＲを例に、相手にわかりや
すく伝えるためのコツを学びましょう。

板倉一枝
プレゼンテーション

演習

間違えるのを心配しないで。英語の会話や
ゲームなどを通して交流の楽しさを見つけ
よう！

レイモンド・
レヴィ

基礎英会話
実践英会話

学術的にはグラフ・ネットワーク問題に分類
される一筆書きをコンピュータに解かせる
場合のアルゴリズムを学んでみましょう。

三沢英貴 情報数理
売れる商品を作るしくみを理解するために
マーケティング・マネジメントについてみん
なで考えてみよう！

田村　剛 マーケティング

IoT機器やWebサイトに存在するビッグ
データを新しい統計学の手法を使って分析
体験をしてもらいます。

野津伸治
プログラミング

ウェブプログラミング
演習

ネット上の掲示板やSNSなどの発言が他
人の名誉を傷つけた場合、法的責任を問わ
れることも。注意点を考えてみましょう。

道前　緑 生活と法律

パソコンを使って、世界にひとつだけのオ
リジナルうちわをつくりましょう。

清水文人 基礎デザインI

私たちは、ほんの短い間であれば、色や形
などの刺激をそのままの形で自分の中に保
存できます。この感覚記憶について実験し
ます。

河村壮一郎 造形心理学

日本人の食事摂取基準について学びます。
「何をどれだけ食べたらよいのか」を食事
摂取基準を使って考えてみましょう。

野津あきこ 栄養指導論
公衆栄養学

スポーツ活動をする人の基本の食事につ
いて学びます。ヒントは主食、主菜、副菜、
乳・乳製品、果物をとろう！です。

野津あきこ スポーツ栄養学

一度は聞いたことのある、そしてやったこ
とのある？ダイエットについて、その中身を
ちょっと考えてみましょう。

加古大也
栄養学総論

生化学

このお汁はうま味がきいていておいしい！
だしのうまみを利かすには、塩味とうま味
の量が関係します。体験を通して学びま
しょう。

亀崎幸子 食品官能評価・
鑑別演習

子どもたちが大好きな砂場遊び。何が面白
いのかな？身近な環境の一つである「砂
場」の魅力について考えてみましょう。

伊奈公子 保育内容
（環境）

自分で身を守ることができない乳児らへの
健康と安全対策が重要視されています。感
染症対策や虐待など、現代の健康課題を考
えます。

山村裕子 子どもの保健乳児保育

一見、ただのなぐりがきに見える子どもの
絵。でもそれは子どもにしか描けない世界
が隠されています。子どもの絵の秘密を
探ってみましょう。

宮﨑百合 子どもの造形指導法
保育士の活躍の場である施設について学
びます。施設で生活する子どもたちにどん
なことができるのかを考えます。

菅田理一 社会的養護

　　　　　　　　　　 ６　月　１4　日　（日）　　※WEB配信のみ   ７　月　１2　日　（日）

看護学入門
～看護の仕事・看護の魅力～

看
護自分を守り、患者さんを守る

最も大切な看護技術
～手洗い～　演習編

看
護

  ７　月　１2　日　（日）  ８　月　　9　日　（日）
タイトル タイトル

自分を守り、患者さんを守る
最も大切な看護技術
～手洗い～　講義編

赤ちゃんと心を通わそう
新型コロナウイルスはもちろん、全ての感
染症を防御できる手洗いの技術について、
その原理を知って、賢く活用しましょう。

荒川満枝
感染免疫学

基盤看護技術

タイトル タイトル

国
際

山陰の神話的世界
～神話は何を伝えるのか？～

山陰には、太古の神々にまつわる神話が息
づいています。因幡の白兎や打吹天女伝説
といった神話から、地域の文化を考えま
す。

渡邊　太 宗教と文化
国
際

外国語学習の秘密は？！
〜学習・自習の方法〜

皆で読書を体験しよう！
～ものがたりを楽しむ方法～

揺らぐ世界経済
～私たちの生活にどう響く？～

動くウェブページを作ってみよう

住
居

デッサンをしてみよう　
　　
　

～円柱を描いてみよう～

ものづくりの基礎であるデッサンを行いま
す。対象をよく観察しながら実際に紙に描
いてみましょう。

前田夏樹 基礎デザイン
住
居

奥行き知覚のイリュージョン　
　

～意識されない心のはたらきとは～

色を知る
インテリア空間に必要な色とは…

情
報

AI(人工知能）はどうやって
猫がわかるだろうか？

AIがさまざまな画像を見ながら猫のイメー
ジを獲得する仕組みを見てみよう。

野津伸治
プログラミング

ウェブプログラミング
演習

情
報

ライフステージにあった
食事を考えてみよう

甘い果物はなぜ甘いのか？

幼
教

「教育」と「福祉」をつなぐ「保育」
～とっとりで保育を学ぶ意味～

鳥取県は日本の保育の歴史に関わりが深い地
域です。その理由を知り、「とっとり」で保育を
学ぶことの意味を掴んでみましょう。

國本真吾 特別ニーズ保育・教育
幼
教

乳幼児が持っている不思議な能力

子どもと絵本

食
物

「強力粉」と「薄力粉」は何が違うのか
確かめてみよう！

お菓子を作るとき、あなたはどんな小麦粉
を選びますか？料理に適した小麦粉の選
び方について学びましょう。

亀崎幸子 食品学各論
食
物

 ８　月　　9　日　（日）   ９　月　　6　日　（日）
タイトル タイトル

国
際

ものがたりから文化を学ぼう

国
際

方言でコミュニケーション
～山陰のことばを使いこなす！？～

自信の持てる自己ＰＲ
～何が言いたいの？とはもう言わせない！～

英語でコミュニケーションを楽しもう

情
報

コンピュータに一筆書きを
解かせてみよう！

情
報

売れる製品を作る
マーケティングのしくみ

データサイエンティストになって
ビッグデータ処理を体験しよう！

SNSのその発言、大丈夫？

建築計画

感覚記憶の容量　
～心理学実験を体験～

食
物

何をどれだけ食べたらいいの？
～日本人の食事摂取基準～

食
物

スポーツ栄養学
～スポーツ選手の基本の食事～

食べ物の消化から考える
ダイエットの理論

「おいしい澄まし汁」とは何か考えてみよう

住
居

オリジナルうちわを
つくろう！

住
居

鳥取県の建物100選探訪　
　　
　

～県内の優れた建物の秘密を探って見よう～

鳥取県「県民の建物１００選」に掲載されて
いる建物のうち、中部地区にある優れた建
物を訪ね、様々な匠の技や秘密を探りま
す。
（※悪天候または、OC中止の場合は事前
に録画した映像、記録写真などをHPで紹
介します。）

宮脇儀裕

幼
教

砂場の魅力、再発見！

幼
教

子どもの命を守るために
～求められる乳児期の健康と安全～

大人と違う？
～子どもの絵の見方～

施設保育士の歴史としごと
～保育所以外にもある保育者の活躍の場～

※新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止もしくは内容が変更となる場合があります。

中止・変更の場合は本学ホームページに掲載しますのでご確認ください。

※出前授業も実施しております。詳細は本学ホームページをご覧ください。

〒682-8555 鳥取県倉吉市福庭854 HP【看護大】https://www.tcn.ac.jp/ 【短大】https://www.cygnus.ac.jp/ E-mail【看護大】kango@ns.cygnus.ac.jp 【短大】cygnus@ns.cygnus.ac.jp

※WEBマークのついている授業体験は、「総合型選抜（オープンキャンパス参
加型）」の対象授業として、期間限定でHPでも閲覧することができます。

詳しくは、鳥取短期大学ホームページをご確認ください。

鳥取看護大学・鳥取短期大学では、本学の学びの理解を深めていただけるように、各学

科･専攻の教員による授業体験を行います。さまざまな分野について、楽しくわかりやす

い授業を講義形式や演習形式でみなさまに体験していただけます。

ぜひ、この機会にみなさまのご参加をお待ちしています。


