
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

看護で相手の心理や行動を共感的に理解
することはどのようなことか学んでみま
しょう。

河村　壮一郎 心理学
「バイタルサイン」は、人間が生きているこ
とを示す指標であり、最も基本的な情報
です。実際に測定してみましょう。

佐々木　晶子
古都　昌子

藤原　美智子
田中　美菜江
福永　まゆみ

基盤看護技術

普段の講義の様子からサークル活動、課
外活動、寮や一人暮らしの様子などを学
生たち本人がご紹介します。

1・2年の時を中心に看護技術を学びま
す。今回はその看護技術でどんなことを
学んで行くかを学生たちがご紹介しま
す。

学科 授業内容 担当者 授業科目名

看護って何だろう。一緒に考えてみましょ
う。

田中　響 看護学概論

とってもかわいい赤ちゃんからお母さん
はどんなことを感じているのでしょう？
今日はそれを感じてみましょう！

北川　眞理子
廣田　颯香

母性看護学概論
（25分程度）

お子さんが「僕も私もがんばれたよ！」と
思える心の準備について考えてみましょ
う！

世良　喜子
廣田　颯香

小児看護学概論
（25分程度）

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

「感謝」をあらわす鳥取県方言から、鳥取
県民のコミュニケーションについて考えて
みましょう。

岡野　幸夫
ことばの世界
（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

参加型の読書活動を体験しながら、皆で
読み合う読書のカタチについて考えま
す。学校司書の役割についても紹介しま
す。

長岡　絵里佳 学校図書館概論
コミュニケーションに必要な力の育成とと
もに、アートも楽しめる対話型鑑賞。一緒
に体験してみましょう！

遠藤　緑
交流とホスピタリティ

異文化交流

企業経営の目的や考え方を学び、さらに
理解を深めるために企業の内外への働き
かけについて、みんなと一緒に考えましょ
う！

田村　剛 経営学

日本はこれまで世界有数の経済大国と言
われてきましたが、今では？がついてい
ます。なぜそうなのか、一緒に考えてみま
しょう。

植木　洋 経済学

人は幼い時からいろいろな動物を見て猫
が区別できるようになります。AIでも同
じようにできるのでしょうか？

野津　伸治
情報処理実務
プログラミング

毎日スマホのアプリは使っていると思い
ます。Android用の簡単なアプリをWeb
ブラウザだけで作ってみましょう。プログ
ラミング経験は不要です。

野津　伸治
情報処理実務
プログラミング

 9月12日（日） 住居・デザイン専攻の授業や作品を、学内
を巡りながら紹介します。

宮脇　儀裕
前田　夏樹
池口　友海

絵画ほか

デザインに大切な表現力と創造力、その
力を育む授業です。

尾﨑　せい子 造形基礎Ⅰ

新型コロナ感染症の拡大により、人々の
暮らしは大きく変わりました。ここでは食
にかかわる変化について考えてみます。

野津　あきこ 公衆栄養学

基本的に粉モノって、こんがり焼くときつ
ね色。でも、少し前に流行った白いたい焼
きはもちろん白い。その違いってナ
ニ？？

加古　大也 食品学総論

そういえばふと気になる素朴な疑問。食
品や栄養に関する身近なことを少しずつ
掘り下げてみます。

加古　大也
食品学総論
栄養学総論

おいしいカップケーキを作りながら、小麦
粉の膨化について考えてみませんか？

古都　丞美 調理学実習

３歳未満児の生活の場を援助する乳児保
育。コロナ禍の保育を行う上で、乳児期だ
からこそ大切にしたい保育のポイントを
やさしく学びます。

山村　裕子 子どもの保健・乳児保育

あそぶことで様々な能力を吸収している
子どもたち。子どもたちのあそびを体力
や運動能力の視点から観察すると、たく
さんの発見がありますよ。

近藤　剛
保育内容（健康）

子どもの運動指導法

保育を含めた福祉の歴史から、この山陰・
鳥取の地で暮らし・学ぶ意義を考えます。
高校では教えてくれない意外な真実が明
らかに…

國本　真吾
菅田　理一

保育・教育入門
社会的養護

子どもの成長発達と遊びの関連を理解
し、うた遊びを実践しながらその意義につ
いて考えます。手遊びはいつごろ始まる
のでしょうか。

羽根田　真弓
音楽１

子どもの音楽指導法

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

学生たちによる英語のおはなし会を体験
し、英語絵本や手遊びを楽しみましょう。

長岡　絵里佳
レヴィ

レイモンド

学習指導と学校図書館
英語コミュニケーション

地域にはまだ知らない「お宝」がたくさん
あります。お宝を観光資源にしていくため
に、地域のことをもっと知っていきましょ
う。

岡野　幸夫
板倉　一枝

地域交流

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！

レヴィ
レイモンド

スタディスキル

グローバル化が進展し、地域社会の中で
も異文化との遭遇は日常的になりつつあ
ります。鳥取の多文化共生について考え
ましょう。

渡邊　太 多文化共生論

120年ぶりに民法が大改正され、成人年
齢が18歳になりました。成人になると今
までとどう違うのか、考えてみましょう。

道前　緑 生活と法律
閲覧者のニーズにこたえるウェブページ
について一緒に考え、実際にページ作成
をしてみましょう。

藤本　直子
ウェブデザインA
ウェブデザインB

学術的にはグラフ・ネットワーク問題であ
る一筆書きをコンピュータに解かせた場
合、どんな結果になるのか考えてみましょ
う。

三沢　英貴
情報処理総論

情報数理

モノがあふれかえり売れる製品を作る時
代へと変化しています。売れる商品を作
るためのマーケティングのしくみを学習し
ましょう。

田村　剛 マーケティング

世界遺産など有名な建築を巡り、意外な
秘密などを学びながら紙で立体模型を作
ります。

宮脇　儀裕 建築計画原論
台紙が変更できるタンブラーの台紙を、
パソコンを使ってデザインしオリジナルタ
ンブラーを作成します。

前田　夏樹 デザインソフトウェアⅠ

ネットアプリを使って、世界にひとつだけ
のオリジナルうちわを作ってみましょう。

清水　文人 デザイン基礎Ⅱ
建築設計ってどんなことをするのか、ど
んなことを考えて設計をしていくのか、実
際の設計プロセスを紹介します

石田　有作
住居学

インテリアデザイン

おいしいものを作るうえで欠かせない官
能評価。どのようなものか知っています
か？体験しながら一緒に学びましょう。

古都　丞美 食品官能評価・鑑別演習
食品添加物って何だろう。食品の表示っ
てどんな意味があるんだろう。

加古　大也 食品衛生学実験

店で酢豚を頼むとそこにいる黄色のアイ
ツ。果物を料理に入れるってどうなの？
黄色枠はパプリカでもいいって思わな
い？

加古　大也 食品学総論、生化学

『何をどれだけ食べているのか？』を正し
く知ることはとても重要なことです。これ
は栄養士として身につけたいことの一つ
です。

野津　あきこ 公衆栄養学、栄養指導

鳥取短期大学附属こども園で活躍されて
いる先生から，園のこと，保育の仕事のこ
と，たくさんお話を聞きましょう。

仙田　真帆
附属こども園

教育実習

あなたの「保育」のイメージは？それぞれ
が抱くイメージから、保育の意味や役割、
幼稚園や保育所などについて学びましょ
う。

伊奈　公子 保育原理Ⅰ

子どもの絵は大人と違う不思議な魅力が
いっぱいです。ただのなぐりがきに見え
る子どもの絵に隠された秘密を探ってみ
ましょう。

宮﨑　百合 子どもの造形指導法

対人援助職である保育者には「人間関係」
への広い視野が必要です。自分の人間関
係の地図を描いて「見える化」してみま
しょう！

青木　淳英 社会福祉

相手の心はどうしたらわかるの？
～心理学からのアプローチ～

バイタルサインとは
～脈拍・血圧を測定してみよう～

  ６　月　12　日　（日）  ７　月　　１0　日　（日）
タイトル タイトル

タイトル タイトル

看護の魅力
～看護師長になってみよう～

タイトル

  ８ 　月　7　日　（日）

　　　　　　　　　　 ６　月　１2　日　（日）   ７　月　１0　日　（日）

看
護

体と心でつながる赤ちゃんとお母さん♡

「もういいかい？」「もういいよ！」
～お子さんの心の準備を整えよう～

国
際

国
際

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！～

対話型鑑賞を体験してみよう！

方言でコミュニケーション！？
～「だんだん・おおきに・ありがとう」～

読書で広がるコミュニケーション

経済の大きさと豊かさを考える

Androidスマホのアプリを作ってみよう！

住
居

倉吉伝建地区の建物とデザイン探訪
～古い街並みにある優れた建物や

デザインを調べてスケッチしてみよう～

倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地
区を街歩きし、普段はあまり気に留めて
いない建物や様々なデザインの新たな魅
力を発見し、スケッチする。

住
居

「住・デ」では何が学べるの？

アイディアをかたちに

情
報

情
報

建築計画原論
造形基礎Ⅰ

住居学
建築史

宮脇　儀裕
清水　文人
前田　夏樹
石田　有作

尾﨑　せい子

幼
教

幼児期のあそびと運動との関係
～粗大運動と微細運動～

保育実践のための楽しいうた遊び

食
物

食
物

昆布が海の中でダシが出ないのなんでだろう

コロナ禍での乳児保育
～保育者はどんなことをやっているの？～

魅力発見！歴史からみる山陰の福祉
～君は保育所発祥の地を知っているか？～

食
物

食品の官能評価とは？
～5味の識別にチャレンジ～

食
物

理論上、「無添加の豆腐」なんてものは存在しない。
ゼロカロリーもゼロじゃない。

　　　　　　「酢豚にパイナップル」は、王道か邪道か 面白いけど難しい食事摂取量把握のあれこれ！

幼
教

見たい！知りたい！保育者の実際
～附属こども園の先生と話そう～

幼
教

保育とはなんだろう?

ただのなぐりがきじゃない！
～子どもの絵の見方～

　人間関係の地図を描いてみよう！

建築設計の世界

企業経営活動について考えよう！
～何を目的にどんなことをしているか～

AIはどのように猫を見分けるのか

新型コロナ感染症によって「食」はどう変化した
か？

　　　　　オリジナルうちわをデザインしよう！

知りたい情報を伝えるウェブページとは

　　　　売れる製品を作るマーケティングのしくみ

 ８　月　　7　日　（日）   ９　月　　4　日　（日）
タイトル タイトル

国
際

英語おはなし会
～英語で絵本を楽しもう～

国
際

観光資源発掘にチャレンジ！

住
居

キャンパスライフを知ろう！
～大学生の1週間はこんな感じ～

看
護

大学で学ぶ看護技術、紹介します！
～学生の練習体験を添えて～

看
護

オリジナルタンブラーをデザインしよう！有名建築世界一周

住
居

情
報

大人になるって、どんなこと？

情
報

コンピュータに一筆書きを解かせてみよう！

外国語学習の秘密は⁉ 鳥取から多文化共生を考える！

白いたい焼き、なぜ白い？
～「きつね色」の科学～

カップケーキ作りに挑戦！

幼
教

※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】nyushi1@tcn.ac.jp 【短大】nyushi2@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。


