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看
護

看護シミュレーター人形を使って呼吸音、
心音を聞いてみると、人間の身体の中で
起こっていることとの関連がわかる？！

永見　純子
村口　孝子
木村　由里
平野　裕美

成人看護学援助論
看
護

看護師長ゲームで看護を考えてみよう。 田中　響 看護学概論

学科 授業内容 担当者 授業科目名

看
護

実感！高校までに習ったことが、看護に
必要な知識とつながるよ。

早川　大輔 人体の構造と機能

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

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

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

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 学習指導と学校図書館
学生のビブリオバトル（英語）を聞きチャ
ンプ本を選びましょう。読書活動（や英語
のプレゼン）についても考えます。

長岡　絵里佳
遠藤　緑

学校図書館サービス論

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
AIが様々な写真を見て猫とそれ以外の境
界を見つけるプロセスを考えてみましょ
う。

野津　伸治
情報処理実務
プログラミング

表計算ソフトであるExcelを応用的に活
用して2種類のデータベースを体験し、そ
の違いについて考えてみましょう。

三沢　英貴 データベース

近年、私たちは地球温暖化や格差の拡大
など地球規模の課題に直面しています。
何が起きているのか。一緒に考えてみま
しょう。

植木　洋 現代社会論

宮脇　儀裕

 9月12日（日）
パソコンを使って、世界にひとつだけのオ
リジナルなデザインの「うちわ」を作って
みましょう。

清水　文人 基礎デザインI

尾﨑　せい子
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

そもそも、なぜ人は食事をするのでしょう
か？改めて、食事の意味を考えていきま
しょう。

加古　大也
栄養学総論

生化学

食事は生きるためには必要なものです。
でもやっぱり食うのはうまいものがい
い。「おいしい」とは何なのかを考えてい
きます。

加古　大也 食品学総論

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

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

自分で身を守ることができない乳児らへ
の健康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

赤ちゃんはどうやってこの世界を知って
いくのでしょう。赤ちゃんの不思議な力と
保護者の大切な役割について解説しま
す。

南　潮 発達心理学

「絵」と「言葉」と「めくりのドラマ」それが
絵本。子どもたちがなぜ絵本が好きなの
か。絵本のせかいで探ってみましょう。

齊木　恭子 児童文化

自由に遊ぶことで様々な能力を吸収して
いる子どもたち。そのあそびの意義につ
いて、体力や運動能力の視点から考えて
みます。

近藤　剛
保育内容（健康）

子どもの運動指導法

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

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

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

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
鳥取には観光資源がたくさんあります。ア
フターコロナ、ウィズコロナの観光につい
て、一緒に考えてみましょう。

板倉　一枝
渡邊　太

地域交流

代表的なグラフ・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るとど
のような結果になるのか体験してみま
しょう。

三沢　英貴 情報数理
ウェブサイトにおける効果的な情報伝達
について一緒に考え、実際にウェブペー
ジを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

会社に就職すると、あなたの発言・行動は
会社の印象に大きく影響します。マナーを
身につける意味を考えましょう。

道前　緑 ビジネス実務概論

日本のGDPは世界3位を誇ります。しか
し、近年日本では豊かさを実感しにくく
なっています。なぜなのか考えてみましょ
う。

植木　洋 経済学

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
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

建築にとって光はとても重要なもので
す。ダンボール箱に窓を開けて、光と影が
どんな表情を創るのか体験してみましょ
う。

石田　有作 住居学
世界遺産など誰もがいつかは行ってみた
いと思う名建築の特長や秘密を学びなが
ら簡単な建築模型を作ります。

宮脇　儀裕 造形基礎

トップになるためのアスリートが取り組む
トレーニングが身体に与える影響につい
て考えてみましょう。

逢坂　秀樹
健康科学

運動生理学

人はライフステージに合わせて食べる内
容を変える必要があります。特に変化の
大きい時期の食事を考えてみましょう。

古都　丞美 ライフステージ栄養学

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

人はライフステージに合わせて食べる内
容を変える必要があります。特に変化の
大きい時期の食事を考えてみましょう。

古都　丞美 ライフステージ栄養学

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

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
保育・教育入門

特別ニーズ保育・教育
Ⅰ・Ⅱ

大きさが様々な黒丸の絵に言葉を添える
だけのオリジナル絵本を作ってみましょ
う。言葉遊びや絵本の読み聞かせもあり
ますよ。

上島　逸子 保育内容（言葉）

保育者になったらどんな保育をしてみた
いでしょうか？保育の意味や役割、保育
者、そして子どもについて考えてみましょ
う。

伊奈　公子 保育原理

シナリオ人形を使って、体の音を聞いてみよう 看護の魅力

  ６　月　１３　日　（日）  ７　月　　１１　日　（日）
タイトル タイトル

タイトル タイトル

明日につながる大学での学び方
～ようこそ！看護大学へ！～

タイトル

  ８ 　月　８　日　（日）

　　　　　　　　　　 ６　月　１３　日　（日）   ７　月　１１　日　（日）

国
際

国
際

外国語学習の秘密は！？

英語でビブリオバトル！

方言でコミュニケーション
～山陰のことばを使いこなす！？～

読書でコミュニケーション！

AI（人工知能）は
どうやって猫がわかるだろうか？

揺れる現代社会
～私たちはどんな時代を生きているのか～

住
居

鳥取県の建物100選&街角デザイン探訪
～地元にある優れた建物や
デザインを調べてみよう～

鳥取県「県民の建物100選」に掲載され
ている中部地区にある優れた建物や街中
の様々なデザインを探訪し、様々な匠の
技や歴史を探ります。
（※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。）

住
居

パソコンで、
オリジナルうちわをつくろう！

色を知る
～インテリア空間に必要な色とは…～

情
報

情
報

建築計画

ものがたりから文化を学ぼう！ 新たな観光のカタチとは

「おいしさ」の科学
～食品の二次機能～

「おいしい澄まし汁」とは何か考えてみよう

幼
教

幼
教

乳幼児が持っている
不思議な能力

幼児期の‘あそび’について考える

食
物

食
物

スポーツ栄養学
～スポーツ選手の基本の食事～

子どもの命を守るには
〜何が優先されること?〜

ようこそ、絵本のせかいへ
～絵本を知ろう！楽しもう！～

住
居

デッサンをしてみよう
～円柱を描いてみよう～

住
居

情
報

コンピュータに
一筆書きを解かせてみよう！

情
報

学生と社会人の違いって何でしょう？

食
物

命を削るアスリート

食
物

ライフステージにあった
食事を考えてみよう

何をどれだけ食べたらいいの？
～日本人の食事摂取基準～

ライフステージにあった
食事を考えてみよう

幼
教

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～

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～

お話をつくってみる
～豆本をつくろう～

保育とはなんだろう？

建築設計の世界

いつかは行きたい世界の名建築
～有名建築を作って知ろう～

売れる製品を作る
マーケティングのしくみ

Excel応用術！

食事をする意味は？
～食品の一次機能～

光の箱
光と影の表情を楽しんでみよう

正しく伝わるウェブサイトとは

経済の「大きさ」と「豊かさ」を考える

 ８　月　　８　日　（日）   ９　月　　５　日　（日）
タイトル タイトル

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！～
国
際

鳥取から多文化共生を考える！

※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。


