


京都学園大学
バイオ環境学部　食農学科

藤井　康代

京都聖母女学院短期大学
生活科学科　食物栄養専攻

　　　西　彰子

タケは木か草か

かぐや姫の生まれたタケは日本人には
身近な植物です。どんな植物か知って
いますか？放置竹林が問題になって
いますが、なぜでしょうか？どうすれば
いいのでしょうか？考えてみましょう。

京都看護大学
看護学部　看護学科

　豊田　久美子

看護の技 
足湯が健康に
いいのはなぜ？

テレビでお馴染みの「たけしの家庭
の医学」やＮＨＫの「ゆうどき」でも
放映された足湯（足浴）の研究に基
づく看護の技のエビデンスについて
学んでください。

ダイエットの「勘違い」
を探してみよう！
―あなたの食べ方チェック―

やせたいと思っているあなた！この講
座で良い方法を考えてみてください。
栄養学から提案する得する食べ方を
学びましょう。元気できれいに、頭で
食べる賢い食べ方です。

成美大学
経営情報学部　医療福祉マネジメント学科

　星　雅丈

医療問題を考える
―医療福祉マネジメント
　学科の処方箋―

医療制度の現状と問題について、
医療現場のリアルな話を交えて解
説します。
医療・福祉分野を希望する皆さん
の、進路選択のきっかけとなる講義
です。

同志社女子大学
生活科学部　人間生活学科

　諸井　克英

「YUI」が試みた
伝統的青年像の
蘇生とその行方
―音楽社会心理学への誘い―

'05年にデビューした「YUI」の音楽的
基盤は、わが国の経済的成長ととも
に希薄化した伝統的青年像を独特
な仕方で蘇生させたことにある。この
過程を音楽社会心理学の視点から
解剖しよう。

龍谷大学
国際学部　グローバルスタディーズ学科

　脇田　博文

グローバル化と
言語政策
―英語普及の落とし穴―

本講義では、グローバル化に伴う英
語普及がもたらす落とし穴―言語抹
殺、文化の画一化、情報・教育の格
差等―について考察し、グローバル
社会における言語政策の重要性とあ
り方について論じる。

模擬講義

大谷大学
文学部　人文情報学科

髙橋　真

京都女子大学
文学部　英文学科

甲斐　雅之
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限22
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お昼休み 12 :10 13 :10

限4

昼食は、諒友館1F食堂・コンビニをご利用ください。
大学別ブース、体験型講座（自由入場のみ）、「学び」のカタチ、キャンパスライフ紹介・相談コーナーも開催しています。

既読キノドク？
―SNSに振り回されない
　デジタルコミュニケーション―

超音波装置を用いて
身体の中を診てみよう。

限1 10:00 10:50

「既読地獄」といわれる状態
はなぜ起こるのでしょうか？
この講座では、コミュニケー
ションの特徴を体験し、人文
学・心理学・情報学といった
複数の分野からの解決法を
考えていきます。

京都教育大学
教育支援センター

　　　西井　薫

人を育てる仕事の
楽しさと難しさ

人を育てる教師の仕事の醍醐味と
難しさについて、現場での経験談を
交えてお話します。また、教師にとっ
て非常に大切な「人との関わり方」
「学級経営」についても一緒に考え
ていきましょう。

京都華頂大学
現代家政学部　現代家政学科

藤村　法子

学び合いのある
教室を求めて
―先生のやりがいとは、
　一緒に考えましょう―

教師を目指すために、どうすればよ
いのか、考えることは大切です。で
も、どんな教師を目指すのか、そのた
めにどうすればよいか考える方が楽
しいですよね。一緒にさがしてみま
しょう！

京都光華女子大学
健康科学部　心理学科

　　　竹西　正典

犯罪への
心理学的アプローチ
―犯罪者プロファイリング―

プロファイリングには、事件リンク分
析・地理的プロファイリング・犯罪者
プロファイリングがあります。これら
について簡単に説明した後、研究例
として「ストーカー」を取り上げ、ス
トーカータイプとストーキングについ
てお話しします。

京都産業大学
理学部　物理科学科

　　　佐川　英夫

地球惑星科学入門
―惑星の表面温度と温室効果―

近年、温室効果ガスによる地球の温
暖化が大きな問題となっています。こ
の模擬授業では、地球におけるエネ
ルギーのやりとりを理解し、なぜ温
室効果が起きるのかを学びます。

京都ノートルダム女子大学
人間文化学部　人間文化学科

　　　吉田　朋子

美術史入門
―絵画に描かれた
　植物たちとともに―

私たちの生活を支え、彩る植物たち
は絵画においても重要なモチーフで
す。ヨーロッパを中心に植物が登場
する絵画を鑑賞しながら、美術史の
世界に触れていただきます。

立命館大学
国際関係学部

　　　松田　正彦

「国際関係学」を学び
世界を舞台に働く
途上国で働く

皆さんは、将来、どんな仕事をしたい
ですか？外交官や商社マン、国際協
力ボランティアはもちろん、京都の料
理人にも「国際関係学」的教養は役
立ちます。大学での学びと皆さん自
身の将来を一緒に考えます。

京都医療科学大学
医療科学部　放射線技術学科

　　　　江本　豊

画像検査で
何が見えている？

医療機関では、人々の健康を
守るために、CTやMRIなどさ
まざまな画像検査を用いて
診療を行っている。身体の中
をのぞいてみよう。

京都工芸繊維大学
工芸科学部

　　　木梨　憲司

見える化学
―有機化学を中心に―

有機化合物の物理または化学
的な変化を実際に見ることが
できる材料を使って、その仕組
みや最先端の応用例を紹介し
ます。

京都造形芸術大学
芸術学部　歴史遺産学科

　　　大林　賢太郎

文化財修理の現在
―先端技術と伝統技術で挑む―

文化財修理は「地道にこつこ
つ」？いいえ、作品の謎に迫り
次世代に伝えるためには、先端
技術と伝統技術の両方を駆使
しなければなりません。この仕
事の魅力を東洋の絵画修理を
例に紹介します。

京都橘大学
人間発達学部　児童教育学科

　　　池田　修

学級担任の仕事って
なに？
―教師の仕事は、授業以外が
　5割から7割もあるのです―

学級担任の仕事は膨大にありま
す。生徒の「忘れ物」「掃除」「給
食」「いじめ」などへの指導です。
教師にとって学級づくりは授業
と同じぐらい大事です。この授業
で少し考えてみましょう。

明治国際医療大学
看護学部　看護学科

佐藤　裕見子

一人ひとりの
健康づくりを支援する
看護職の役割
人口減少社会において、一人ひと
りが健康づくりを主体的に実施す
るためには、個人の自己管理への
スキルアップのみならず、健康づく
りを推進しやすい環境づくりが重
要です。地域の中で住民の互助や
共助を育てる取り組み事例を通し
て、住民支援のあり方を考えます。

立命館大学
文学部　心理学域

　　　安田　裕子

キャリアを捉える
心理学
―生涯発達における
　危機と回復の観点から―

キャリアとは生涯に渡る発達の
過程です。その途上で困難や危
機に直面しつつも、人にはそれを
乗り越える力があります。そうし
た人が生きるありさまを捉えるも
のの見方を紹介します。

京都精華大学
人文学部　総合人文学科

　　　住友　剛

「校則」って
なんのためにあるの？
―子どもの人権論の視点で
　考えてみる―

日々の学校生活を成り立たせる
上で大切な「校則」。
でも「どうしてこんな校則があるん
だろう？」とか、「この校則はなぜ必
要なの？」と思うものもあるかと。
今回はそんな疑問を子どもの人
権論の視点より考えてみます。

京都外国語大学
外国語学部　英米語学科　

　　倉田　誠

「一石十鳥」の英語学習
法を映画で実証する
―put X togetherの多義性を
　汎用性に換える―

英和辞典ではput X togetherとい
う句動詞には、たくさんの意味が
あります。本講座ではそれらを丸
暗記するのではなく、一つの意味
だけで一網打尽にする方法を教
えます。これを知らないと損しま
すよ。

英語で探る京都
―英米人が説明する
　京都の名所―

英米人が書いた京都に関す
る文章（主に紀行文やガイド
ブックからの抜粋）を読みな
がら、日本文化を英語で紹
介するために必要な表現を
観察する。

京都美術工芸大学
工芸学部　伝統工芸学科

　　　　丸山　俊明

京都の町家が
今の姿になるまで
（伝統建築の変容）

二階が低く、むしこというた
て穴があいた、どちらかと言
えば奇妙な京都の町家の表
構え。これまでは町人の好み
といわれてきたが、本当の理
由と変化を語ろう。

京都文教大学
臨床心理学部　臨床心理学科

　　　　松田　真理子

「臨床心理学とは
何か」
―様々な観点から検討する―

「臨床心理学」とは生きること
に悩む人々の傍に寄り添い、
苦しむ人々が自分の人生の
課題と向かい合い、よりよい
人生を送っていく転回点を見
いだすための多角的視点に
満ちた学問です。

京都薬科大学
薬学部　薬学科

栄田　敏之

生活習慣病の
予防と治療

がん、脳血管疾患、心疾患
は、高血圧、脂質異常症、糖
尿病に起因すると理解され
ています。本講座ではこれら
の生活習慣病の予防と治療
について講義したいと考えて
います。

花園大学
社会福祉学部　臨床心理学科

小谷　裕実

あなたらしさを
大切にする教育
―特別支援学校の
　先生になるために―

できてあたりまえと思われが
ちなことが、ひとりではうまく
できない子どもたち。そんな
子どもたちのやる気を育て、
できる喜びを導き出す特別
支援学校の先生という仕事
を紹介します。

立命館大学
理工学部　環境システム工学科

塩見　康博

京都医療科学大学
医療科学部　放射線技術学科

江本　豊

交通渋滞を
科学する
―自動走行システムで
　渋滞はなくなるか？―

★チャイムは鳴りません。

年間12兆円もの経済損失と
もいわれる交通渋滞。渋滞は
なぜ発生するのか？それを解
消する手立てはあるのか？開
発が進められている自動走
行システムは渋滞解消の救
世主となりうるのか？

超音波診断装置と人体ファントムを用い
て肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓、太い血管を診
る検査実験を体験することができます。
この講義では、参加者が実際に超音波
装置を操作して、ファントム（検査用の人
体模型）の中を見ることができます。

佛教大学
教育学部　教育学科

原　清治

先生に
なるためには
―本当に信頼される先生を
　目指すにはどうしたらよいか―

現在、「学校」でおこっている
様々な問題の実態を正確に
とらえ、子どもたちから「本当
に信頼される先生」を目指す
にはどうしたらいいのか、教師
を目指す高校生のみなさんに
わかりやすくお話しします。

体験型講座体験型講座体験型講座

1～4限 1・2・3限

1・2限 1・2限

京都学園大学
健康医療学部　健康スポーツ学科

井口　順太

チューブ、バランスボールなどを使っ
た実践的なスポーツ傷害の予防方
法を教えます。

スポーツ傷害の
予防について
―現場ですぐに役立つ方法を教えます―

華頂短期大学
幼児教育学科

小川　隆昭

カスタネット、タンバリンを使い、歌い
ながら合奏します。

子どもの歌を
楽器と一緒に
奏でませんか？

看護の技　からだの
声を聴いて、触れて、
診てみよう！

京都看護大学
看護学部　看護学科

井上　深幸

病院で使用する専用機器を使って、
呼吸音や腸蠕動音、酸素の取り込
み程度、動脈の拍動などを測定し、
体調を診てみよう。

実技体験

明治国際医療大学
              鍼 学部　      伊藤　和憲
             保健医療学部   泉　晶子
              看護学部　      上仲　久

3学部で学ぶ実技を体験できます。
どれか一つだけでも体験できますよ。
〈鍼  実技体験〉鍼のたて方、 の
すえ方手取り足取り教えます！　　
〈保健医療／柔道整復　実技体験〉
明日から使えるテーピング講座　　
〈看護　実技体験〉高齢者の身体的
な変化を体験の中から学ぼう！

子どものための造形
―身近な素材で遊びの創出―

京都聖母女学院短期大学
児童教育学科

多羅間　拓也

幼児の保育・教育を学ぶ人には、子
どもの遊びを創出する能力が求めら
れます。本講座では、身近な素材を
使って、子どものための造形を体験
します。

京都光華女子大学短期大学部
ライフデザイン学科       

井川　啓／大澤　香奈子

硬化ジェルを使った大人かわいいヘ
アアクセサリー作りを体験しましょう。
また「色で分かる適性診断」では、選
んだ色の配色で性格などを診断し、
あなたの仕事の適性を予測します。

1. 色で分かる適性診断
2. お花で作る
　ヘアアクセサリー

京都精華大学
デザイン学部　プロダクトデザイン学科
ライフクリエイションコース
                                   淡田　明美

くるみ製本によるノート作り。布表紙
をそれぞれ自由にデザインし、スタン
プや絵の具で着色します。表紙と中身
のページを貼り合わせ、文庫本サイ
ズのオリジナルノートを作ります。

製本ワークショップ
̶自分だけのオリジナルノートを作ろう―

途中入場不可

途中入場不可

スポーツテーピング
―足関節内反捻挫の予防・
　再発防止―

京都橘大学
健康科学部　理学療法学科

横山　茂樹

本講座の目的は、足関節内反捻挫
が（1）どのようなケガなのか？（2）な
ぜ起こりやすいのか？を理解した上
で、リハビリ場面で用いるスポーツ
テーピングの巻き方を身につけます。

途中入場不可途中入場不可

羊毛から作る
フェルトの造形デザイン

京都美術工芸大学
工芸学部・伝統工芸学科

山本　麻矢

羊毛が絡み合う特性を生かしてフェ
ルト化し、ペンホルダーのデザイン造
形を体験できます。 途中入場不可

バイタルサイン
―脈拍・血圧を
　測定してみましょう―

同志社女子大学
薬学部　医療薬学科

阿南　節子

「バイタルサイン」は、「vital バイタル」
は「生きている」、「sign サイン」は「兆
候」という意味です。体温・脈拍・血圧
などで、人間が生きている兆候を測
定します。 途中入場不可

途中入場不可

世界に一つの
パステルを手づくり！
「こども」と「芸術」を考える

京都造形芸術大学
芸術学部　こども芸術学科

森本　玄

なぜ今、「こども」と「芸術」を合わせ
て学ぶのが大切なのかを、幼稚園や
保育所でお馴染みのパステルを手
づくりしながら考えます。絵や工作が
好きな人、保育・幼児教育に興味が
ある人、大歓迎！

（自由入場）

1～4限 3～4限
1～2限

（自由入場） （各定員20名・整理券あり）3～4限（自由入場）

1限 （定員50名）

（各定員24名・整理券あり） 1・2・3限 （各定員40名・整理券あり）

1・2・3・4限（各定員10名・整理券あり） 1・2限

実践! ストレッチ　あなたの
柔軟性をチェックしよう。
ストレッチの理論とその実践

京都文教短期大学
ライフデザイン学科

山下　篤央

ストレッチを経験したことがない人は
ほとんどいないでしょう。しかし、これ
を理論的に、そして、その効果を説明
できますか?本講座では、ストレッチ
の体験を通じて理論を理解します。

途中入場不可 途中入場不可

（各定員15名・整理券あり）

1～4限（自由入場）

2限 （定員15名）

みんなで楽しもう！
子どもの多様な動きを
引き出す運動遊び

京都文教短期大学
幼児教育学科

香村　恵介

幼少期は自分の体をコントロールす
る能力が急速に伸びる時期です。こ
の時期に、どんな遊びをどのように
指導することが重要なのでしょう
か？楽しく体験しながら学びます。

（定員40名）4限

何をどれだけ
食べたらいいの？

京都文教短期大学
食物栄養学科

福田　小百合

料理カードを利用し、望ましい食事
の組み合わせや一日に必要なおおよ
その量を学びます。
また、おいしい料理をつくるコツにつ
いて一緒に考えてみたいと思います。

3限 （定員40名）

大阪医科大学
看護学部　看護学科

　　　松尾　淳子

看護の未来を拓く
画像看護学

体の中の様子を正確に知るために、
超音波装置（エコー）を看護師が用
いることで、より精度の高い看護ケ
アを提供することが可能となり、看
護の新たな未来が開けます。

敬＝敬学館清

清 548

清 534

敬 250

清 534 清 533 清 525 清 508 清 507敬 250 敬 230

敬 230清 527 清 534 清 525 清 507 清 533

清 508 清 533 清 525 敬 250 敬 230

敬 230 敬 250 清 508 清 534 清 533 清 525 清 549 清 507

敬 238

敬 259

敬 259

敬 233

清 505 敬 243 敬 236・237

清 505 清 505

敬 232 敬 235

敬 241敬 256・257

敬 239 清 527
＝清心館

催しています。催してい催しています。催してい催しています。催してい

立命館大学
理工学部　環境システム工学科

塩見　康博

京都医療科学大学
医療科学部　放射線技術学科

江本　豊

消する手立てはあるのか？開
発が進められている自動走
行システムは渋滞解消の救
世主となりうるのか？

体模型）の中を見ることができます。

清治

指す
教師
んに

す。

1・2限 1・2限

京都学園大学
健康医療学部　健康スポーツ学科

井口　順太

華頂短期大学
幼児教育学科

小川　

看護の技 からだの
声を聴いて、触れて、
診てみよう！

京都看護大学
看護学部　看護学科

井上　深幸

病院で使用する専用機器を使って、
呼吸音や腸蠕動音、酸素の取り込
み程度、動脈の拍動などを測定し、
体調を診てみよう。

子どものための造形
―身近な素材で遊びの創出―

京都聖母女学院短期大学
児童教育学科

多羅間　拓也

幼児の保育・教育を学ぶ人には、子
どもの遊びを創出する能力が求めら
れます。本講座では、身近な素材を
使って、子どものための造形を体験
します。

京都光華女子大学短期大学部
ライフデザイン学科     

井川　啓／大澤　香奈子

硬化ジェルを使った大人かわいいヘ
アアクセサリー作りを体験しましょう。
また「色で分かる適性診断」では、選
んだ色の配色で性格などを診断し、
あなたの仕事の適性を予測します。

1. 色で分かる適性診断
2. お花で作る
　ヘアアクセサリー

京都精華大学
デザイン学部　プロダクトデザイン
ライフクリエイションコース
         淡田　

くるみ製本によるノート作り。布
をそれぞれ自由にデザインし、ス
プや絵の具で着色します。表紙と
のページを貼り合わせ、文庫本
ズのオリジナルノートを作ります。

製本ワークショップ
̶自分だけのオリジナルノートを作ろ

途中入場

途中入場不可

スポーツテーピング
―足関節内反捻挫の予防・
　再発防止―

京都橘大学
健康科学部　理学療法学科

横山　

本講座の目的は、足関節内反
が（1）どのようなケガなのか？（
ぜ起こりやすいのか？を理解し
で、リハビリ場面で用いるスポ
テーピングの巻き方を身につけ

途中入場途中入場不可

羊毛から作る
フェフフ ルトの造形デザイン

世界に一つの
パステルを手づくり！
「こども」と「芸術」を考えるをを

京都造形芸術大学
芸術学部 こども芸術学科

森本　玄

なぜ今、「こども」と「芸術」を合わせ
て学ぶのが大切なのかを、幼稚園や
保育所でお馴染みのパステルを手
づくりしながら考えます。絵や工作が
好きな人、保育・幼児教育に興味が
ある人、大歓迎！

1～4限 3～4限
1～2限

（自由入場） （各定員20名・整理券3～4限（自由入場）

（各定員24名・整理券あり） 1・2・3限 （各定員40名・整理券

実践! ストレッチ　あなたの
柔軟性をチェックしよう。
ストレッチの理論とその実践

何をどれだけ
食べたらいいの？

看護の未来を拓く
画像看護学

体の中の様子を正確に知るために、
超音波装置（エコー）を看護師が用
いることで、より精度の高い看護ケ

清 533

敬 259

敬 259

敬 233 清 505 清 5

敬 232 敬 2

敬 2敬 256・257

明治国際医療大学
             鍼 学部　      伊藤　
            保健医療学部 泉　晶
           看護学部　      上仲　

同志社女子大学
薬学部　医療薬学科

阿南　節子

京都文教短期大学
幼児教育学科

香村　恵介

実技体験

明治国際医療大学

3学部で学ぶ実技を体験でき
どれか一つだけでも体験できま
〈鍼  実技体験〉鍼のたて方、
すえ方手取り足取り教えます！　
〈保健医療／柔道整復　実技体
明日から使えるテーピング講座
〈看護　実技体験〉高齢者の身
な変化を体験の中から学ぼう！

京都美術工芸大学
工芸学部・伝統工芸学科

山本　麻矢

羊毛が絡み合う特性を生かしてフェ
ルト化し、ペンホルダーのデザイン造
形を体験できます。 途中入場不可

バイタルサイン
―脈拍・血圧を
　測定してみましょう―

同志社女子大学

「バイタルサイン」は、「vital バイタル」
は「生きている」、「sign サイン」は「兆
候」という意味です。体温・脈拍・血圧
などで、人間が生きている兆候を測
定します。 途中入場不可

途中入場不可

1・2・3・4限（各定員10名・整理券あり） 1・2限

京都文教短期大学
ライフデザイン学科

山下　篤央

ストレッチを経験したことがない人は
ほとんどいないでしょう。しかし、これ
を理論的に、そして、その効果を説明
できますか?本講座では、ストレッチ
の体験を通じて理論を理解します。

途中入場不可 途中入場

（各定員15名・整理券あり）

1～4限（自由入場）

2限 （定員15名）

みんなで楽しもう！
子どもの多様な動きを
引き出す運動遊び

京都文教短期大学

幼少期は自分の体をコントロールす
る能力が急速に伸びる時期です。こ
の時期に、どんな遊びをどのように
指導することが重要なのでしょう
か？楽しく体験しながら学びます。

（定員40名）4限

京都文教短期大学
食物栄養学科

福田　小

料理カードを利用し、望ましい
の組み合わせや一日に必要なお
その量を学びます。
また、おいしい料理をつくるコツ
いて一緒に考えてみたいと思い

3限 （定員40名）

大阪医科大学
看護学部　看護学科

松尾　淳子

アを提供することが可能となり、看
護の新たな未来が開けます。

清 505 敬 243 敬 236・2

公益財団法人
日本漢字能力検定協会

細谷　書子

真の文章力を
身につける
―相手の心を打つ、「動かす」文章とは―

文章は書くだけではなく、結
果、相手を「動かす」ことが
大切です。人を「動かす」文
章を書くための「型」と「コ
ツ」を学びましょう。

14:20 14:50（30分）

公益財団法人
日本数学検定協会

水原　柳一郎

大学で
失敗しない
ための数学

あなたは数学が好きです
か？すぐそこにある「大学で
失敗しないための数学」を
一緒に眺めてみましょう。

11:20 11:50（30分）

清 532

清 532

　（食堂営業時間 11:00～14:00、コンビニ営業時間 9:00～15:00）


