
オープンセミナー参加方法
大学のホームページの申し込みフォームより、
参加希望日の2日前正午までにお申し込みください。
（※日曜日開催の場合、金曜日の正午まで）
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オープンセミナーとは
　高校生向けに、保育・幼児教育・初等教育・特別支援教育・管理栄養士・栄養士・商品開発・スポーツ栄養
の分野で60分間の授業を開講します。テーマに基づいて授業が展開されるため、志望分野の進路研究に最適
なイベントです。

受験生の方へ
総合型選抜での受験を考えている方向けに、総合型選抜対策講座と事前面談も実施しています。総合型選抜
での受験を考えている方は、8ページからの「総合型選抜の流れ」もご覧ください。

「オープンキャンパス」と「オープンセミナー」の
違いについて
本学のオープンキャンパスでは、大学の雰囲気を知っていただくための20～30分のイベントを各学部複数用

意しています。「作陽ってどんな大学？」という方はオープンキャンパスへの参加をおすすめします。一方オープンセ
ミナーは、60分の模擬授業を受けることで、より志望分野への理解を深めていただけます。「管理栄養士になりた
い」「栄養士になりたい」「小学校教諭になりたい」「保育士になりたい」と興味のある分野がはっきりしている方
におすすめです。

オープンキャンパス情報  13：00～16：00
6月26日（日）・7月24日（日）・8月20日（土）・2023年3月12日（日）
主な内容
学部学科説明・体験イベント・個別相談・在学生と話そう など

タイムテーブル

9：30～9：45

10：00～11：00

11：10～12：10

11：10～12：10

11：10～12：10

12：30～

授業

9：30

事前面談※

10：00 11：00 12：00 13：00

受付

入試対策講座※

個別相談

在学生と話そう！

※開催回、学部・学科・専攻によって異なります。

A.特に指定はありませんが、制服で
来学される方が多いです。
ただし、参加回によってはジャージ
などの服装指定や、エプロンや三
角巾などをお持ちいただくことが
あります。詳細は対象の回の準備
物をご確認ください。

Q   服装の指定はありますか？

A.保護者の方も見学可能です。
セミナーへの参加は高校生を対
象としていますが、保護者の方も
見学していただくことは可能です。
セミナーの開講時間中は、学生食
堂を控室として開放しています。

Q   保護者の参加は
可能ですか？

A.問題ありません。キャンパス内の
駐車場は無料です。

Q   車で行ってもいいですか？

オープンセミナーについて

A.自己推薦型の専願制の入試です。
志望学科のエントリー対象イベン
トに参加してエントリーを済ませて
いる方が受験できます。選考方法
は志望学科によって異なります。
出願方法の詳細は8、9ページを
ご覧ください。

Q   総合型選抜って
どんな入試？

A.エントリー対象イベントへの参加
とエントリーが必要です。
エントリー対象イベントへの参加
後、各学科へのエントリーが可能
です。エントリーした方は、総合型
選抜に出願することができます。
エントリーは出願資格を得るため
のものですので、受験するかどう
かはっきりと決めていない方もエ
ントリーできます。受験の流れは
8、9ページをご覧ください。

Q   総合型選抜を
受験するには？

A.オープンキャンパスやオープンセ
ミナーで実施されます。
　ただし、学科や選考方法によって
エントリー可能な日程が異なりま
すので8、9ページをご覧ください。

Q   エントリー対象
イベントって？

総合型選抜について

オープンセミナーについて

Q&A

のものですので、受験するかどう
かはっきりと決めていない方もエ
ントリーできます。受験の流れは
8、9ページをご覧ください。
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7月17日日

幼児のおやつを考えよう♪

　幼児はおやつを食べるイメージが
あるかと思います。なぜ食べるのか、一
緒に学びましょう。また、実際に市販の
おやつを試食して、私たちの間食との
違いを感じてみましょう。おやつにもい
ろいろ種類があって楽しいですよ。学
んだ後に自分がどんなおやつを幼児
に食べさせたいか、考えてみましょう。

5月15日日

商品開発ってどんなこと？
ヒット商品と発想法について学ぼう
　食品業界では他の業界以上に商
品開発が重要になります。商品開発の
ためには消費者、原材料についての
理解と新しいものを考えていく創造力
が欠かせません。青魚に多く含まれる
DHAは、体や脳によい効果をもたらし
てくれます。海の恵み「DHA」を題材
に、おいしく・楽しく食べられる商品開
発のアイデアづくりに挑戦しましょう。

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問）

8月7日日8月7日日日

商品開発に一番大切なものは？
アイデアを見える形にしてみよう！
　商品開発のアイデアを形にするた
めに絶対必要なものは「コンセプト
シート」！！
　体や脳によい効果をもたらしてくれ
るDHAを題材にして新しい商品を考
えてみましょう。アイデア発想法で思考
を柔軟にし、先輩たちの考えた商品と
コンセプトシートを参照して楽しく商品
開発にチャレンジしてみましょう。

　商品開発のアイデアを形にするた
めに絶対必要なものは「コンセプト
シート」！！
　体や脳によい効果をもたらしてくれ
るDHAを題材にして新しい商品を考
えてみましょう。アイデア発想法で思考
を柔軟にし、先輩たちの考えた商品と
コンセプトシートを参照して楽しく商品
開発にチャレンジしてみましょう。

を柔軟にし、先輩たちの考えた商品と
コンセプトシートを参照して楽しく商品
開発にチャレンジしてみましょう。

を柔軟にし、先輩たちの考えた商品とを柔軟にし、先輩たちの考えた商品とを柔軟にし、先輩たちの考えた商品と
コンセプトシートを参照して楽しく商品コンセプトシートを参照して楽しく商品コンセプトシートを参照して楽しく商品コンセプトシートを参照して楽しく商品
開発にチャレンジしてみましょう。開発にチャレンジしてみましょう。開発にチャレンジしてみましょう。開発にチャレンジしてみましょう。

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問・小論文）

9月18日日9月18日日日

ココが魅力！ 家庭科の授業
～やさいスムージーをつくろう！～

　家庭科が大好きな人、家庭科で学
んでいる分野（家庭生活・家族、保
育、経済生活、食生活、衣生活、生活
設計など）に興味がある人、集まれ！く
らしき作陽大学で「食」に強い家庭科
の先生を目指しませんか？ゲーム感覚
の教材から野菜の旬の栄養を考えて
みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜
スムージー体験もあります。

　家庭科が大好きな人、家庭科で学
んでいる分野（家庭生活・家族、保
育、経済生活、食生活、衣生活、生活
設計など）に興味がある人、集まれ！く
らしき作陽大学で「食」に強い家庭科
の先生を目指しませんか？ゲーム感覚
の教材から野菜の旬の栄養を考えて
みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜
スムージー体験もあります。

の教材から野菜の旬の栄養を考えて
みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜
スムージー体験もあります。

の教材から野菜の旬の栄養を考えての教材から野菜の旬の栄養を考えての教材から野菜の旬の栄養を考えて
みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜
スムージー体験もあります。スムージー体験もあります。スムージー体験もあります。スムージー体験もあります。

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問）

6月19日日

高校生アスリートがパフォーマンスアップ
するための食事法とは？

　毎日スポーツに取り組んでいる高校
生は、多くのエネルギーや栄養素を消
耗しています。日常の食事でこれらを
補い、疲労回復やパフォーマンスアッ
プにつなげるためにはどのように食事
を摂ったら良いのでしょうか！？食育
SATを用い、実際に高校生アスリート
に相応しい食事バランスを楽しく考え
てみましょう！

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問）

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問）

12月18日日日日日

高校生アスリートの
ベストコンディションを
目指した栄養補給！

ベストコンディションをベストコンディションを
目指した栄養補給！

　高校生アスリートがコンディションを
整えて練習や試合に臨むためには、日
常の食事に加え補食を摂ることも必
要です！そこで、補食の選び方や摂取
するタイミングはどのようにすれば良
いのでしょうか！？実際に補食なども
調理して、楽しく学んでいきましょう♪

12 18 日12月1818日日日日

高校生アスリートの
ベストコンディションをベストコンディションを
目指した栄養補給！

10：00～11：00

2023年

2月19日日

食育って何だろう？
～食育カードを作ってみよう～

　高校生アスリートがコンディションを

常の食事に加え補食を摂ることも必常の食事に加え補食を摂ることも必
そこで、補食の選び方や摂取

するタイミングはどのようにすれば良
実際に補食なども

食育って何だろう？食育って何だろう？
～食育カードを作ってみよう～

　食育では実際どんなことをしている
のでしょう。実際の様子などを見てみ
ましょう。媒体とは教育内容を分かり
やすくするために紙に絵や文字を書
いて示したりするものを言います。どん
な種類があるのか、どんなふうに作れ
ばいいのかを学んで、一緒に作ってみ
ましょう。

食育って何だろう？食育って何だろう？食育って何だろう？
～食育カードを作ってみよう～

10：00～11：00

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問・小論文）

１１月20日日日日日

キウイフルーツの力を
科学する！！

～肉が柔らかく大変身～

　高校生アスリートがコンディションを

～肉が柔らかく大変身～

　キウイフルーツはそのままでも食べ
られますし、きれいなエメラルドグリー
ンを生かして他のメニューの添え物な
ど利用方法があります。この果物には
「短時間で食材を柔らかくする効果」
があります。ミニ実験を通して、キウイフ
ルーツの不思議な効果を体験して、食
べて比べてみましょう。
ルーツの不思議な効果を体験して、食
べて比べてみましょう。

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問・小論文）

日日日
2023年

2月19日日日2月19日日日

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問・小論文）

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問・小論文）

食文化学部 現代食文化学科
7月17日日日5月15日日日 6月19日日日

食文化学部 現代食文化学科食文化学部 現代食文化学科食文化学部 現代食文化学科
持参物：筆記用具（各回共通）、エプロン・タオル・三角巾（5/15・8/7・10/16・11/20・12/18のみ）持参物：筆記用具（各回共通）

10：00～11：00 10：00～11：00

10月16日日10月16日日日

災害時に活躍できる
栄養士になろう

ココが魅力！ 家庭科の授業

　家庭科が大好きな人、家庭科で学
んでいる分野（家庭生活・家族、保
育、経済生活、食生活、衣生活、生活
設計など）に興味がある人、集まれ！く
らしき作陽大学で「食」に強い家庭科

覚

　家庭科が大好きな人、家庭科で学　家庭科が大好きな人、家庭科で学　家庭科が大好きな人、家庭科で学　家庭科が大好きな人、家庭科で学　家庭科が大好きな人、家庭科で学　家庭科が大好きな人、家庭科で学　家庭科が大好きな人、家庭科で学
んでいる分野（家庭生活・家族、保んでいる分野（家庭生活・家族、保んでいる分野（家庭生活・家族、保んでいる分野（家庭生活・家族、保んでいる分野（家庭生活・家族、保んでいる分野（家庭生活・家族、保んでいる分野（家庭生活・家族、保
育、経済生活、食生活、衣生活、生活育、経済生活、食生活、衣生活、生活育、経済生活、食生活、衣生活、生活育、経済生活、食生活、衣生活、生活育、経済生活、食生活、衣生活、生活育、経済生活、食生活、衣生活、生活育、経済生活、食生活、衣生活、生活
設計など）に興味がある人、集まれ！く設計など）に興味がある人、集まれ！く設計など）に興味がある人、集まれ！く設計など）に興味がある人、集まれ！く
らしき作陽大学で「食」に強い家庭科らしき作陽大学で「食」に強い家庭科らしき作陽大学で「食」に強い家庭科らしき作陽大学で「食」に強い家庭科

覚覚覚覚
の教材から野菜の旬の栄養を考えての教材から野菜の旬の栄養を考えての教材から野菜の旬の栄養を考えての教材から野菜の旬の栄養を考えての教材から野菜の旬の栄養を考えて
みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜
の教材から野菜の旬の栄養を考えての教材から野菜の旬の栄養を考えての教材から野菜の旬の栄養を考えて
みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜みましょう。「旬を飲む！」おすすめ野菜

11：10～12：10
入試対策講座（口頭試問・小論文）

災害時に活躍できる
栄養士になろう

　日常的に備蓄食材を消費し、消費
した分を補充して備蓄していく「ローリ
ングストック法」、ポリ袋に食材を入れ
湯でボイルする調理法「パッククッキン
グ」を上手に活用して、備蓄食材を
使った「さばの炊き込みご飯」「切り干
し大根サラダ」を作ってみましょう。

10：00～11：00

10：00～11：00

10：00～11：00 10：00～11：00

１１ 20 日日１１月2020日日日日

キウイフルーツの力を
科学する！！科学する！！

～肉が柔らかく大変身～

10：00～11：00

持参物：筆記用具（各回共通）

食文化学部 栄養学科食文化学部 栄養学科
5月15日日

ビタミンCたっぷりの
食べ物はどれでしょう？

　食べ物にはさまざまな栄養素が含
まれています。ビタミンCは抗酸化作用
があり、免疫力をアップしてくれる栄養
素です。では、どのような食べ物にビタ
ミンCが多く含まれているのでしょう
か？簡単な実験で調べてみましょう！

6月19日日

「健康な食事」へのアクセス
～使える情報がいっぱい～

　スマートミールって聞いたことあります
か？中食・外食として健康的な環境で提供
されるバランスの取れた食事メニューのこと
です。他にも栄養成分表示の飲食店や食
品など個人を支援する環境づくりが進んで
います。身近な法律や制度に関心を持って
みましょう。実習では料理や食品に表示さ
れている栄養成分表示を使って、自分に
合った選び方を体験します。コツを知れば
簡単！誰かに教えたくなってしまいます。

8月7日日

食事バランスとはなあに？食事バランスとはなあに？

　どんな食事がバランスの良い食事
といえるのでしょうか？食事バランスと
は何か、1日に何をどれだけ食べたら
よいのか、一緒に学びましょう。そして、
あなたの毎日の食事は、バランスがと
れているのかどうか振り返ってみましょ
う！

7月17日日

小学校や中学校での
食育授業を体験してみよう！！
　小学校や中学校で実施する食育授
業は、どんな内容でしょうか？今回は小
学校6年生になったつもりで、栄養教諭
の食育授業を体験してみましょう。小学
校６年生は、中学校入学を間近に控
え、健康な体の基礎づくりのための大
切な時期です。紙芝居を見た後で、食
事診断ソフトを体験して、健康を考えた
食事について一緒に考えてみましょう。

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）

11月20日日

10月16日日

ホントは怖い⁉ 脂肪肝

　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思
い浮かべますか？そう、高級食材で知
られるフォアグラは脂肪肝の代表で
す。人間もなるの？太りすぎ？そもそも
肝臓ってどこ？などなど、肝臓専門医
として長年診療に携わってきた視点か
ら、メタボ時代の肝臓に関する様々な
疑問にお答えし、管理栄養士との関
わりも分かりやすく解説します。

　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思
い浮かべますか？そう、高級食材で知
られるフォアグラは脂肪肝の代表で
す。人間もなるの？太りすぎ？そもそも
肝臓ってどこ？などなど、肝臓専門医
として長年診療に携わってきた視点か
ら、メタボ時代の肝臓に関する様々な
疑問にお答えし、管理栄養士との関
わりも分かりやすく解説します。

う！

日日

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）

ら、メタボ時代の肝臓に関する様々な
疑問にお答えし、管理栄養士との関
わりも分かりやすく解説します。

ら、メタボ時代の肝臓に関する様々なら、メタボ時代の肝臓に関する様々なら、メタボ時代の肝臓に関する様々な
疑問にお答えし、管理栄養士との関疑問にお答えし、管理栄養士との関疑問にお答えし、管理栄養士との関疑問にお答えし、管理栄養士との関
わりも分かりやすく解説します。わりも分かりやすく解説します。わりも分かりやすく解説します。わりも分かりやすく解説します。

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）

9月18日日

夏のお弁当って大丈夫？
コンビニのおにぎりはどうかな？

　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思

す。人間もなるの
肝臓ってどこ

　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思　皆さんは「脂肪肝」と聞いて、何を思

す。人間もなるのす。人間もなるのす。人間もなるのす。人間もなるの
肝臓ってどこ肝臓ってどこ肝臓ってどこ肝臓ってどこ

疑問にお答えし、管理栄養士との関
わりも分かりやすく解説します。
疑問にお答えし、管理栄養士との関疑問にお答えし、管理栄養士との関疑問にお答えし、管理栄養士との関疑問にお答えし、管理栄養士との関
わりも分かりやすく解説します。わりも分かりやすく解説します。わりも分かりやすく解説します。わりも分かりやすく解説します。

夏のお弁当って大丈夫？
コンビニのおにぎりはどうかな？コンビニのおにぎりはどうかな？
　お弁当の定番といえばおにぎりで
すが、夏の時期は気をつけないと食
中毒の危険性が高まります。食中毒を
起こさないためには、何に気をつけな
いといけないのか学んでみませんか。
コンビニでおにぎりを買う人も多いと
思います。手作りおにぎりとコンビニお
にぎりの違いについても考えてみま
しょう。

10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00

10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00

日日日

血糖値が高いとかいうけど、
どんな糖？

血糖値が高いとかいうけど、

　糖尿病って聞いたことはあります
ね！血糖値が高いと言われた、ちょっと
太ったかな？この時期、新米やサツマ
イモなど秋はおいしいものが多いし、
食べ過ぎたかもしれないと思っている
ご家族もおられるかもしれません。そも
そも血糖って体の中でどうなっている
のでしょう？一緒に考えてみましょう！
そも血糖って体の中でどうなっている
のでしょう？一緒に考えてみましょう！

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）

11月20日日20 日11月20日日日

血糖値が高いとかいうけど、
どんな糖？どんな糖？

10：00～11：00

12月18日日12月18日日日

豆腐を作ろう！
～豆乳はなぜ固まるの？～
豆腐を作ろう！

～豆乳はなぜ固まるの？～～豆乳はなぜ固まるの？～

　豆腐は液体である豆乳を固めたも
のです。さて問題です。豆乳はなぜ固
まるのでしょうか？その答えは・・・・・
オープンセミナーで！簡単な実験を体
験しながら豆腐の作り方と固まる原理
について勉強しましょう。

10：00～11：00

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）

2023年

2月19日日2月19日日日日

“立ちくらみ”したこと
ありませんか？

　豆腐は液体である豆乳を固めたも

簡単な実験を体
験しながら豆腐の作り方と固まる原理

“立ちくらみ”したこと
ありませんか？ありませんか？

　朝礼の時など、急に立ってふらっと
したなんて経験ありませんか？ひょっと
して酸素が足りていないかもしれませ
ん。自分の赤血球の働きレベルを
checkして、私たちの体に酸素や栄養
を運んでくれる赤血球さんを診断して
みましょう！鉄不足探知機が作動して
いるかも？しっかり働くかっこいい赤
血球になれるよう助けてあげましょう！

10：00～11：00

4 5



短期大学 幼児教育専攻短期大学 幼児教育専攻
5月15日日

手や足を使って楽しく遊ぼう

　自分の手や足を使って、子どもたち
と楽しく遊ぶことができます。一緒に遊
ぶことで、子どもとの距離がぐっと近く
なって仲良くなれます。簡単ですぐでき
る楽しい手遊びやふれ合い遊びをし
たり、いろいろな曲に合わせて体操や
ダンスを体験しましょう。

6月19日日

身近な素材で遊べる
おもちゃを作ろう！

　子どもたちは豊かな想像力で、お菓
子の箱や牛乳パックなどを、何でも楽
しいおもちゃに変身させる天才です。
今回は、そんな身近な廃材を使って、
楽しく遊べるおもちゃを作りましょう。

7月17日日

安全に配慮した水遊び

　夏、子どもたちに人気ナンバーワン
の遊びは水遊びです。子どもたちは、
シャボン玉や色水遊び、砂遊び、プー
ル遊びなど、様々な遊びを経験します。
このような遊びを子どもたちと一緒に
楽しむために、安全に配慮した水遊び
について一緒に学びましょう。
※水を使うので、ハンドタオルをご準備ください。

８月７日日日

いろいろ楽しい いろ遊びいろいろ楽しい いろ遊び

　赤と白でピンク「あっイチゴジュース
だ」。黄色と青で「メロンジュースだー
い好き」。絵の具を使って、あなただけ
の新しい色を作ってみませんか？色水
遊びは、試す・比べるなど子どもたちの
成長に大切な経験がいっぱいです。さ
あ一緒にジュース作りを楽しみましょ
う！

9月18日日

　赤と白でピンク「あっイチゴジュース
だ」。黄色と青で「メロンジュースだー
い好き」。絵の具を使って、あなただけ

9月18日日日

発達障害のある子どもの
コミュニケーション・ゲーム①

い好き」。絵の具を使って、あなただけい好き」。絵の具を使って、あなただけ
水

遊びは、試す・比べるなど子どもたちの
成長に大切な経験がいっぱいです。さ
あ一緒にジュース作りを楽しみましょ

　赤と白でピンク「あっイチゴジュース
だ」。黄色と青で「メロンジュースだー
い好き」。絵の具を使って、あなただけ

発達障害のある子どもの
コミュニケーション・ゲーム①コミュニケーション・ゲーム①コミュニケーション・ゲーム①コミュニケーション・ゲーム①
　子どもたちは皆、あそびを通してい
ろいろなことを学んでいきますが、社
会性・コミュニケーションの独特さが
見られる発達障害児は、どのようにし
て他児とあそびを楽しみ学んでいくの
でしょうか？実際に現場で行われてい
るコミュニケーション・ゲームを、ぜひ
一緒に体験してみましょう！
※床に座ることもあるため、動きやすい服装（上履
き用シューズ、ジャージ等）をご準備ください。

10月16日日10月16日日日

保育音楽って
どんなことをするの？♪コミュニケーション・ゲーム①コミュニケーション・ゲーム①

　子どもたちは皆、あそびを通してい
ろいろなことを学んでいきますが、社
会性・コミュニケーションの独特さが会性・コミュニケーションの独特さが会性・コミュニケーションの独特さが
見られる発達障害児は、どのようにし
て他児とあそびを楽しみ学んでいくの

実際に現場で行われてい
るコミュニケーション・ゲームを、ぜひ

※床に座ることもあるため、動きやすい服装（上履

保育音楽って
どんなことをするの？♪

　保育や幼児教育の現場では様々な
場面で音楽活動が登場します。手遊
びや歌を唄うだけでなく、様々な観点
から創造する遊びもあります。今回は、
それらの表現活動を少しずつ体験して
みませんか？自身の幼少期はこうだっ
たかな？や、現代の幼児はこんな感性
かな？と、ワクワクする体験プログラム
です。音楽が苦手な方、ピアノ経験が
無い方でも大丈夫ですので、一緒に
保育音楽を体験してみましょう！

11月20日日11月20日日日

子どもたちと保育者が
楽しい遊びってどんな遊び?

子どもたちと保育者が
楽しい遊びってどんな遊び?
　子どもたちが目をキラキラさせ笑顔
が弾ける遊びとは、どんな遊びでしょう
か。保育者が子どもたちと一緒に遊び
を楽しむことで、遊びはもっと楽しくな
り発展していきます。そんな遊びの環
境を整えていくには、子どもの発達や
興味を理解することが必要です。今回
は子どもたちが楽しんでいる遊びを実
際に体験してみましょう。

き用シューズ、ジャージ等）をご準備ください。

2023年

2月19日日2月19日日日

乳幼児期の子どもに
育ってほしい能力

　子どもたちが目をキラキラさせ笑顔

か。保育者が子どもたちと一緒に遊びか。保育者が子どもたちと一緒に遊び
を楽しむことで、遊びはもっと楽しくな
り発展していきます。そんな遊びの環
境を整えていくには、子どもの発達や
興味を理解することが必要です。今回
は子どもたちが楽しんでいる遊びを実

乳幼児期の子どもに
育ってほしい能力

　保育の重要性は近年の研究で著し
く注目を集めるとともに、保育の質を
見直すことに関する議論がなされてい
ます。自分がどんな保育者になり、どん
な子どもを育てたいか一緒に考えま
しょう。

です。音楽が苦手な方、ピアノ経験がです。音楽が苦手な方、ピアノ経験が
無い方でも大丈夫ですので、一緒に無い方でも大丈夫ですので、一緒に
保育音楽を体験してみましょう！保育音楽を体験してみましょう！

2023年

3月19日日

　保育の重要性は近年の研究で著し
く注目を集めるとともに、保育の質を
見直すことに関する議論がなされてい

33月月1919日日日日日

発達障害のある子どもの
コミュニケーション・ゲーム②

見直すことに関する議論がなされてい
ます。自分がどんな保育者になり、どん
な子どもを育てたいか一緒に考えま

　保育の重要性は近年の研究で著し
く注目を集めるとともに、保育の質を
見直すことに関する議論がなされてい

発達障害のある子どもの
コミュニケーション・ゲーム②コミュニケーション・ゲーム②
　インクルーシブ保育における子ども
たちの関係性構築には、保育者のど
んな関わりが必要でしょうか。お約束
や話し合いももちろん大切ですが、今
回は楽しく遊ぶ中でのコミュニケー
ション支援のあり方を、ぜひ一緒に体
験してみましょう！（９月とはまた違う内
容となります。）
※床に座ることもあるため、動きやすい服装（上履
き用シューズ、ジャージ等）をご準備ください。

短期大学 幼児教育専攻
7月17日日日日

持参物：筆記用具（各回共通）

7月17日日

弾き歌い

　「弾き歌い」ってやったことがないと
思っていませんか。実はだれもが小学
校のときに習った鍵盤ハーモニカも弾
き歌いなのです。その息に声を乗せ、
声に言葉を乗せたら歌の始まり。ピア
ノが苦手でも大丈夫な伴奏で、「弾き
歌い」楽しんでみましょう。

11：10～12：10
入試対策講座
（小論文・プレゼンテーション）

5月15日日

教育・保育のための心理学

　「心理学」と聞くと「教育や保育には
関係ない」と思う人もいるかもしれま
せん。しかし、子どものこと、保護者の
こと、そして自分自身のことをより深く
理解するために、心理学の考え方はと
ても役立ちます。「子どもを理解し寄り
添える教育者・保育者」になるために
必要なことについて、心理学の観点か
ら一緒に考えましょう。

11：10～12：10
入試対策講座
（小論文・プレゼンテーション）

6月19日日

特別な支援を必要とする
子どもへの関わり入門

　特別な支援を必要とする子どもの
数は増加の一途をたどっています。子
どもたちが持つ可能性を最大限に伸
ばす支援とは？あらゆる現場で子ども
に適切な支援ができる保育士や教員
が求められています。保育や教育を考
えるうえで、今や必要不可欠な「特別
支援教育」を一緒に学びましょう！

11：10～12：10
入試対策講座
（小論文・プレゼンテーション）

子ども教育学部

9月18日日

きせつとなかよし
あき

きせつとなかよし
あき

　小学校の教科「生活科」の授業を
担当しています。本日は、第1学年の秋
の単元「きせつとなかよし　あき」の模
擬授業をします。作陽大学内には、草
木や花などの自然がいっぱいです。落
ち葉やどんぐりを使って、おもちゃを
作ってみんなで一緒に遊んでみましょ
う。

８月７日日

不思議だな 調べてみよう

　小学校の教科「生活科」の授業を
担当しています。本日は、第1学年の秋
の単元「きせつとなかよし　あき」の模
擬授業をします。作陽大学内には、草
木や花などの自然がいっぱいです。落
ち葉やどんぐりを使って、おもちゃを
作ってみんなで一緒に遊んでみましょ

不思議だな 調べてみよう

　教育で大事なことは「不思議だな」
「調べたいな」という思いです。「ピア
ノって、どうして、あんなに大きいの？」
当たり前と思っていることの中にも、
「不思議」がいっぱい隠されています。
びっくりおもちゃや風船電話を作って、
不思議な音の世界にふれてみません
か。
不思議な音の世界にふれてみません
か。

11：10～12：10
入試対策講座
（小論文・プレゼンテーション）

11：10～12：10
入試対策講座入試対策講座
（小論文・プレゼンテーション）

11月20日日

障がいがある子どもの保育障がいがある子どもの保育障がいがある子どもの保育

　保育園や幼稚園で生活する特別な
支援を必要とする子どもの特性と保育
の現状について解説します。また、保育
者（保育士・幼稚園教諭・保育教諭）が
特別支援学校教諭免許を取得する意
義について説明します。

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）

10月16日日

特別支援教育を学ぼう！

　小学校の教科「生活科」の授業を
担当しています。本日は、第1学年の秋
の単元「きせつとなかよし　あき」の模
擬授業をします。作陽大学内には、草
木や花などの自然がいっぱいです。落
ち葉やどんぐりを使って、おもちゃを
作ってみんなで一緒に遊んでみましょ

特別支援教育を学ぼう！

　全国の公立小中学校の通常学級に在
籍する児童生徒のうち、人とコミュニケー
ションをうまく取れないなどの「発達障害」
の可能性がある小中学生が、6.5％になる
ことが、文部科学省の調査で分かりまし
た。40人学級で１クラスにつき２～３人の
割合になります。特別支援に関する知識
は、今、保育所や幼稚園、小学校、どこに
行っても必要です。「よく分かる」特別支援
教育を作陽で学びましょう！
行っても必要です。「よく分かる」特別支援行っても必要です。「よく分かる」特別支援
教育を作陽で学びましょう！教育を作陽で学びましょう！

11：10～12：10
入試対策講座（プレゼンテーション）

作ってみんなで一緒に遊んでみましょ
う。
作ってみんなで一緒に遊んでみましょ
う。

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）

10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00

10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00

10：00～11：00 10：00～11：00 10：00～11：00

10：00～11：00

10：00～11：00

10：00～11：00

11：10～12：10
入試対策講座（小論文）入試対策講座（小論文）

12月18日日

めざそう！ 小学校の先生めざそう！ 小学校の先生めざそう！ 小学校の先生

　小学校の先生は、主に学級担任と
して、子どもに寄り添い、子どもの成長
に直接かかわるやりがいのある仕事
です。各教科の指導もしますね。ここで
は、小学校の社会科の授業を具体的
に取り上げながら、小学校の先生の
魅力を紹介します！

10：00～11：00

11：10～12：10
入試対策講座（プレゼンテーション）入試対策講座（プレゼンテーション）

2023年2月19日日

保育っておもしろい！

　小学校の先生は、主に学級担任と
して、子どもに寄り添い、子どもの成長
に直接かかわるやりがいのある仕事
です。各教科の指導もしますね。ここで
は、小学校の社会科の授業を具体的
に取り上げながら、小学校の先生の

保育っておもしろい！

　乳幼児期の教育・保育は、子どもが
人格形成の基礎を築く上で大変重要で
す。子どもは毎日の園生活の中で様々な
ことやものに出会い、それらを習得する
ことで自信や意欲を獲得し、その過程
は、その後の自ら学びに向かう力へと繋
がります。本セミナーでは、その傍らにあ
る保育者の保育の面白さや、やりがいに
ついて紹介します。

10：00～11：00

10：00～11：00 10：00～11：00

7月17日日日

子ども教育学部
持参物：筆記用具（各回共通）
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総合型選抜の流れ

個人面接免除について：事　前面談（希望者）を受けることで、試験当日の個人面接が免除になります。
個別の試験を実施しないため、
受験を希望される方は
事前面談が必須となります。

食文化学部
栄養学科

食文化学部
現代食文化学科

小論文型 口頭試問型

オープンキャンパスまたは
オープンセミナー オープンセミナー

子ども教育学部
子ども教育学科

小論文型 プレゼンテーション型
（保育園・幼稚園コースのみ選択可）

オープンキャンパスまたは
オープンセミナー

オープンキャンパスまたは
オープンセミナーオープンセミナー

短期大学
幼児教育専攻

オープンキャンパスまたは
オープンセミナー

総合型選抜を希望する人にはイベント終了後　にエントリーシートを配布します。エントリーシートはイベント当日に必ず提出してください。

出願期間になったら大学ホー　ムページからWeb出願手続きをし、検定料をコンビニで振り込んでください。 出願許可書入手！

短大
必須

郵　送（出願期間最終日までの必着）または窓口持参。

小論文
個人面接

口頭試問
個人面接

小論文
個人面接

保育実践（読み聞かせ）
＋プレゼンテーション

個人面接
小論文
個人面接

個別試験を課さない
（事前面談が必須となります）

本学の指定するエントリー
対象イベントに参加

エントリーシート提出

事前面談

Web出願手続き

入学志願票の印刷・
出願書類の準備・提出

入学試験当日

希望者

出願に必要な書類は入学試験要項をご確認ください。

※

※ ※ ※ ※
※

事前面談とは
　先生と受験希望者の方が面談をすることで、学びの内容や取得
できる資格に相違がないか理解したり、入学後の不安を取り除いた
りすることを目的とします。面接ではありませんので、気軽にお話をし
てください。オープンセミナー開講時の午後に行いますので、希望者
はオープンセミナーの予約フォームで事前面談の希望を「はい」にし
て申し込んでください。

現代食文化学科の口頭試　問とは？
　現代食文化学科のオープンセ ミナーでは、各回実習とミニ講義
を行います。受験生は、受講した セミナーの内容を、口頭で試験
官に説明していただきます。セミ ナーでしっかりメモをとって、入
試までに内容を見直し、セミナー を通してどういう学びを得たの
か、どんな考えを持ったのか整 理しておいてください。また、どう
いう点に興味を持ち、入学後ど んなことを学んでいきたいかなど
もお聞きします。
※複数回参加された方は、自分が一番興 味を持った回を選択してお話しください。

子ども教育学科の保育実践（読み聞かせ）＋プレゼンテーションとは？
　セミナーで学んだことを活かし、自分の考えを試験官の先生に発
表するタイプの入試です。プレゼンテーション型の入試を選択される
方は必ず1回は入試対策講座に参加してください。入試対策講座で
は、読み聞かせのポイントについて学びます。試験当日に出される課
題に関するアイデアのきっかけとなる学びをしっかり身につけられま
す。また、総合型選抜で必要になるプレゼンテーションの観点につい
ても学べます。もちろん複数回の参加も大歓迎です。

エントリー可能な日程
オープンキャンパス

オープンセミナー

食文化学部 栄養学科

食文化学部
現代食文化学科
子ども教育学科

小学校・特別支援コース
子ども教育学科

保育園・幼稚園コース

短期大学 幼児教育専攻

5/15(日)

〇

〇

〇

〇

〇

6/19(日)

〇

〇

〇

〇

〇

7/17(日)

〇

〇

〇

〇

〇

8/7(日)

〇

〇

〇

〇

〇

9/18(日)

〇

〇

〇

〇

〇

10/16(日)

〇

〇

〇

〇

〇

11/20(日)

〇

〇

〇

〇

〇

12/18(日)

〇

〇

〇

〇

2023年
2/19(日)

〇

2023年
3/19(日)

6/26(日)

〇

〇

〇

〇

（小論文型）

7/24(日)

〇

〇

〇

〇

（小論文型）

8/20(土)

〇

〇

〇

〇

（小論文型）

出願期間

食文化学部 栄養学科

試験日 9月17日（土） 12月17日（土） 2023年2月2日（木）

食文化学部
現代食文化学科

子ども教育学部
子ども教育学科

〇

〇

〇

〇短期大学 幼児教育専攻

総合型選抜Ⅰ期
2022年9月1日（木）
～9月8日（木）

〇

〇

〇

〇

総合型選抜Ⅱ期
2022年12月1日（木）
～12月9日（金）

〇

〇

〇

〇

総合型選抜Ⅲ期
2023年1月10日（火）
～1月20日（金）

〇

総合型選抜Ⅳ期
2023年2月21日（火）
～3月2日（木）

個別試験を課さない

総合型選抜の流れ
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学科・専攻 取得可能な免許・資格 目指せる進路

子ども教育学科
小学校・特別支援学校コース

●小学校教諭一種免許状
●特別支援学校教諭一種免許状
　（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）
●幼稚園教諭一種免許状

●小学校教諭　●特別支援学校教諭　●幼稚園教諭
●児童厚生施設・児童福祉施設・児童養護施設職員
●知的障害児施設職員　●肢体不自由児施設職員
●子育て相談員　●各種子ども関連企業

保育園・幼稚園コース

●保育士資格
●幼稚園教諭一種免許状
●小学校教諭一種免許状
●特別支援学校教諭一種免許状
　（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）
●認定ベビーシッター資格

●保育士（保育所（園）、児童館、児童養護施設、
　知的障害児施設、肢体不自由児施設など）
●幼稚園教諭　●保育教諭
●小学校教諭　●特別支援学校教諭
●子育て相談員
●各種子ども関連企業

栄養学科
●管理栄養士国家試験受験資格
●栄養士免許
●栄養教諭一種免許状
●栄養心理サポーター資格
●食品衛生管理者・食品衛生監視員資格など

●管理栄養士・栄養士
　（病院、クリニック、診療所等の医療機関、
　高齢者福祉施設、給食委託会社、保健所、
　市町村保健センター、保育所（園）、こども園、小学校、
　中学校、スポーツ施設、食品企業、健康増進施設など）
●栄養教諭（小学校・中学校）など

現代食文化学科

●栄養士免許
●管理栄養士国家試験受験資格（要実務経験1年以上）
●中学校・高等学校教諭一種免許状（家庭）
●栄養教諭二種免許状
●食品衛生管理者・食品衛生監視員資格
●フードコーディネーター資格
●家庭料理技能検定（3～1級）
●リテールマーケティング（販売士）
●製菓衛生師受験資格
●災害食コンシェルジュ※
●健康増進栄養指導者資格※

●商品企画開発士※

※本学独自の認定資格

●栄養士（保育所（園）、学校、給食委託会社、福祉施設、
　病院など）
●管理栄養士（要実務経験1年以上）
●各種食品関連企業
　（製造、企画・開発、販売、営業、食品衛生管理者）
●スポーツ施設
●フードコーディネーター
●カフェ・飲食店
●製菓・製パン業
●料理研究家
●家庭科教諭（中学校・高等学校）
●栄養教諭など

音楽学科
●中学校・高等学校教諭一種免許状（音楽）
●ウェブデザイン技能検定3級
　〔音楽デザイン専修〕
●日本マーチングバンド協会指導者ライセンス3～1級
　〔管楽器・打楽器専修（吹奏楽指導専修を含む）〕

●中学校教諭
●高等学校教諭
●演奏家
●オーケストラ団員・吹奏楽団員
●音楽隊員（自衛隊・消防・警察）
●音楽教室講師
●音楽関連企業
●楽器店
●楽曲制作者
●マーチング指導者
●海外留学
●大学院への進学

音楽専攻 ●日本マーチングバンド協会指導者ライセンス3～1級
　〔管楽器・打楽器専修（吹奏楽指導専修を含む）〕

●演奏家　　●オーケストラ団員・吹奏楽団員
●音楽隊員（自衛隊・消防・警察）
●音楽教室講師　　●マーチング指導者
●音楽関連企業　　●楽器店
●楽曲制作者
●音楽学部3年次編入学・短大専攻科への進学

幼児教育専攻 ●保育士資格
●幼稚園教諭二種免許状

●保育士
　（保育所（園）、障害者支援施設、児童養護施設など）
●幼稚園教諭
●保育教諭
●子ども教育学部3年次編入学

69名
2022年度
公務員採用試験合格者数
（延べ数・卒業生含む）

小学校教諭 ………………………………18名
特別支援学校教諭 ……………………… 8名
公立保育士・幼稚園教諭・保育教諭 ……18名
家庭科教諭（高等学校） ………………… 3名
音楽教諭（中学校・高等学校）……………20名
行政栄養士 ……………………………… 2名

●1限目　09：30～11：00
●2限目　11：10～12：40
●3限目　13：25～14：55
●４限目　15：05～16：35
●５限目　16：45～18：15

9：30
授業開始時刻

高い合格率を誇り、中四国の管理栄養士養成校
ではトップクラスの実績です。過去17年間で
1,165名（新卒）の管理栄養士を輩出。

100%
第36回管理栄養士国家試験

栄養学科62名が受験し、全員が合格

1年生から4年生までの段階的な調理実習によ
り、圧倒的な数の経験を積みます。

1,200食
現代食文化学科の4年間での
1人あたりの総調理数

学生の生活、修学上の諸問題、進路支援等に対
する指導、助言等を行うため、アドバイザー制度
を設けています。（学部・学科ごとに異なります。）

5.1名
教員1人当たりの担当学生数

（1学年当たり）

５限目　16：45～18：15

進路支援室では一人ひとりの希望にしっかり向
き合い、地元での就職もサポートします。
就職先都道府県TOP3は、岡山県（52.7%）、
広島県（17.1%）、香川県（5.7%）

64.2％
Uターン就職状況

800台以上駐車できる駐車場を完備。大学に申
請して自家用車の乗り入れ許可を得ると通学可
能です。

0円
無料駐車場完備

数字から見
る作陽
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