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言葉から読む古典文学

― 「係り結び」 ってなに？―

係り結びを正しく理解すると古典がこんなふうに

読めるのかというおもしろさを知って、 これから

の勉強に役立ててほしいと思います。

◢ 国語国文学科

日本語教師の世界をのぞいてみよう

日本語教師が使っている教材を実際に見てみま

せんか？教えるのにどんな教材があれば便利か、

一緒に考えてみましょう。

Eve を読む

「ドラマツルギー」 「僕らまだアンダーグラウンド」

などで知られ、 現代音楽シーンの 「神」 ともさ

れる Eve の楽曲を文学的に分析します。

「プログラム 3 」 と同じ内容

◢ フランス語フランス語学科

◢ 英語英文学科

マンフラとは何か？

　　　　30 年前から、 フランスでは日本の漫画が大人気です。

昔はフランスの伝統的な漫画 「BD」 を脅かす “侵略” のように見ら

れることが多かった日本漫画ですが、 最近はその影響を受けて、

「日本漫画風」 な作品を作ろうとするフランスの漫画家が多くなりつつ

あります。 そのような作品は 「マンフラ」 （漫画 + フランス） と言われ

ています。 今日はそのマンフラの色々な特徴を見せたいと思います。

フランス語の覚え方

－雑学女王を目指しちゃいました－

語学は文法 ( ルール ) と社会 ・ 時代背景を学ぶと理解

度が up します。 今回はフランス語の雑学 ( ウンチク )

を聞いて外国語学習法を身につけましょう！

「プログラム 1 」 と同じ内容 「プログラム 3 」 と同じ内容

British tea: 

how a leaf from East Asia 

became Britain’ s national drink.

From the British Cultures course, this lesson looks 

at tea culture. Britain has　a love of tea that connects 

it to Japan.But there are big differences in tea culture.

This talk tells the global story of British tea, why it 

became so popular, and Japan’ s direct connection 

with the first English people to drink tea.

「プログラム 1 」 と同じ内容 な　し な　し

※ 授業内容の掲載が 「なし」 と表示されている学科は、 該当プログラムの実施がありません
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https://www.shirayuri.ac.jp/course/literature/language/index.html
https://www.shirayuri.ac.jp/course/literature/french/index.html
https://www.shirayuri.ac.jp/course/literature/english/index.html


昔話って不思議！

昔話はもともと口で伝えられ耳で聞かれてきま

した。 そのため、 書かれたお話とは異なる特徴

をもっています。 昔話の不思議はどこにあるの

でしょうか。 実例を用いて解説いたします。

◢ 児童文化学科

◢ 発達心理学科

◢ 初等教育学科

電子メディアと子どもの発達

テレビやスマホ、 ゲームなどの電子メディアの

利用が子どもたちにどのような影響を及ぼすの

か、 発達心理学の視点から考えます。

「プログラム 1 」 と同じ内容

トントン、 シャカシャカ、 コンコンコン！

～子どもの楽器あそびを考える～

子どもたちの楽器活動は、 自分の声や手足の

延長線上に位置づけられることが大切です。

子どもと楽器について、 考えてみましょう！

「プログラム 1 」 と同じ内容 「プログラム 1 」 と同じ内容

スタートカリキュラムって何？

～幼児期の学びをつなぐ生活科～

スタートカリキュラムって知っていますか？

小学校の入学当初、 1 年生がおこなうスタート

カリキュラムについて学びましょう！

子どもの虐待を考える

　　　 ‐ あなたにできること ‐

子どもの虐待が依然として増加傾向にあります。

子どもを護るために、 一市民としてできることは

何かについて考えたいと思います。

教育 ・ 保育の楽しさを体感しよう！

　―五感で感じる言語表現教材―

パネルシアター、 ペープサートなど、 様々な

言語表現教材に親しみながら、 子どもとの時

間の楽しみ方を一緒に体感しませんか？

な　し な　し

な　し

※ 授業内容の掲載が 「なし」 と表示されている学科は、 該当プログラムの実施がありません

OPEN CAMPUS 2021.7.18 事前予約制

模擬授業一覧 ［人間総合学部］模擬授業一覧 ［人間総合学部］

プログラム

1
プログラム

2
プログラム

3
プログラム

4

プログラム

1
プログラム

2
プログラム

3
プログラム

4

プログラム

1
プログラム

2
プログラム

3
プログラム

4

https://www.shirayuri.ac.jp/course/human/juvenile/index.html
https://www.shirayuri.ac.jp/course/human/psychology/index.html
https://www.shirayuri.ac.jp/course/human/education/index.html



