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町田キャンパス　　　　　〒194-0292 東京都町田市相原町2600  TEL：042-782-9811（代） 
千代田三番町キャンパス　〒102-8341 東京都千代田区三番町22  TEL：03-3262-2257（代） 
〔ホームページ〕http://www.kasei-gakuin.ac .jp/  〔E-mail〕nyushi@kasei-gakuin.ac .jp

 町田キャンパス 生活デザイン学科／食物学科※1 ／児童学科
〒194-0292 東京都町田市相原町2600

Facebook Twitter E-mail Magazine 公式LINE

資料の請求・お問い合わせは町田キャンパス・入試広報グループまで

TEL：042-782-9411 FAX：042-782-1711

大学の
最新情報を
発信中！

●JR横浜線「相原駅」下車、バス「相原駅西口（のりば2番）」から
　「東京家政学院」行乗車、約9分
●京王高尾線「めじろ台駅」下車、バス「めじろ台駅（のりば4番）」から
「東京家政学院」行乗車、約13分
●JR中央線「八王子駅」下車、バス「八王子駅南口（のりば7番）」から
「東京家政学院」行（山田駅経由）乗車、約28分または
「東京家政学院」行（めじろ台駅・朝日ヶ丘経由）乗車、約30分

・ バス「相原駅西口（のりば1番）」から「大戸」行または「法政大学」行※で
　「相原十字路」下車、徒歩約10分　※急行を除く。

●JR中央線・総武線、東京メトロ有楽町線・南北線、
都営地下鉄新宿線「市ケ谷駅」下車、徒歩約8分（地下鉄A3出口）

●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」下車、徒歩約8分（5番出口）
●東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線「九段下駅」下車、徒歩約12分（2番出口）

※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。

両キャンパスとも随時学校見学を受け付けています。ご希望の方は上記入試広報グループまでご連絡ください。

 千代田三番町キャンパス 現代家政学科／人間栄養学科※2

〒102 -8341 東京都千代田区三番町22 ※2　2018年 4月開設（管理栄養士
　　 養成施設定員変更申請予定）

※1　2018年 4月開設
　　 （栄養士養成施設申請予定）

日本高等教育評価機構が
定める大学評価基準を満た
していると認定されました。

ホームページ



AO入試（課題型・活動報告型）のエントリーが始まります！

現代生活学部
現代家政学科

●課題型
　エントリーシート・課題

●活動報告型
　エントリーシート・
　活動報告書

Ⅰ期：8/11（金） ●
Ⅱ期：9/12（火） ●●

Ⅰ期：8/   25（金）
Ⅱ期：9/   30（土）

会場：千代田三   番町キャンパス

Ⅰ期   ：8/28（月）　　 Ⅱ期：10/4（水）　　 Ⅲ期：10/23（月）　　 Ⅳ期：12/11（月）

Ⅰ期：9/1（金）～ 9/8   （金）　　Ⅱ期：10/5（木）～10/13（金）　　Ⅲ期：10/24（火）～10/31（火）　　Ⅳ期：12/12（火）～12/15（金）

入学  手続完了者に対し、入学前準備教育を実施します（内容は学科により異なります）。

※ 詳細は大学案内2018をご参照ください。

フロー チャート

千 代 田三番 町  キャンパ ス

エントリー時提出書類

出願期間（消印有効）

エントリー締切日（消印有効）

入学前準備教育

Ⅰ期   ：9/27（水） Ⅱ期：10/30（月） Ⅲ期：11/17（金） Ⅳ期：12/26（火）入学手続締切日

Ⅰ期   ：9/15（金） Ⅱ期：10/20（金） Ⅲ期：11/  9（木） Ⅳ期：12/20（水）合格発表日

＿＿

8/1
（火）

●課題型　●活動報告型

出願許可者にはAO入試出願書類を送付するので、そちらを使用してく
ださい。 ※出願には入学検定料（30,000 円）の納入が必要となります。

面談日・会場
面談通知に記載された面談日時に会場へ来てください。
※面談会場は学科により異なります。

出願許可判定結果発送日
許可の場合は本人・学校に、不許可の場合は本人にのみ通知します。

※郵送のほか、以下への持参も受け付けます。
●  エントリー受付期間中の町田キャンパス入試広報グループ窓口（土・日、
祝日、入学試験日および大学休業期間を除く）

●  エントリー受付期間中のオープンキャンパス開催日（会場内指定窓口） 
※開催時間中のみ

CONTENTS

千代田三番町
キャンパス

7/16
8/5
8/6

エントリー
スタート！

→P. 3- 5

町田キャンパス

7/23
7/30
8/20

→P. 6- 8

オープンキャンパスを
チェック！
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AO入試（課題型・活動報告型）のエントリーが始まります！

人間栄養学部
人間栄養学科

現代生活学部
生活デザイン学科

現代生活学部
食物学科

現代生活学部
児童学科

●課題型
　エントリーシート・課題・
　調査書

●課題型
　エントリーシート・課題

●活動報告型
　エントリーシート・
　活動報告書

●課題型
　エントリーシート・課題

●活動報告型
　エントリーシート・
　活動報告書

●課題型
　エントリーシート・課題

●活動報告型
　エントリーシート・
　活動報告書

Ⅰ期：8/   25（金）
Ⅱ期：9/   30（土）

会場：千代田三   番町キャンパス

Ⅰ期：8/25（金）　Ⅲ期：10/21（土）
Ⅱ期： 9/30（土）　Ⅳ期：12/  9（土）

Ⅰ期   ：8/28（月）　　 Ⅱ期：10/4（水）　　 Ⅲ期：10/23（月）　　 Ⅳ期：12/11（月）

Ⅰ期：9/1（金）～ 9/8   （金）　　Ⅱ期：10/5（木）～10/13（金）　　Ⅲ期：10/24（火）～10/31（火）　　Ⅳ期：12/12（火）～12/15（金）

入学  手続完了者に対し、入学前準備教育を実施します（内容は学科により異なります）。

会場：町田キャンパス

AO入試（課題型・活動報告型）は、本学が指定する提出書類（エントリーシート・
課題等）を提出する形式のAO入試です。オープンキャンパスの進学個別相談では
AO入試に関する相談を受け付けています。

千 代 田三番 町  キャンパ ス 町田キャンパ ス

Ⅰ期   ：9/27（水） Ⅱ期：10/30（月） Ⅲ期：11/17（金） Ⅳ期：12/26（火）

Ⅰ期   ：9/15（金） Ⅱ期：10/20（金） Ⅲ期：11/  9（木） Ⅳ期：12/20（水）

＿＿ ＿＿ ＿＿

Ⅰ期：8/11（金） ●
Ⅱ期：9/12（火） ●

Ⅰ期：8/21（月）　
Ⅱ期：9/25（月）

Ⅰ期：   8/11（金） ●●
Ⅱ期：   9/12（火） ●●
Ⅲ期：10/13（金） ●●
Ⅳ期：12/  1（金） ●●

Ⅱ期：   9/12（火） ●●
Ⅲ期：10/13（金） ●●
Ⅳ期：12/  1（金） ●●

Ⅰ期：   8/11（金） ●●
Ⅱ期：   9/12（火） ●●
Ⅲ期：10/13（金） ●●
Ⅳ期：12/  1（金） ●●

一次選考結果発送日
自己紹介文（エントリーシート裏面）・
課題で一次選考を実施します。

※2018年4月開設　人間栄養学科：管理栄養士養成施設定員変更申請予定
　　　　　　　　　 食物学科：栄養士養成施設申請予定
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千代田三番町キャンパス
◉現代家政学科
体験授業

午前/午後 運動によるダイエットのやり方を知ろう
   吉田 博幸
身体組成を把握した後、体力レベルを測定し自分に合ったダイエットのための
運動のやり方を知りましょう。

午前/午後 学校から「楽しい」をプロデュース 木村 文香
学校での生活、学びはどんな工夫で楽しく、効果的なものになるのでしょうか？ 
家庭科の時間を想定して、生徒、教師双方の視点から心理学を使って考えていきます。

午前/午後 おいしくて安全な “食事” をしたい 三宅 紀子
健康に暮らすためには、毎日の食事が大切です。また、おいしく楽しい食事は
心も元気にしてくれます。私たちの身のまわりには、「体に良い・悪い」食の情
報があふれていて、迷ってしまいます。私たちの食事について考えてみましょう。

②③④　あなたの「食べる」を考えよう 會退 友美
赤ちゃんだったあなたの「食べる」行動はどのように変化したか、今のあな
たの「食べる」にはどんなことが関わるのか、一緒に考えてみましょう。

②③④　給食経営管理実習室見学ツアー 建路 七織
大量調理を扱う設備や機器が整備された、ドライシステム・オール電化の実習
室を見学します。（8名/回）

①③⑤　正しい歩行と事例 大嶋 徹　
正しい歩行を体験してみよう。　
1. その歩き方はどうすればいいの？
2. そのスピードはどれくらい？
3. その運動量は週何分を何回程度？
体験して覚えてから帰りましょう。

①③⑤　くらしの照明計画 大宮司 勝弘
くらしの照明には白熱電球、蛍光灯、LEDなどがあります。この授業ではイン
テリアコーディネーター資格試験でも出題される人工照明の特性について、実
際の光線を見ながら解説します。

②④ 楽しい布地印刷！ 井澤 尚子
ガーメントプリンターを使って、楽しいTシャツプリントをお見せします。

②④ 教育学第一歩 佐藤 広美
家庭科教員免許状の取得方法と大学の学びについてお話しします。

ミニ体験授業

ミニ体験授業

◉人間栄養学科
体験授業

大学紹介 10:00 -10:20 13:00 -13:20

学科紹介 10:30 -11:00 13:30 -14:00

学食無料体験 11:00 -14:00
 午前 午後 
体験授業 11:10 -12:10 14:10 -15:10

  ①10:00 -10:30　
   ②11:10 -11:40
ミニ体験授業  ③12:10 -12:40
  ④13:10 -13:40
   ⑤14:10 -14:40

保護者説明会 11:10 -11:50 14:10 -14:50

小論文対策講座 11:40 -12:40 14:40 -15:40

学生イベント 14:00 -15:30

ティータイムコーナー 14:00 -15:30

進学個別相談

キャンパスツアー

学生生活・就職コーナー

イベントスケジュール

7/16 sun
10:00-16:00

常時開催イベント
10:00 -16:00

オープンキャンパスの体験授業では、大学で行われている普段の授業を体験することができます。
あなたも是非、さまざまな「くらし」の学びに触れてみませんか?

あなたの「食べる」を考えよう　會退 友美

赤ちゃんだったあなたの「食べる」行動はどのように変化した

のでしょうか？ 子どもが成長する映像を見ながら子ども管理栄

養士としてどのような食事や環境を作ればよいか、一緒に考え

てみましょう。成長するにつれて、人の「食べる」行動は、そ

の人の気持ちや周囲の人、環境が関係して変化していきます。

成長した今のあなたの「食べる」行動にはどんなことが関わる

のか、お菓子を「食べる」という行動を実際に行いながら様々

な感覚が活用されていることを体験したいと思います。

千代田三番町キャンパス　人間栄養学科

P i c k  u p
体験授業

P i c k  u p
体験授業

など

　千代田三番町キャンパス

7/16 sun
「小論文の形式 ―小論文と感想文のちがい―」

8/5 sat
「小論文の問題設定 ―テーマを探す―」

8/6 sun
「小論文の構成 ―アウトラインを考える―」

10/1 sun
「【推薦入試に向けて】小論文の基礎 総まとめ」

AO入試、推薦入試等で必要な小論文の対策イベ
ントです。連続して参加することでステップアップで
きる講座内容になっています。

コツを掴んで対策しよう！

小論文対策講座Event

7/16
 sun

3

先輩のおすすめプ
ログラム

大学紹介 10:00 -10:20 13:00 -13:20

学科紹介 10:30 -11:00 13:30 -14:00

学食無料体験 11:00 -14:00 

  ①10:00 -10:30　
  ②11:10 -11:40
ミニ体験授業  ③12:10 -12:40
  ④13:10 -13:40
   ⑤14:10 -14:40

保護者説明会 11:10 -11:50 14:10 -14:50

小論文対策講座 11:40 -12:40 14:40 -15:40

面接体験 11:40 -12:40

ティータイムコーナー 14:00 -15:30

学生イベント 14:00 -15:30

進学個別相談

キャンパスツアー 

学生生活・就職コーナー 

◉現代家政学科
ミニ体験授業

②③④　給食経営管理実習室見学ツアー 建路 七織
大量調理を扱う設備や機器が整備された、ドライシステム・オール電化の実習
室を見学します。（8名/回）

②③④　身近な加工食品について知ろう
   綿貫 仁美
身近な加工食品である「豆腐」についてお話しします。また、簡単な豆腐づく
りを行い、試食をしてみましょう。（16名/回）

①③ 加工食品の製造工程にみる様々な変化
   竹中 真紀子
「食品学実験」の授業で実際に製作するバター、チーズ、ヨーグルトなどの製
造原理や製造工程などについて解説します。

①④ 住環境の評価について学ぶ 椛田 考一
お住まいの住環境を評価します。50項目の質問に答えることで、健康に影響
を与える要素をみつけることができます。

②④ 着物の種類とたたみ方演習 松本 幸子
基本の着物の種類を知り、それぞれの特徴TPOを理解し、最後にたたみ方を
体験します。

②⑤ 消費者が持つ影響力とは何か 小野 由美子
チョコレートといった日常的な商品選択が社会や環境に影響を与えます。消費
者の権利と責任について考えましょう。

③⑤ Everyday in the USA 
  　　　　　　　　井澤 尚子/マーク ルイス
ルイス先生の故郷アメリカの日常生活についてお話をしましょう。今回のトピッ
クは「食生活」です。異文化も感じてください。

ミニ体験授業
◉人間栄養学科

イベントスケジュール

8/5 sat
10:00-16:00

常時開催イベント
10:00 -16:00

など

AO入試、推薦入試等で必要な小論文の対策イベ
ントです。連続して参加することでステップアップで
きる講座内容になっています。

コツを掴んで対策しよう！

小論文対策講座
　町田キャンパス

7/23 sun
「小論文の形式 
―小論文と感想文のちがい―」

7/30 sun
「小論文の問題設定 
―テーマを探す―」

8/20 sun
「小論文の構成 
―アウトラインを考える―」

先輩のおすすめプ
ログラム

私のおすすめは
体験授業！まるで

学生になったかのような
気分になれますよ。

学食無料体験が
おすすめです。

おいしい学食を無料で
楽しめますよ！
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P i c k  u p
体験授業

大学紹介 10:00 -10:20 13:00 -13:20

学科紹介 10:30 -11:00 13:30 -14:00

学食無料体験 11:00 -14:00

  ①10:00-10:30　
   ②11:10-11:40
ミニ体験授業  ③12:10-12:40
   ④13:10-13:40
   ⑤14:10-14:40

保護者説明会 11:10 -11:50 14:10 -14:50

小論文対策講座 11:40 -12:40 14:40 -15:40

面接体験 11:40 -12:40

学生イベント 14:00 -15:30

ティータイムコーナー 14:00 -15:30

進学個別相談

キャンパスツアー

学生生活・就職コーナー

千代田三番町キャンパス

◉現代家政学科
ミニ体験授業

②③④　あなたの「食べる」を考えよう 會退 友美
赤ちゃんだったあなたの「食べる」行動はどのように変化したか、今のあなたの
「食べる」にはどんなことが関わるのか、一緒に考えてみましょう。

②③④　抹茶を美味しく点ててみませんか 小野 かお里
自分で抹茶を美味しく点ててみましょう。緑茶に含まれているカテキンを、目で
見てわかる比色法を使って測定しましょう。（10名/回）

②③④　給食経営管理実習室見学ツアー 建路 七織
大量調理を扱う設備や機器が整備された、ドライシステム・オール電化の実習
室を見学します。（8名/回）

①②④　縫い方の仕組みと簡単髪留め制作 松本 幸子
縫い方の種類を知り、その仕組みと特徴を理解し、並縫いを活用して簡単な髪
留め制作を体験します。

①③⑤　お魚をもっと食べましょう。 三宅 紀子
「魚離れ」が問題になっています。魚の栄養素や成分が私たちの健康に
どのように役立っているのかについて学びましょう。

②④ 教育学第一歩 佐藤 広美
家庭科教員免許状の取得方法と大学の学びについてお話しします。

③⑤ 20世紀のデザイナーズチェア 大宮司 勝弘
いまインテリアのアクセントとしてデザイナーズチェアが人気です。この授業で
はインテリアコーディネーター資格試験でも出題される20世紀の著名なデザイ
ナーズチェアについて、模型を使って解説します。

ミニ体験授業
◉人間栄養学科

イベントスケジュール

8/6 sun
10:00-16:00

常時開催イベント
10:00 -16:00

P i c k  u p
体験授業
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8/6
 sun

皆さん、普段の食事でお魚をどのくらい食べて

いますか？ 残念ながら、「魚離れ」が問題になっ

ています。現代家政学科の授業では、「食品

学」で魚の栄養について学びます。魚を食べ

るのは好きだけれど、料理は苦手という人も多

いのでは？「調理学実習」では、簡単にできる

魚料理を実習します。ミニ体験授業では、魚

の栄養素や成分が私たちの健康にどのように

役立っているのかについて学びます。もっと魚

と仲良くなりましょう。「調理学実習」での献立

お魚をもっと食べましょう　三宅 紀子

千代田三番町キャンパス　現代家政学科

など



私のおすすめは
面接体験です。

基本的なポイントから
教えてもらえますよ。

7/23 sun
10:00-15:00

町田キャンパス

午前/午後 繊維を鑑別してみよう！ 花田 朋美
簡単な繊維の鑑別法を用いて未知試料の鑑別を行います。 

午前/午後 教えることと学ぶこと 河田 敦子
人間にとって教育とはどのような意味があるかについて、分かり易く講義します。
   
午前/午後 インテリアパースを描いてみよう！
    原口 秀昭
４畳半の和室のパースを描きます。和室のデザインの基礎も同時に学びます。
   
午前/午後 かたちのかき方と考え方 澤田 雅彦
かたちをデザインするには、かたちをかきながら考えます。簡単な例で、か
たちの表現方法を考えましょう。

◉生活デザイン学科
体験授業

午前 大学の授業を体験してみよう 黒田 久夫
「サイエンス演習」と「食企画開発論」のエントリー版（高校生向け）を体験し
ていただきます。

◉食物学科
体験授業

◉児童学科
体験授業

午前 気になる子の理解 杉野 学 
気になる子をどのように理解し支えるか、一緒に考えてみましょう。いろいろ
な模擬体験をしながら、障害の状態に応じた支援方法について学びます。

午前 夢中になれる！熱中できる！算数授業
   新海 公昭
教える側の立場から、子どもたちとつくりあげる算数授業について一緒に考え
てみましょう。

午前 子どもと絵本とわらべうた 和田 美香
言葉を育む絵本やわらべうたの保育実践から、子どもと言葉について一緒に
考えてみましょう。

大学紹介 10:15 -10:40

学食無料体験 11:00 -14:30
 午前 午後 
体験授業　 11:15 -12:00 12:50 -13:35

保護者説明会 11:15 -12:00 12:50 -13:35

小論文対策講座 11:00 -12:00

面接体験 12:50 -13:50

ティータイムコーナー 10:30 -14:50

進学個別相談

キャンパスツアー

学生生活・就職コーナー

学生の活動紹介

イベントスケジュール

常時開催イベント
10:00 -15:00

など

P i c k  u p
体験授業
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7/23
sun

発達障害等の理解と支援

今日、発達障害等のある子ども達への教育内容の充実が求めら

れています。全ての園や学校において、特別支援教育は必要な

学習です。子ども達は、保育園、幼稚園から小学校や特別支援

学校小学部へと、大切なときを歩んでいきます。障害体験や教材・

教具の紹介を通して、障害の理解

や支援を考えます。保育士や幼稚

園・小学校・特別支援学校の教員

を目指している皆さん、この子ども

達への理解と支援について共に考え

てみましょう。

気になる子の理解　杉野 学

町田キャンパス　児童学科

P i c k  u p
体験授業

基本的なポイントから
教えてもらえますよ。

私のおすすめは
キャンパスツアーです。
普段、授業で使っている
教室・施設を私たちが

案内します！

普段、授業で使っている
教室・施設を私たちが

案内します！

大学生と一緒に浴衣の着付け
夏休みは浴衣でお出かけしませんか。
生活デザイン学科の学生と着付けを体
験しましょう。
（7/23・8/20、
学科受付にて
先着10名様）
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7/30 sun
10:00-15:00

午前 バレエ公演『白鳥の湖』の舞台衣装 富田 弘美
白鳥、黒鳥、王妃、王子、ロットバルト（悪魔）などの作品を通して舞台衣装
の特徴を学びます。

午後 バレエ公演『白鳥の湖』王妃の衣装デザイン・制作
   富田 弘美
王妃の衣装のデザインコンセプト、時代背景、制作工程とテクニックについ
て学びます。

午前/午後 キラキラ缶の秘密発見：氷結折り
   齋藤 史夫
飛行機・ロケットの胴体の研究から生まれたきれいな缶のデザインの秘密を
折り紙で探ります。
  
午前/午後 わたしたちの住まいと暮らし 小池 孝子
わたしたちの暮らしの変化にともなう住まいの変化について、身近なアニメや
小説を題材に見ていきましょう。
   
午前 感じの良い言い方とムッとする言い方の違いは？
   森 朋子
同じ内容なのに表現によって印象が違うのはなぜでしょうか。円滑な言語コミュ
ニケーションのヒントを学びます。

午後 大人になってから外国語を習得する方法 
   森 朋子
外国語を学ぶ方法を体験し、外国語を習得するためのヒントを学びます。

◉生活デザイン学科
体験授業

午前 野菜を使った菓子の色調 小口 悦子
菓子づくりをとおして、野菜の色の変化について考えてみましょう。

◉食物学科
体験授業

◉児童学科
体験授業

午前 子どもと共に ～体験！実習報告 柳瀬 洋美
保育・教育実習や子ども体験塾など、子どもとかかわる学内外の実習授業や
ボランティアについて、児童学科の学生たちが自分たちの体験と学びを発表
します。

など

イベントスケジュール

大学紹介 10:15 -10:40

学食無料体験 11:00 -14:30
 午前 午後 
体験授業　 11:15 -12:00 12:50 -13:35

保護者説明会 11:15 -12:00 12:50 -13:35

小論文対策講座 11:00 -12:00

面接体験 12:50 -13:50

ティータイムコーナー 10:30 -14:50

進学個別相談

キャンパスツアー

学生生活・就職コーナー

学生の活動紹介

常時開催イベント
10:00 -15:00

現代家政学科 生活デザイン
学科

食物学科※1 児童学科注

現代生活学部 人間栄養学部

New!

人間栄養学科※2

New!

New!

Re
newal !

※1　2018年4月開設（栄養士養成施設申請予定）　　※2　2018年4月開設（管理栄養士養成施設定員変更申請予定）
注　 4月末にお送りした案内ハガキ、「2018年4月、2学部5学科の新体制がスタートします！」の児童学科に「New !」の表記がありましたが、誤りです。正しくは「New!」はつきません。
　　 児童学科は以前からの学びを継続しています。謹んでお詫び申し上げます。

2018年4月、２学部５学科の新体制がスタートします！
本学では2018年度より、くらしに関わるさまざまな専門領域をもつ現代生活学部に「食物学科」を、さらに栄養を専門と
する「人間栄養学部」を新設して「人間栄養学科」をつくります。

News

森のようちえんでの眼差し
児童学科の森のようちえ
ん。子どもの視点で、見
て、聞いて、体験し、一
緒になって自然の中で遊
ぶ様子を写真と共にご紹
介します。
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8/20 sun
10:00-15:00

町田キャンパス

午前/午後 天然皮革の造形 佐々木 麻紀子
天然皮革を使って簡単な小物をつくりながら、皮革の特徴や取り扱いについ
て考えてみましょう。
   
午前/午後 体験！家庭科の模擬授業 河田 敦子
教育実習を修了した4年生、または本学科教職課程卒業生による家庭科の模
擬授業を生徒として体験していただきます。
   
午前/午後 紙から立体を作ってみよう！ 深石 圭子
紙をカッターで切り、折り曲げて、開くと立体の建物となるカードを
作ります。建築模型の見方も学びます。
   
午前/午後 動画制作について   呉 起東
メディアデザイン演習で在学生が制作した動画を見ながら制作過程について
学びます。

◉生活デザイン学科
体験授業

午前 食品の着色料でカラフルボンボン作り
   山﨑 薫 
着色料（食品添加物）が使われている食品から色を溶かし出して、毛糸のボ
ンボンを染めてみましょう。

◉食物学科
体験授業

◉児童学科
体験授業

午前 「いやいや期」ってどんな時期？ 丹羽 さがの
乳幼児を子育て中のお母さんたちがみんな恐れる？！「いやいや期」の到来。
いったい子どもたちに何が起こるのでしょう。講義「発達心理学」高校生版を
体験してみましょう。

など

イベントスケジュール

大学紹介 10:15 -10:40

学食無料体験 11:00 -14:30
 午前 午後 
体験授業　 11:15 -12:00 12:50 -13:35

保護者説明会 11:15 -12:00 12:50 -13:35

小論文対策講座 11:00 -12:00

面接体験 12:50 -13:50

ティータイムコーナー 10:30 -14:50

進学個別相談

キャンパスツアー

学生生活・就職コーナー

学生の活動紹介

常時開催イベント
10:00 -15:00

P i c k  u p
体験授業

P i c k  u p
体験授業

P i c k  u p
体験授業

8/20
 sun 紙から立体を作ってみよう！ 深石 圭子

町田キャンパス　生活デザイン学科

8/20
 sun

食品添加物（着色料）を簡易判定！
食品衛生学実験の授業では、食品製造等の食品に関係する

環境の安全性が確保できているか、市販・輸入・製造した

食品が安全であるか確認する方法を学びます。食品添加物

に対しても日本で許可されている使用基準が守られているか、

実験で確認します。今回は明治以降に日本で使用されている

合成着色料が動物性由来の毛糸を

染める性質を利用して、身近な食

品に使われている着色料が天然由

来の着色料か、合成された着色料

かを毛糸のボンボンを染めながら

一緒に判定しましょう。

食品の着色料でカラフルボンボン作り
   山﨑 薫

町田キャンパス　食物学科
紙を用いてカッターを使い折り曲げて、開くと教会建築が立体

となって現れる「ポップアップカード」を制作します。型紙を

用意していますので、初心者でも簡単に短時間で作ることが

出来ます。どのような手順でカードを作っていくのか体験して

みませんか。また、実際に建っている教会建築の紹介や、作

成したカードを用いて建築模型の見方についても解説します。

一緒にカードを作って、平面のものが立体になる様子や建築

模型の見方を習得し、カード制作を楽しみましょう！

現場見学報告会
現場百回を合言葉に、見学会を多く
行っています。建築現場や卒業生の
勤めるショールーム等の見学会に参
加した学生が報告します。
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