
  OPEN CAMPUS 2018
7.21(SAT) - 22(SUN)  

湖風祭

湖風祭に関するお問い合わせ
滋賀県立大学第24回湖風祭実行委員会
TEL:0749-28-8218 E-mail :kofoo_mail@yahoo.co. jp
URL:http://www.kofoo.jp

2018年11月17日｜土｜▶18日｜日｜
11:00 ▶ 20:00

Lake Biwa is our campus,
and Humanity is our text 

路線バス時刻表（帰り）

ＪＲ南彦根駅行 ＪＲ彦根駅行
滋賀県立大学発 南彦根駅着 滋賀県立大学発 彦根駅着

１２：５０ １３：０３ １２：５８ １３：２２
１４：１０ １４：２３ １４：２０ １４：４５
１５：１０ １５：２３ １４：５０ １５：１２
１６：１０ １６：２３ １５：５０ １６：１５
１６：４５ １７：００

（バス運賃２１０円） 

オープンキャンパス当日は8:00より南彦根駅西口～滋賀県立大学間で
無料送迎バスを運行します。概ね２０分～３０分間隔で運行しますので
ご利用ください。
詳しい運行時間は、スタッフまでお尋ねください。

無料シャトルバス



Welcome,
We are glad to see you!

03 来場者へのお願い

04 全体プログラム

05 県大トークライブ

06 キャンパスマップ

08 環境科学部催し

10 環境科学部マップ

12 工学部催し

14 工学部マップ

16 人間文化学部催し

18 人間文化学部マップ

20 人間看護学部催し

22 人間看護学部マップ

目次 来場者へのお願い
■開催時間、企画内容等は、変更することがあ

ります。また、収容人数の都合で参加できない
場合がありますのでご了承ください。

■オープンキャンパスでは、本学の記録や広報
資料とする目的で、その様子を撮影させてい
ただくことがあります。ご協力いただきますよ
うお願いいたします。

■学内の地図は、パンフレットに掲載してありま
す。地図を見ながら、自由に学内を散策してく
ださい。

■キャンパス内で道に迷われた場合は、スタッ
フまでお気軽にお声かけください。

■一般入試とセンター試験の過去問題は、交流
センターで一括して配付しています。(各学部
では配付していません。) ただし、配付できる
数に限りがありますので、教科あたりお１人様
１部まででお願いいたします。なお、閲覧用の
問題はお持ち帰りにならないようお願いいた
します。

■交流センターの募集要項受付コーナーで一
般入試募集要項(入学願書)の郵送依頼を受
け付けています。郵送をご希望の方は、「あ
て先シール」に必要事項（住所・氏名・連絡先 
等）を記入し、備え付けの封筒に貼って、係員
にお渡しください。

■お帰りの際に、アンケートにご記入いただき、
アンケート回収場所までお持ちいただきます
よう、ご協力をお願いします。なおアンケート
をお持ちいただきました方には、記念品を進
呈します。

■熱中症の予防のため、こまめに水分補給等を
してください。途中で気分が悪くなった場合
は、すぐにスタッフまでお知らせください。
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県大トークライブ　～ 県大生によるトークショー ～
　滋賀県立大学の学生生活がどのようなものなのか、オープンキャンパスに来ていただいたみなさんにとって、
大変気になるところだと思います。そこで、大学で実際に学んでいることや、勉強以外のキャンパスライフ、部活動
やサークル活動など、コーディネーターの先生と各学部の在学生４名に語ってもらうトークショー「県大トークライ
ブ」を開催します。ぜひご覧ください！
開催場所 ： 交流センターホール　　　開催時間 ： 9：50-10：20

コーディネーター  細
ほ そ

井
い

 祥
しょう

子
こ

 環境科学部　環境生態学科　准教授
琵琶湖や海の中の目に見えない微生物の謎について研究をしています。
人生で最も有意義な時間を過ごせる大学生活を、自然豊かでゆったりと時間の流れる滋賀県立大学で送っ
てください。

パネリスト  高
た か

橋
は し

  一
い つ

樹
な

環境科学部　環境政策・計画学科　３回生
趣味は"旅"　環境団体ECOSTの代表しています！
今、この一瞬を全力投球して楽しむことが大切です。乗り越えられない課題はやってきません！
手を抜くことなく大学生活全てを楽しみましょう！

パネリスト  田
た な か

中  大
ひ ろ む

夢 工学部　電子システム工学科　４回生
電子回路分野所属 趣味が多いです。
大学生は趣味、サークル、部活動など大抵なんでも挑戦できます。充実した楽しい大学生活を送りましょう。

パネリスト  河
か わ い

合  さくら 人間文化学部　地域文化学科　３回生
滋賀YMCAでボランティアリーダーとして活動しています。子どもたちと一緒に山登りなど野外活動を行っています！
四年間をどのような時間にするのかは自分自身！
大学生活でしかできないことをたくさん経験して、すてきな大学生活にしてください！

パネリスト  大
お お し ろ

城 咲
さ な こ

菜子 人間看護学部　人間看護学科　４回生
アカペラサークルTRITONEに所属しています！
滋賀県立大学は自分のやりたいことをつきつめて行える環境に恵まれています。
自分のやりたいことを見つけて、充実したキャンパスライフを送ってください。

キャンパスウォーク　～ 学内見学ツアー ～
あなたは、すでにどのような道に進むか決めていますか？
滋賀県立大学は、環境科学部、工学部、人間文化学部、人間看護学部の、文系・理系の領域を超えたユニー
クな4学部13学科で構成された総合大学です。進みたい学部学科が決まっていない、何を学んだらよいか決め
かねている、そんな方はこのキャンパスウォークに参加してみませんか？
本学の学生ガイドが、あなたを県大ワールドへご案内いたします。どうぞ、お気軽にご参加ください。
集合場所 ：交流センター前総合インフォメーション
出発時間 ：各回２コースあります。
　　　　　１回目　  ９：５０（第１回大学紹介終了後）
　　　　　２回目　１１：２０（第２回大学紹介終了後）
　　　　　３回目　１３：５０（第３回大学紹介終了後）
所要時間 ： 約１時間
コース（各コース定員２０名程度）
① 環境科学部・工学部コース
      交流センター → 工学部 → 食堂 → 環境科学部 → 交流センター
② 人間文化学部・人間看護学部コース
      交流センター → 人間看護学部 → 人間文化学部 → 食堂 → 共通講義棟 → 交流センター
※コースの途中で興味のある学科が見つかった場合、見学ツアーを離れていただいて結構です。

　参加を希望される方は、出発時
間の５分前までには、総合イン
フォメーションに集合してくださ
い。なお、参加希望者が多数の場
合、実施回数を変更することがあ
ります。

大学紹介
学長からの大学説明、
オリエンテーションなどを
行います。
会場：交流センターホール
時間：第１回　  9:00-  9:30
　　　第２回　10:30-11:00
　　　第３回　13:00-13:30

図書情報センター体験利用
約39万冊の書籍のほか、多数の雑誌、映像資
料を所蔵しています。
会場：A５棟　図書情報センター
時間：9:00-15:00

生協学生委員会による

大学生活なんでも相談コーナー

会場：A２棟１階カフェテリア（食堂）
時間：11:00-14:00

オープンキャンパス 全体プログラム PROGRAM   |  OPEN CAMPUS 2018

留学相談会
「留学」、「海外での学び」を志す学生のために、
滋賀県立大学の留学の相談を行います。
会場：交流センターホワイエ
時間：9:30-15:00

研究成果ポスター発表
教員による日頃の研究活動の成果を広く地域に還元
するとともに、情報発信を行う一環として開催します。
会場：交流センターホワイエ
掲示時間：9:00-15:00

地域教育プログラム・近江楽座・
SDGsの取組紹介
地域共生センターで行う地域教育プログラム、学生の課題活動であ
る近江楽座および本学の取り組むSDGsの取り組みを紹介します。
会場：交流センターホワイエ　　時間：9:00-15:00
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食堂ナシェリア
11:00-14:00

喫茶ピアニシモ
11:00-14:00

生協カフェテリア(食堂)
11:00-14:00 (15:00 まで解放 )

生協ショップ(売店)
10:00-15:00

営業時間

総合・各学部 インフォメーション

総合・各学部 催しもの開催場所
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滋賀県立大学　キャンパスマップ THE UNIVERSITY OF SHIGA PREFECTURE   |  OPEN CAMPUS 2018
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項目 企画内容 場所 時間 備考

展示 パネルによる学科の教育と研究の紹介 B0棟2階
会議室前ホール 9:00-15:00

説明会 環境生態学科紹介 B0棟2階会議室 9:55-10:10
11:25-11:40

相談会 エコ・ラウンジ（ドリンクを飲みながら学生・教員との談
話，入試相談） B0棟2階会議室 9:00-15:00

体験・講義 エコシステム・スタディ・ツアー1: 体験！陸域環境学 集合場所：B0棟2階
会議室前ホール 10:20-11:20

体験・講義 エコシステム・スタディ・ツアー2: 体験！集水域環境学 集合場所：B0棟2階
会議室前ホール 13:30-14:30

体験・講義 エコシステム・スタディ・ツアー3: 
　　　　　　　　　体験！はっさか乗船・水域環境学

集合場所：B0棟2階
会議室前ホール 13:15-15:00

環境生態学科 　きて！みて！学ぶ ☆ エコシステム

項目 企画内容 場所 時間 備考

体験 そうだったのか！「もののけ姫」が挑んだ環境問題 B０棟学生ホール
（B０棟1・2階）

10:00-10:30
12:45-13:15

体験 外来生物って何？　（フィールドワーク） 集合場所：B0棟1階
学生ホール前 11:30-12:30

動きやすい服装・靴で
参加してください。帽子
もあった方がよいです。

体験 あなたにピッタリな研究テーマを探そう！
（卒論模擬発表会・研究紹介）

B０棟学生ホール
（B０棟1・2階）

9:00-15:00

卒論模擬発表会
9:15-9:45

12:15-12:45
14:15-14:45

相談会 菜の花カフェ　
（学生・教員との談話、受験相談、ドリンク提供）

B０棟学生ホール（1・2階）
（環境科学部長控室前含む）

（B０棟1・2階）

展示 生きた学びと卒業後の進路 B０棟学生ホール
（B０棟1・2階） 9:00-15:00

環境政策・計画学科 　社会を動かし、環境を変える仕掛け人になる

環境科学部
 School of Environmental science

環境課題と環境創造に取り組むため、
高い視点と広い視野を身につけます。

項目 企画内容 場所 時間 備考
体験・ 
説明会

体験授業「模型づくりワークショップ」
学科説明 ・ 入試説明 B2-102（B2棟1階） 13:00-15:00

展示・見学 環境の見える化　～光、熱、音、風を心地よく～ B2-101（B2棟1階） 9:00-15:00

展示 学生作品展示　～君も創れる・描けるようになる！～ 談話室1（B1棟2階）他 9:00-15:00

相談会 学生・教員による相談コーナー 談話室1（B1棟2階） 9:30-14:30

環境建築デザイン学科 　ようこそ環境建築デザインの世界へ　～環境科学部で建築・都市を学ぶ～

項目 企画名・企画内容 希望場所 時間 備考

展示・体験 学科長が語る生物資源管理学科の魅力 B6-202（B6棟2階）
10:15、11:45

14:15～
各5分程度

展示 生物資源管理学科の研究展示 B6-202（B6棟2階） 9:00-15:00

展示 入試関連相談 B6-202（B6棟2階） 9:00-15:00

展示・体験 世界のお米と食文化 談話室2（B6棟2階） 9:00-15:00

体験 生物資源管理学科の研究を体験してみよう 談話室2（B6棟2階） 9:00-15:00

展示 水の中のごく微量の残留農薬を測定する 試料分析室1
（B4棟2階）

9:00-15:00
毎時00分と30分～

各10分程度

展示・体験 走査型電子顕微鏡で観るミクロの世界 顕微鏡室（B4棟2階）
9:00-15:00

毎時00分と30分～
各10分程度

展示・体験 よく見るとオモシロイ生き物たち（生物展示） 昆虫飼育室（B8棟1階） 11:00-15:00

ツアー 圃場実験施設でどんな実験をやっているのだろう？
（農産物の試食もあるよ） 圃場実験施設 10:30-11:30

14:00-15:00

生物資源管理学科 　生物資源から環境を考えてみよう



環境管理
センター

2階へ

昆虫
飼育室

圃場実験施設
B8棟（圃場実験施設棟）

環境科学部棟
B2棟（環境建築デザイン学科棟） 2階

環境科学部棟
B4棟（環境生態学科棟） 2階

環境科学部棟
B6棟（生物資源管理学科棟） 2階

環境科学部棟
B5棟（生物資源管理学科棟） 2階

演習室
B6-202B

演習室
B6-202Ａ

談話室2
B6-200

環境科学部棟
B0棟（中央棟） 2階

会議室 ホール

B3棟へ

顕微鏡室
B4-201

試料分析室1
B4-203

吹抜

談話室1
B1-200

EV

B8

B7

B6

B5 B3

A1

A2

A0

B4

B0 B2
B1 B1

通
り
抜
け
道
路

B6

生物資源管理学科
展示・体験

環境生態学科
相談会・説明会

生物資源管理学科
展示・体験

生物資源管理学科
展示

環境生態学科
展示・体験・講義

環境建築デザイン学科
展示・相談会生物資源管理学科

展示・体験生物資源管理学科
展示・体験ツアー

EV
入口

学生ホール

B3・B4棟へ

AED

身障者
便所

構造材料
演習室
B2-102

環境工学
実験室
B2-101

環境科学部棟
B2棟（環境建築デザイン学科棟）1階

環境科学部棟
B0棟（中央棟） 1階

回　廊

A1・A2棟へ

↑

↑

↑

↑

環境建築デザイン学科
体験・説明会

環境政策・計画学科
体験・相談会・展示

環境建築デザイン学科
展示・見学
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■ 環境生態学科
■ 環境政策・計画学科 
■ 環境建築デザイン学科
■ 生物資源管理学科

中央棟 ［B0］ 

環境建築デザイン学科棟 ［B2］ 

環境生態学科棟 ［B4］

生物資源管理学科棟 ［B5］

生物資源管理学科棟 ［B6］ 

圃場実験施設棟  ［B8］

資源循環実験棟

作業棟

インフォメーションセンター：B0棟1階学生ホール

 トイレ

環境科学部マップ ［Bブロック］   School of Environmental science  |  OPEN CAMPUS 2018
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企画内容 場所 時間 備考
工学部説明会
～  ここで何が学べるのか？ 入試状況は？ 就職先は？ ～

産学連携センター
２階会議室（C8棟） 13:50-14:50

個別相談
～ 受験生・保護者の皆様のご質問に、学科の教員が個別に 応じます ～

産学連携センター
２階会議室（C8棟）

工学部説明会
終了後

パネル展示  ～ 工学部の教育、研究、就職先の紹介 ～ Ｃ３棟～Ｃ４棟東
２階渡廊下 9:00-15:00

工学部 　”ものづくり”から”ひとづくり”まで・・・それが工学部

項目 企画内容 場所 時間 備考

体験 種々の機能性金属材料
～　ナノ粒子金属からバルク材料まで　～

C1-202
材料科学実験室

（C1棟2階）
 10:15-15:00

体験 環境の変化を認識する高分子
～　温度変化に応答して性質を大きく変化する材料　～

体験 ガラスと色の化学
～　色ガラスづくりに挑戦しよう！　～

体験 光エネルギーを利用・活用する材料
～ 太陽電池で作った電気をつかってみよう ～ 

体験 色が変わる有機化合物
～　環境による変化　～

体験 熱と光で探る高分子
 ～ 材料内部のミクロな構造と運動を目で見る ～

講義 材料科学科紹介のミニ講義
材料科学科入口

『談話室』
（C3棟1階）

① 9:45-10:15
②11:15-11:45

展示 大学院生による最先端研究のポスター展 A3-104化学実験室
（A3棟1階）

22日（日）
13:00-15:00

材料科学科 　～ 滋賀から世界へ 「ひこねマテリアル」 を創造します ～

工学部
 School of Engineering

人と自然環境が調和した科学技術の創造のため、
基礎を大切にし、様々な実験・演習から発想します。

項目 企画内容 場所 時間 備考

体験
模擬講義「楽しい物理と機械システム工学」
・機械システム工学とは？
・サーモカメラでみる世界（21日のみ）
・バーチャルリアリティによる工場作業者の育成（22日のみ）

C2-202～203
実習工場演習室

（C2棟2階）
10:30-11:10

体験 先輩メカジョが答えるQ&A
（女子高生向け，男子高生も歓迎） C1-103（C1棟1階） 11:20-12:10

体験

授業体験「ものづくりのデジタル化最前線」
・やってみよう！3D-CAD
・3D加工機によるモノづくり！
　　　－オリジナルネームプレートを作ってみよう！
・デジタルエンジニアリング授業を体験！
・学生作品の展示

C1-301（C1棟3階） 9:00-14:00

展示
（一部体験）

研究紹介「人間・環境に役立つ機械システム」
・車いすからベッドなどへの乗り移りを介助するロボット
・障がい児と環境や人とのふれあいのための
　　　　　　　　　　　　　　　　電動移動支援機器
・空気で動く軽くて柔らかいロボット
・マイクロバブル（微細気泡）を利用した湖沼の水質浄化
　授業体験「機械システム工学科の実験体験」
・エンジンの仕組みを見てみよう
・君が冷凍機になる？

C1-102（C1棟1階） 9:00-14:00

機械システム工学科 　人類の未来に貢献する”機械”を創ろう！

項目 企画内容 場所 時間 備考

展示・体験

スマホや自動車などの頭脳，集積回路(IC)を観察してみよう
あらゆる機器の「スマート」の核、ICの実物と応用例を展示します。

C7-301～304
（C7棟3階） 9:00-15:00 電子回路分野

ナノテクノロジーとは？
その技術の概要と光を使うデバイスの紹介
半導体加工プロセスと新しい応用例、光学評価の実例を
説明します。

C7-301～304
（C7棟3階） 9:00-15:00 デバイス工学分野

高電圧の世界を覗いてみよう
発光と音を伴う放電現象を起こす高電圧発生装置を紹介
します。

C7-301～304
（C7棟3階） 9:00-15:00 パワーエレクトロニクス

分野

液体窒素とそこで生まれる超伝導，その不思議を見てみよう
超伝導の電気的・磁気的特性とその電子応用技術を実演
します。

C7-301～304
（C7棟3階） 9:00-15:00 センシング工学分野

組込み用マイコンによる電子ルーレットの制御
マイコンを使ってルーレットを制御するプログラムを動か
してみましょう。

C7-301～304
（C7棟3階） 9:00-15:00 ネットワーク情報工学

分野

人間を助ける人工知能技術
データの処理や分析により人間の判断を助ける技術を紹
介します。

C7-301～304
（C7棟3階） 9:00-15:00 知能情報工学分野

電子システム工学科 　身近な電気・電子・情報の世界を体感しよう!!



産学連携
センター

C7

C8

C5

C6

C0

C1

C2

A3

A4

C4

C3
産学研究
交流室１
C8-206

産学研究
交流室２
C8-205

産学連携センター　C8棟 2階

製図室

C1-301

工学部棟
C1棟（実験実習棟）3階

共通講義棟 A3棟 1階

化学実験室

A3-104

EV

演習室

C2-202 C2-203

工学部棟　C2棟（実習工場）2階

材料科学実験室

C1-202

工学部棟
C1棟（実験実習棟）2階

EV

工学部棟　C3棟（材料科学科棟）2階

電子システム工学
実験室

C7-301

電子システム工学
実験室

C7-302

電子システム工学
実験室

C7-303

電子システム工学
実験室

C7-304

C5棟へ

工学部棟
C7棟（電子システム工学科棟）
3階

EV

機械システム工学実験室

C1-102

実験
準備室
C1-103

工学部棟
C1棟（実験実習棟）1階

談話室

EV

工学部棟　C3棟（材料科学科棟）1階

→

A3棟へ

↑

電子システム工学科
展示・体験

機械システム工学科
体験

工学部
パネル展示

材料科学科
展示

機械システム工学科
体験

材料科学科
体験

機械システム工学科
体験

機械システム工学科
展示（一部体験）

材料科学科
講義

工学部
工学部説明会
個別相談
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■ 材料科学科
■ 機械システム工学科
■ 電子システム工学科

共通講義棟 ［A3］

産学連携センター ［C8］

実験実習棟 ［C1］

実習工場 ［C2］

材料科学科棟 ［C3］

電子システム工学科棟 ［C7］

インフォメーションセンター：C3棟エントランスホール

 トイレ
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項目 企画内容 場所 時間 備考

展示 地域文化とは何か
　　～フィールドワークの世界・歴史の謎を探る～

交流センター
研修室1・2・3

D2－102（D2棟1階）
9:30-15:00

体験 勾玉を作ってみよう
一心不乱、没頭、作った勾玉は持ち帰れます。 D3－101（D3棟1階） 9:30-15:00

体験
CGによる古民家復原
―アニメーションソフト3Dstudio Maxを用いて古民家復
原のアニメ作成をします。

D6－105（D6棟1階） 9:30-15:00

体験
古文書体験
―滋賀県内に残る江戸時代の古文書(本物！)に触れてく　　　
ださい。

交流センター
研修室1・2・3 9:30-15:00

発表

学生が語る地域文化
　①県大生が見た長浜曳山祭‐伝統行事を支える人々
　②地域博物館プロジェクト
　③美濃金山城跡の発掘調査
　④中国広西チワン族自治区のエコミュージアム

交流センター研修室
1・2・3 10:30-11:30

模擬講義 萩原和　「八坂に大学がきた!
　　　　　   －大学設立までのキャンパス計画を探る－」

交流センター
研修室1・2・3

21日（土）のみ
13:00-13:30

模擬講義 京樂真帆子　「『地獄変』：燃える牛車の車種は何？」 交流センター
研修室1・2・3

22日（日）のみ
13:00-13:30

説明会
学科紹介・入試説明会
　 地域文化学科で学べること、その魅力と多様性を紹介

します。
交流センター
研修室1・2・3 13:30-14:00

相談会
地域文化学科について先輩・先生に聞こう！
　フィールドワークってどんなことをやるの？
　先輩たちがその楽しさを熱く語ります。

交流センター
研修室1・2・3 9:30-15:00

地域文化学科 　フィールドに学び、フィールドを拓く

項目 企画内容 場所 時間 備考

展示
演習課題・課外活動の展示

D6-101（D6棟1階） 9:30-15:00卒業制作・コンペティション入選作品の展示
教員とゼミ紹介のパネル展示

相談会 現役学生と教員による学生生活・進路相談 D6-101（D6棟1階） 9:30-15:00

説明会
学科紹介：学科の特徴、就職先の説明 D6-101（D6棟1階）

D6-103（D6棟1階）
内容は同じ

13:00-13:30
D6-101・D6-103共に、
説明会の内容は同じで
す。すいている方の部屋
へお入り下さい。

入試説明：入試状況とデッサンについて

発表会 現役学生によるゼミ活動報告（現役学生と教員の対談） D6-103（D6棟1階） 13:45-15:15

生活デザイン学科 　人は、デザインと生きている。

人間文化学部
 School of Human Cultures

 「地域」と「生活」という観点から、 
改めて人間文化を考えます。

項目 企画内容 場所 時間 備考

模擬講義 夏真っ盛りは要注意 ～食中毒って予防できるの？～ A3-301（A3棟3階） 21日（土）のみ
11:25-12:10

模擬講義 健康寿命の延伸について
　―栄養学の重要性を科学的に読み解く― A3-301（A3棟3階） 22日（日）のみ

11:25-12:10

見学 生活栄養学科の学び舎を覗いてみよう 交流センター
研修室5,6,7 9:00-15:00

展示 生活栄養学科ではどのようなことを学べるのか 交流センター
研修室5,6,7 9:00-15:00

相談会 現役学生による生活栄養学科の紹介 交流センター
研修室5,6,7 9:00-15:00

説明会 学科説明会 A3-301（A3棟3階） 13:30-14:00

生活栄養学科 　国内トップレベルの栄養と食の専門家をめざす！

人間関係学科 　発達とコミュニケーション―科学の窓から「人間関係」をさぐる
項目 企画内容 場所 時間 備考

展示
パネル展示
○心理・教育・社会学各分野紹介　○教員・ゼミ紹介
○実習・演習・卒論ポスター発表会風景

A7棟自習室（A7棟1階） 9:30 - 15:00

相談会
現役学生による人間関係学科の紹介、受験・学生生活相
談 A7棟自習室（A7棟1階）

9:30 - 15:00

教員による個別進学相談 13:00 - 15:00
説明会 学科紹介・入試説明会

A7-101（A7棟1階）

13:15 - 13:45

模擬講義

模擬講義（1日目）
教室の行動学（心理学×教育学）

21日（土）のみ
10:00 - 10:50
11:30 - 12:20

模擬講義（2日目）
モチベーションを読み解く（心理学×社会学）

22日（日）のみ
10:00 - 10:50
11:30 - 12:20

体験

「私の性格、あなたの性格」
―授業でとりくむ心理学研究法の内容体験 A7-102（A7棟1階） 13:50 - 14:20

「実験・実習ってどんなもん？」
―授業でとりくむ実験・実習の内容体験 A7棟自習室（A7棟1階） 9:30 - 15:00

国際コミュニケーション学科 　世界を見る眼、自分を見る眼
項目 企画内容 場所 時間 備考

展示 国際コミュニケーション学科で学べること：留学、ゼミ、
カリキュラム等のパネル展示

A1棟学科自習室
（A1棟１階） 9:00-15:00

相談会

Intercultural Cafe（留学生との交流） A1棟学科自習室
（A1棟１階） 9:00-15:00

先輩の留学ストーリー：留学経験者に聞こう! A1-202 （A1棟2階）
9:30-10:00
11:00-11:30
13:00-13:30

説明会 入試説明会 A1-112 （A1棟１階）
9:30-10:00
11:00-11:30
13:00-13:30
14:30-15:00

模擬講義

多文化社会論：国境を越えた人の移動と日本 A1-113 （A1棟１階） 21日（土）
10:00-11:00

文化人類学：異文化理解の方法としての文化人類学 A1-113 （A1棟１階） 21日（土）
11:30-12:30

ヨーロッパ圏の言語と文化：ドイツ語の楽しみ方 A1-202 （A1棟2階） 21日（土）
11:30-12:30

英語圏の言語と文化：British & American English A1-113 （A1棟１階） 21日（土）
13:30-14:30

英語圏の言語と文化：母語話者の英語と「日本人英語」
ーその発想の違いとは？ A1-113 （A1棟１階） 22日（日）

10:00-11:00
比較宗教論：本当は怖いユニオンジャック
ー国旗の比較宗教学 A1-113 （A1棟１階） 22日（日）

11:30-12:30

アジア圏の言語と文化：中国語の楽しみ方 A1-202 （A1棟2階） 22日（日）
11:30-12:30

英語圏の言語と文化：American Culture: Spirituals A1-113 （A1棟１階） 22日（日）
13:30-14:30
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講堂
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多目的トイレ

入口

D3棟・D4棟へ

交流センターへ

入口
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入口

自習室

EV

EV EV

EV

EV

人間関係学科
模擬講義

地域文化学科
体験

地域文化学科
展示

地域文化学科
体験

人間関係学科
体験

生活デザイン学科
説明会・発表会

生活デザイン学科
展示・相談会・説明会

国際コミュニケーション学科
相談会・模擬講義

国際コミュニケーション学科
展示・相談会

人間関係学科
展示・相談会・体験

国際コミュニケーション学科
模擬講義

生活栄養学科
模擬講義・説明会

生活栄養学科
見学・展示・相談会

地域文化学科
展示・体験・発表
模擬講義・説明会

↑

↑
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■ 地域文化学科
■ 生活デザイン学科 
■ 生活栄養学科
■ 人間関係学科
■ 国際コミュニケーション学科 

中央棟 ［D0］

研究棟 ［D1・D2・D3・D4］

実験棟 ［D5］

実習棟 ［D6］

国際コミュニケーション学科 ［A1］

インフォメーションセンター：交流センター研修室

 トイレ
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人間看護学部
 School of Human Nursing

人が人として生きていくことを目指した
看護の探求を行います。

企画内容 場所 時間 備考

■成熟看護学
成人看護：Life ～生命・生活・人生～ を支える看護を知ろう

成熟看護学実習室
E3-101（E3棟１階） 10:30-15:00

体験

みてみよう！「看護」の実際（術後観察のミニ講義・ロール
プレイ）
これであなたも手術室ナース★手術着で記念撮影しませ
んか？
看護のミニ知識クイズ

展示

慢性期看護って、なぁに？
知っていますか？エンゼルメイク☆
先輩が伝授！これぞ実習の七つ道具！！
みてみよう！先輩の卒業研究！

相談会 きいてみよう！学生生活や看護のこと！
老年看護:感じてみよう「誰もが行く道　通る道」

体験
高齢者を体験してみよう！
あなたの脳年齢を測ってみよう！

展示 生活動作の自助具　2年生の課題

■環境看護学
公衆衛生看護：健康ってなんだろう？健康について考えてみよう！

環境看護学実習室
E1-101（E1棟１階） 10:30-15:00

体験
『あなたはお酒に強い？弱い？』
(アルコールパッチテスト：先着200名/日）
活力年齢を測ってみよう！

展示 乳がんの早期発見のために　／　保健師って？
相談会 保健師のこときいてみよう！

在宅看護：住み慣れた地域で暮らしていくための工夫
体験 体験しよう！在宅での介護用品
展示 在宅看護学で何を学ぶの？

精神看護：心の声に耳を傾けてみませんか

体験

心理テスト体験：『自分の性格を知りたくはありません
か？』
箱庭体験：作品や友達と一緒にあなたのカメラで記念撮
影
ハーブティコーナー：朝摘みフレッシュハーブティでホッと
一息♪
リラックスしながら体感音楽
唾液アミラーゼの測定であなたのストレス度チェック！

展示 精神看護学ってどんなことを学ぶの？

企画内容 場所 時間 備考
学部説明会～総合大学で看護を学ぶ～

E５-101（E5棟１階） 10：00-10：30
11：30-12：00入試説明会

学生からのメッセージ

教員による個別相談 E2-102～103
（E2棟１階） 9：40-15：00

※スタンプラリー：人間看護学部講座を巡ろう! 人間看護学部棟 10:30-15:00 景品贈呈：先着100名様まで
高校生のみ対象

先輩学生との語らい　・入試や学生生活はどんな感じ？
・どんな勉強をするの？アルバイトはできるの？　等々 E2棟

コミュニティスペース
（E2棟1階）

9：40-15：00
展示コーナー：

「総合大学で看護を学ぼう!」「国際交流活動」「花咲く木・未来の木」
大学院説明会  *平成31年4月から大学院の構成が変わります

E５-101（E5棟１階） 13：00-15：00
入試説明会
模擬授業
先輩院生からのメッセージ
教員による個別相談

■基礎看護学
専門基礎:心臓の音ってどんな音？

基礎看護学実習室
E2-101（E2棟１階） 10:30-15:00

体験 シミュレーションモデル：「イチロー」
聴診器を使って心臓の音を聴いてみよう

基礎看護学:看護って？見て観て感じてみよう！

体験

衛生学的手洗い－あなたの手洗いは大丈夫？
（所要時間：約15分）　
＜午前の部＞　①10：40～　②11：10～　③11：30～
＜午後の部＞　①13：30～　②14：00～
足浴とハンドマッサージで身体も心もほっこりしよう　

展示
授業風景　各種模型
看護学生が企画・運営するプロジェクト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜近江楽座＞　「未来看護塾」の紹介　

相談会 学生生活や地域での健康支援活動について先輩に聞いてみよう

■成育看護学 
母性看護：体験しよう！妊婦の生活

成育看護学実習室
E4-101（E4棟１階） 10:30-15:00

体験
体験しよう！妊婦の生活
聴いてみよう！胎児の心音

展示 私たちの学び（母性看護、助産専攻）
小児看護：抱っこで感じる　子どもってかわいい！！

体験
ベビー人形で育児体験
あかちゃんの心臓の音を聞いてみよう
子どもの年齢あてクイズ

展示 離乳食のいろいろ

人間看護学部 　看護の扉をあけて『なりたい私』をみつけよう！



成熟看護学実習室
E3-101

基礎看護学実習室
E2-101

演習室7

E2-102

演習室8

E2-103

EV

E2棟（実習研究棟）
E3棟（実習研究棟）

成育看護学実習室
E4-101

1階

E4棟（実習研究棟）　
人間看護学部棟
E1棟（実習研究棟）

コミュニティスペース

環境看護学実習室
E1-101

第1中講義室
E5-101

ナシェリア
（食堂）

E5棟（講義棟）

E6棟（厚生棟）

E7棟（講義棟）

E0
E1

E2

北駐車場

E3 E4

E7E6E5

成熟看護学
体験・展示・相談会

基礎看護学
体験・展示・相談会

人間看護学部
展示・相談会 人間看護学部

相談会

昼食会場

環境看護学
体験・展示・相談会

成育看護学
体験・展示

人間看護学部
説明会・相談会・模擬授業
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実習研究棟［E1・Ｅ2・E3・E4］

講義棟 ［E5・E7］

厚生棟 ［E6］ 

インフォメーションセンター：E2棟コミュニティースペース

 トイレ

人間看護学部マップ ［Eブロック］  School of Human Nursing  |  OPEN CAMPUS 2018


