2 017 S P R I N G

学科講座①

OPEN CAMPUS

食物栄養学科

3 / 18（土）10:00 〜 15:00

１０：３５～１１：１５

（ 予 約 不 要・時 間内の入 退 場自由）

オープンキャンパス タイムスケジュール
10 : 3 0

11 : 0 0

11 :3 0

12: 00

12: 30

13: 00

13: 30

14: 00

【セミナーシリーズ】

受付
開始

10:00～10:25

10:35～11:15

11:20～11:40

学科説明会
①

学科講座①

学生
イベント①

12:45～13:15

入試ガイド
セミナー①

入試ガイド
セミナー②

大学紹介
セミナー①

大学紹介
セミナー②

図書館ガイド
セミナー①

図書館ガイド
セミナー②

15 :0 0

14:05～14:45

学科講座②

13:30～13:55

学科説明会
14:05～14:25
②
学生
イベント②

家政経済学科

11:55～12:25

14: 30

生活環境学科

10:00

家政学部

9 :30

12:25～12:45

児童教育学科/保育学科によるML教室紹介
11：55〜12：35

12：45〜13：25

学生寮ツアー

学生寮ツアー

● 学科展示

● 学科個別相談
（教員・在学生）

● 個別相談コーナー
（入試、学生生活、就職、奨学金、留学）
● 保護者個別相談

● 学生寮・学生マンション紹介
● サークル展示

など

児童教育学科

終日開 催プログラム

文学部

食 堂 ランチサービス

11:00～14:00

児童教育学専攻・幼児保育学専攻

終日開 催プログラム

10:00～15:00

朝から
スタート

9:30～

学科説明会
①

学科講座①

学生
イベント①

10:00～10:25

10:35～11:15

11:20～11:40

受付

セミナー①

12:45～13:15

ランチタイム
終日開 催プログラム

11:55～12:25

学科説明会
②

学科講座②

13:30～13:55

14:05～14:45

終了

入試ガイドセミナー

図書館ガイドセミナー

ランチサービス（ 無料 ）

平成２9年度入試の結果解説と平成30年度
入試についてご説明します。入試の種類もたく
さんあります。どんな入試が自分に向いている
のか考えるきっかけとなるガイドセミナーです。

2015年に完成した新しい図書館棟は学生一人
ひとりの主体性を育む学びの拠点です。図書
館棟の設備や機能・役割について、図書館ス
タッフがご紹介します。

オープンキャンパスでは毎回好評のランチサー
ビスを実施します。名女大生になった気分で、
ランチをお楽しみください。

保育学科

大学 紹介セミナー

食 生 活 コース

オープンキャンパスのポイント

生活学科

受付

終了

ファッションデザインコース

11:30頃～

セミナー②

短期大学部

お昼から
スタート

ランチタイム

終日開 催
プログラム

生 活 情 報 コース

オープンキャンパスの歩き方

これから本格的に大学選びを始める3年生や
1・2年生向けに、名古屋女子大学をもっと知っ
てもらうためのセミナーです。

展示･個別相談は10:00から15:00まで随時開催！お気軽にどうぞ。

今、栄養学がおもしろい
私たちは栄養素を取り、
それをエネ
ルギーに変えて活動したり、
体の成
分にしたりして生きています。その
破綻が疾患につながります。健康
で生き生きとした生活を送るための
栄養学を実践的に学びましょう。

モード写真の色柄変換を
体験しよう
アパレル企業や大学でのデザイ
ン企画によく用いられているソフト
4Dbox PLANSを使って、
モード
写真へのマッピングと色柄変換を
体験してみましょう。

プログラミングのことを知ろう
文部科学省は、小学校から
「プロ
グラミング教育の必修化」
を検討
しています。今の情報教育の流れ
のなかで、
この講座では、初級レベ
ルのプログラミングについて解説し
ます。内容は、楽しい音楽自動演
奏プログラムです。

メディアに読み解く
理想の教師像

学生イベント①
１１：２０～１１：４０

在学生が実際にどんな学生生活
を送っているのか等について、高
校生の皆さんからの質問や相談も
交えてお話します。

私たちの体はそれぞれ、
その働き
に適した構造をしています。食べ
物の消化と吸収は主に小腸で行
われますが、
どのようなしくみで消
化・吸収が行われているのか、
ま
た、小腸の構造はどうなっているの
かを解説します。

今年の異文化コミュニ
ケーションについて

住 宅の模 型をつくろう

今年度、異文化コミュニケーション
の授業(12日間）
では、
シンガポー
ルとオーストラリア(シドニー・メルボ
ルン）
で研修を行いました。参加学
生が、訪問国で体験した衣・食・住
環境について詳しくお話します。

プログラミングを学生と
ともに体験しよう
音楽自動演奏のプログラミングが
完成していく過程を本学学生のサ
ポートにより体験します。サポート
は、
Ｉ
Ｔパスポートや上級情報処理
士の資格取得のためにプログラミ
ングを学んでいる学生です。

合格体験
就職試験や教員採用試験に合
格した4 年 生から生の体 験 談を
聞くことができます。是非ご参加
ください。

夢と魔 法の学 校
〜東京ディズニーランドに学ぶ
社会人として大切なこと〜

わたし流 生活情報コース
での過ごし方

ファッションデザインコース
の魅力紹介
ファッションデザインコースの魅力
を展示作品を見ていただきながら
詳しく解説します。

食生活コースの
学びについて
食生活コースの学び、授業内容
や取得資格、
コースの行事などに
ついて、DVDやパワーポイントを
使って説明します。

魅力的な保 育 者に
なるためのマナー講 座
魅力的な笑顔や受け答えができると、
保育者としても社会人としてもとても
良い印象を持たれます。相手によい
印象を持っていただくために顔の表
情はとても大切です。誰にでもできる
笑顔の作り方を実践してみましょう。

学生イベント②
14: 05～14: 25

消化と吸収のしくみ
先 輩に聞いてみよう！

あなたが理想とする教師はどのよう
な人ですか？ マンガ、
ドラマなどに
描かれる教師の歴史を振り返り、
これからの時代に求められる教師
像を考えてみましょう。

東京ディズニーランドの裏側には「本当の
サービス」
を追求し実践するスタッフの絶え
間ない努力があります。
「仕事の意味」
をわ
かりやすく伝える「教育」があります。それこ
そがディズニーランドに「魔法」
をかけます。

学科講座②

1 4 :0 5～1 4 :4 5

生活情報コースの授業内容や取
得できる資格、各種イベントなどに
ついて、先輩たちがプレゼンテー
ションします。パンフレットには載せ
きれない写真や体験談を交えて、
学生生活の魅力をご紹介します。

建築家は、住宅のデザインを考え
たり、住宅のイメージを伝える時
に、様々な材料を用いて模型を作
ります。住宅デザインの第一歩と
して、紙を使って住宅模型を制作
してみましょう。

チョコレートから
世界流通が見えてくる
フェアトレードチョコレートを知って
いますか？ チョコレートのパッケー
ジと中身を確認しながら、流通と消
費について考えましょう。
使った商品は持ち帰りできます。

動物ゲーム
子どもにとって世の中にはまだ知ら
ないことがいっぱい。そんな子ども
に、ゲームを通して自分が住む世
界にはたくさんの種類の動物たち
がいることに興味を持ってもらう指
導法を体験してみましょう。

一味違ったワードの魅力
ワードの図形描画機能を利用し
て、楽しい絵を描いてみましょう。
今まで知らなかった機能を発見す
ることができるかもしれません。

ファッションショー

エコバッグを作ろう！

コンテストの入選作品や卒業制作
の作品、
授業課題作品などをファッ
ションショーでご覧いただきます。

アイロンプリントを切ったり貼ったり
してオリジナルデザインのエコバッ
グを作りましょう。

「 名女カフェ」を
オープンします！

「 名女カフェ」を
オープンします！

特色ある授業「地域貢献演習」
でのさまざまな活動を紹介します。
学内外でサービスしている
「名女
カフェ」で楽しい時間を過ごしま
しょう。

特色ある授業「地域貢献演習」
でのさまざまな活動を紹介します。
学内外でサービスしている
「名女
カフェ」で楽しい時間を過ごしま
しょう。

遊びがいっぱい
子どもの世 界

遊びがいっぱい
子どもの世界

学生が身につけた保育実践力を
披露します。絵本読み聞かせ、紙
芝居、パネルシアター等、未来の
保育者さんたちは今日は何をしてく
れるのかな？

学生が身につけた保育実践力を
披露します。絵本読み聞かせ、紙
芝居、パネルシアター等、未来の
保育者さんたちは今日は何をしてく
れるのかな？

