学科講座①

（ 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
9 :30

10:00

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】

学科説明会
①

10:35～11:15

11:20～11:40

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

図書館ガイド
セミナー①

図書館ガイド
セミナー②

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

11：55〜12：35

12：45〜13：25

学生寮ツアー

学生寮ツアー

終日開 催プログラム

10:00～15:00

食 堂 ランチサービス

11:00～14:00

● 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

オープンキャンパスの歩き方
9:30～

受付

学科説明会
①
10:00～10:25

学科講座①
10:35～11:15

学生
イベント①

ランチタイム

11:20～11:40

11:30頃～

受付

セミナー①

終日開 催
プログラム

終了

12:45～13:15

ランチタイム

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

ランチサービス（ 無料 ）

2019年4月に開設予定の看護学科に関
する、学科説明会・学科講座を開催します。
新設のねらいや学ぶ内容、
2019年4月
提携病院などをご紹介。
看護学科の学びを
質疑応答も受け付けます。
深める新校舎

2018年度入試の結果解説と2019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を考えるきっかけとなる
ガイドセミナーです。

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。

誕生予定

フードマネジメントコース

看護学科 学科説明会・学科講座

短期大学部

オープンキャンパスのポイント

生活学科

終日開 催プログラム

大学紹介セミナー

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。
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。

第一部・第 三 部

図書館ガイドセミナー

保育学科

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。

ファッションデザインコース

お昼から
スタート

セミナー②

情 報 ビ ジ ネ スコース

朝から
スタート

児童教育学科

● 学科個別相談
（教員・在学生）

児童教育学専攻・幼児保育学専攻

● 学科展示

文学部

終日開 催プログラム

ビジ ネス・情 報コース

12:25～12:45

児童教育学科/保育学科によるML教室紹介

生活環境学科

大学紹介
セミナー②

14:05～14:45

家政学部

大学紹介
セミナー①

15 :0 0

建築・インテリアコース

10:00～10:25

受付
開始

11:55～12:25

14: 30

看護学科

（設置構想中）

3 / 17（土）10:00 〜 15:00

健康科学部

OPEN CAMPUS

健康栄養学科

オ ー プンキャンパス

2 018 S P R I N G

１０：３５～１１：１５
最新栄養学のやさしい解説
食と栄養、健康は多くの人の関心
ごとの１つです。日々私たちが食べ
ているものがどのように体で利用
されているか最近の研究をわかり
やすく解説します。

学生イベント①
1 1 :2 0～1 1 :4 0

先 輩に聞いてみよう！
在学生に、実際にどんな学生生活
を送っているのか等について、皆さ
んからの質問や相談も交えてお話
してもらいます。

看護師・保健師って「何をする人
でしょう？」。そして、看 護 学 科で
はどのようなことを学ぶのでしょう
か・
・
・
・
・
・
？ 皆さんも一緒に考えてみ
ませんか？

高所得の独身男性は専業主婦を
希望する？ 現在20歳の女性が生
涯独身の可能性は何％？ 仕事、
お金、結婚や育児に関するクイズ
を解きながら、
あなたのキャリアプ
ランを考えてみませんか。

オオカミは悪者か？
～「三匹のこぶた」が語るもの～
「三匹のこぶた」はイギリスの昔話で
すが、ディズニーのアニメ化により世
界中に広まりました。本来の昔話が伝
えようとしていたのはどんなテーマだっ
たのでしょうか。オオカミはほんとうに
悪いのでしょうか。考えてみましょう。

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〜
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。

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。

コースの学びについて
フードマネジメントコースの学び、
授業内容や取得資格などについ
て、DVDやパワーポイントを使っ
て丁寧に説明します。

ワクワクドキドキ、絵本の
読み聞かせって楽しい！
子どもたちは、絵本を読んでもらう
ことが大好きです。絵本の読み聞
かせの何に魅力を感じているので
しょうか。絵本の世界の扉をちょっ
と開けて、子どもの気持ちになって
いっしょに楽しんでみましょう。

14: 05～14: 25

消化と吸収のしくみ
私たちのからだを構成する臓器は
それぞれの働きに合った構造をし
ています。効率よく消化・吸収する
ために、
どのような構造でどのよう
に働くかを解説します。

バイタルサインとは「生命維持に
必要な徴候」
という意味で、人の
生命にも関わる最も重要な情報と
言えます。その情報を実際に体験
してみましょう
！

モード写真の色柄変換を
体験しよう

女性のキャリアプラン
〜仕事とお金と家庭生活〜

学生イベント②

バイタルサイン
“生きている兆候ってなに？”

”看護への道”

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。

学科講座②

1 4 :0 5～1 4 :4 5

住 宅の模 型をつくろう

今年度の異文化コミュニ
ケーションについて
今年度の異文化コミュニケーショ
ンの授業（8日間）
は、
イタリアの
ローマ、
フィレンツェ、
ミラノの3都
市で研修を行いました。
イタリアの
建築・インテリア、
皮製品の特に靴
について、
イタリアの豊かな食につ
いて、在学生がお話しします。

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たりす
る時に、
さまざまな材料を用いて模
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。

合格体験

学科の魅力紹介

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。

私たちが、情 報ビジネス
コースを紹介します！
情報ビジネス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。

在学生からみた名女大の魅力を
紹介します。授業の内容や人気の
先生などみどころ満載です。

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お見せします。

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
バッグを作ります。

「 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」
について紹 介します。学 内 外で
サービスしている
「名女カフェ」で
進路や悩み事など何でも相談に
のってくれるやさしい先輩との楽し
い時間を共有してください。

特色ある授業「地域貢献演習」
について紹 介します。学 内 外で
サービスしている
「名女カフェ」で
進路や悩み事など何でも相談に
のってくれるやさしい先輩との楽し
い時間を共有してください。

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？

ご質問やご相談がある方は、お気軽に個別相談コーナーをご利用ください。

