
全学プログラム紹介
入試説明会
＜11:45~12:20＞　まほろば館3階
今年度入試（専願制・併願制）の概要や各入試のポイント・対策などについ
て説明します。

自己表現型選抜 過去問放映・閲覧
＜11:30~15:30＞ 9号館1階　9154
昨年度の自己表現型選抜（旧AO入試）授業理解試験の映像を放映します（所
要時間30分）。繰り返し放映を行い、入退室は自由です。

入試相談コーナー
＜10:30~15:30＞　9号館1階
入試制度や試験科目に関することなど、お気軽にご相談ください。

個別相談コーナー
＜10:30~15:30＞　１号館1階
　◆学生生活コーナー
　本学学生のみ入居できる「専用アパート・マンション」、奨学金、サー
クル活動などを紹介します。在学生に学生生活の相談をすることもでき
ます。

　◆就職コーナー
　進路・就職支援プログラム、サポート体制、就職実績、インターンシッ
プなどについて説明します。

　◆国際交流コーナー
　　本学の海外研修プログラムについて紹介します。

1号館イチ押しスポット見学ツアー
＜13:30~15:30＞　1号館1階
　ラーニングコモンズなど最新施設を学生が随時案内します（所要時間20分)。

※食品衛生上、学内でお召し上がりください。

昼食＆カフェ（営業）

◆まほろば食堂
　　▶11：30～13：30（売切次第終了）

◆Cafe de K（カフェド K）
　　▶11：00～15：30　
　　▶ドリンク各種
　　　クレープ等各種スイーツ

　　▶トロトロ玉子の
　　　オムカレー

　　▶定食
　　（チキンカツとコロッケ）

　　▶シーフード
　　　トマトパスタ

　　▶お好み焼き

◆キッチンカー
　　Cadore（上ノ原牧場カドーレ）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶ジェラート各種　

　　Bakery Tonnon（ベーカリートンノン）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶各種惣菜パン、菓子パン
　

　　Little Bee（リトルビー）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶チュロス各種、かき氷

学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）

『こんにちは、案内役のペンギンです！今回の
オープンキャンパスに来てくださった人だけに
秘密を教えちゃうよ！実は、安田女子大学1号
館3階には人魚の隠し部屋があるんだ！！人魚
が旅で見つけてきたお気に入りの宝物を隠して
おく部屋、その名もVoyage Secret Room。略
してVSR！
今日は特別な解放日！僕の仲間たちが至る所で
案内してるよ！ぜひ覗きに来てね！』

学生コラボ企画

＊1号館1階
　◆サークル発表（ファッションデザインサークル）＜12:15~12:30＞
　生活デザイン学科の学生が中心となって、大学祭「まほろば祭」で行う
ファッションショーに向けて活動をしています。テーマに合わせた洋服の
デザイン・製作や、ショーの構成などすべて学生が行っています。本日
は、ファッションショーの一部を特別にお見せします♪

　◆学内留学体験＜12:30~13:00＞
　本学では、様々な海外研修プログラムを用意しています。2021年度より順
次留学を再開しており、2022年度は全学科を対象とするプログラムについ
ても実施を予定しています。この「学内留学体験」では、現在カリフォル
ニアに留学中の英語英米文学科の学生に中継をつなぎ、現地から生の声を
お届けします。大学在学中に留学をしたい人、海外に興味がある人、まず
は留学中の学生の様子をのぞいてみませんか？　参加者の皆さまに、海外
のお菓子をプレゼントします！

＊１号館２階
　◆キャンパスキャストによるものづくり企画
　 「レジンリングを作ろう！」
　＜11:30~15:30＞

キャンパスキャスト（ラーニングコモンズを運営す
る学生スタッフ）とトークしながら、リングを手作
りしませんか？（所要時間15分）

＊まほろば館前屋外テラス
　◆キャンパスキャストによるラジオ放送＜11:45~12:15＞
　キャンパスキャストがお送りするラジオ企画「きらめき放送局｣！
　キャンパスライフや高3のこの時期の過ごし方などを話します。

＊①9号館1階　②1号館1階
　◆ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏
　＜①12:45~13:00＞＜②14:15~14:30＞
　学内ピアノコンクール受賞者2名がピアノ演奏をします。
　素敵な音色を聴きに来てください♪

フードメニューの詳細は
こちらを確認してください。

キャンパスキャスト発案

＜10:00~15:30＞ 1号館3階　1317VSR

在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
＜①12:30~13:10＞ ＜②14:30~15:10＞　8号館1階　8101
児童教育学科の学生による『小学校／模擬授業』と『幼保／模擬保育』に参
加してみませんか？　小学校教員や幼稚園教諭、保育士に興味がある人はぜ
ひ参加してみてください！　1回目、2回目とも20名限定です。
11:30~12:30に8101教室で整理券を配付します。
　【時間配分（40分）】　※①・②とも同様
　・小学校／模擬授業『体育（段ボールテニスとジャンプバンド）』（20分）
　・休憩（5分）
　・幼保／模擬保育『表現遊び（ウキウキ体操）』（15分）
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キャンパスマップ（学科プレゼン会場）
◉学内施設は自由に見学できます。
◉本マップは各学科プレゼン会場を示しています。
　学科フリータイム会場はプログラム内面をご確認ください。

バス乗車場所
（16：00出発）

11：00～14：30営業（売切次第終了）
①Cadore 
②Little Bee 
③Bakery Tonnon
＊食事の際は、屋内の休憩コーナー
　（5号館1階、まほろば館2階、1号館1階）
　をぜひご利用ください。 

キッチンカー

困ったときは
「目的地がわからない・・・。」「道に迷った・・・。」
など困ったときは気軽に声をかけてください。
＜学生スタッフ＞本学のポロシャツを着た在学生です。
＜インフォメーション＞1号館1階、8号館1階

1号館
5階：国際観光ビジネス学科
      公共経営学科
      赤本進呈（11:30～）
4階：現代心理学科
      ビジネス心理学科
      現代ビジネス学科
3階：日本文学科
      英語英米文学科
      学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）
2階：キャンパスキャストによるものづくり企画
1階：個別相談コーナー
      サークル発表（ファッションデザインサークル）
      学内留学体験
      ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏②
      1号館イチ押しスポット見学ツアー集合場所
      コンビニ・休憩コーナー
　 １階　　2・5階　　1～5階　　 1階

１階：生活デザイン学科
　　管理栄養学科
　　造形デザイン学科
　　造形デザイン学科ものづくりセンター
　　薬学科
　　ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏①
　　入試相談コーナー
　 1･3～5階　　1～7階

９号館

4階：看護学科（午後の学科プレゼン）
2階：保育科
1階：Cafe de K（11：00～15：30営業）
　　コンビニ・休憩コーナー
　 1・2・5階　　1~6階　　 1階

５号館

３階：書道学科 
１階：児童教育学科 
　　1～3階

７号館
　　1～4階

図書館

3階：看護学科（午前の学科プレゼン）
　　入試説明会　
2階：休憩コーナー
1階：まほろば食堂（11：30～13：30営業（売切次第終了））
屋外テラス：キャンパスキャストによるラジオ放送
　　　　　（雨天等の場合は5号館1階で実施）
　　1～3階　　 1階

第17回全国高校生
〈書道〉S-1グランプリ
［午前の部］9：00～12：00
［午後の部］13：00～16：00
場所：体育館

まほろば館

８号館

1階：交通費補助受付窓口＜事前申請者のみ＞
　　在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
 　１階　　１階　　1階

薬草園
薬草園見学

インフォメーション 男子トイレ 女子トイレ

食事提供

2022

8
sun

21

学内留学体験

時間：12：30～13：00
場所：1号館 1階 
留学中の学生にライブ中継！
参加者には海外のお菓子をプレゼント
します！（数量限定）

ピッツバーグ大学外観

訂正する時↑数量限定の量だけケイ線を0.15になっています。

サークル発表
（ファッションデザインサークル）

時間：12：15～12：30
場所：1号館 1階
学生企画の
ファッションショー
をご覧ください!

4 5

〒731-0153　広島市安佐南区安
やす

東
ひがし

六丁目13番1号
TEL 082-878-8557（入試広報課 直通）
ホームページ https://www.yasuda-u.ac.jp/
Eメール nyushi.box@yasuda-u.ac.jp
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11：45～12：20入試説明会
＊まほろば館3階ホール

繰り返し放映、入退室自由
自己表現型選抜 過去問放映・閲覧
＊9号館1階  9154

入退室自由学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）
＊1号館3階   1317VSR

①
12：30 ～13：10
20名まで

②
14：30 ～15：10
20名まで

在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
＊8号館1階   8101

サークル発表
（ファッションデザインサークル）

学内
留学体験

ピアノコンクール受賞者
によるピアノ演奏②

学生コラボ企画　
＊1号館1階

ピアノコンクール受賞者
によるピアノ演奏①

学生コラボ企画
＊1号館2階

キャンパスキャスト
によるラジオ放送

学生コラボ企画
＊まほろば館前屋外テラス
　（雨天等の場合は5号館1階）

キャンパスキャストによるものづくり企画

学生コラボ企画
＊9号館1階

学生生活、就職、国際交流
個別相談コーナー
＊1号館1階

入試相談
入試相談コーナー
＊9号館1階

随時対応
1号館イチ押しスポット見学ツアー
＊スタート地点：1号館1階

赤本進呈
＊1号館5階   1501

キッチンカー3店舗　＊芝生広場周辺

まほろば食堂　＊まほろば館1階

カフェ：Cafe de K　＊5号館1階

コンビニ：セブンイレブン2店舗　＊1号館1階&5号館1階

昼食＆カフェ（営業）

随時対応

キャンパスキャスト発案

▪タイムテーブル／全学プログラム ５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方
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学科プレゼン②
1号館3階 1305

学科フリータイム　場所：1号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

日本文学科 ■日

学科プレゼン②
7号館3階 7306

学科フリータイム　場所：7号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

書道学科 ■書

学科プレゼン②
1号館3階 1306

学科フリータイム　場所：１号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

英語英米文学科 ■英

学科プレゼン②
7号館1階 7102

学科フリータイム　場所：7号館1階
オープニング 学科プレゼン①教育学部

児童教育学科 ■児

学科プレゼン②
1号館4階 1406

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①心理学部

現代心理学科 ■心

学科プレゼン②
1号館4階 1410

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①心理学部

ビジネス心理学科 ■ビ

学科プレゼン②
1号館4階 1401

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

現代ビジネス学科■現

学科プレゼン②
1号館5階 1507

学科フリータイム　場所：１号館5階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

国際観光ビジネス学科■観

学科プレゼン②
1号館5階 1506

学科フリータイム　場所：１号館5階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

公共経営学科■公

学科プレゼン②
9号館1階 9152

学科フリータイム　場所：9号館6階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

生活デザイン学科■生

学科プレゼン②
9号館1階 9111

学科フリータイム　場所：9号館2階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

管理栄養学科■管

学科プレゼン②
9号館1階 9151

学科フリータイム　場所：9号館1階、1号館3階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

造形デザイン学科■造

学科プレゼン②
9号館1階 9153

学科フリータイム　場所：9号館1階
オープニング 学科プレゼン①薬学部

薬学科 ■薬

学科プレゼン②
5号館4階 5401

学科フリータイム　場所：5号館5・6階
オープニング 学科プレゼン①看護学部

看護学科 ■看

学科プレゼン②
5号館2階 5201

学科フリータイム　場所：5号館2・3階
オープニング 学科プレゼン①短期大学

保育科■保

１号館３階 1305

7号館３階 7306

1号館３階 1306

1号館4階 1406

1号館4階 1410

1号館4階 1401

1号館5階 1507

1号館5階 1506

9号館1階 9152

9号館1階  9111

9号館1階  9151

9号館1階 9153

5号館2階 5201

7号館1階 7102

 まほろば館3階ホール

▪タイムテーブル／学科プログラム ５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方

▪学科プログラム紹介
５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方

日   日本文学科
1号館3階

1305(学科プレゼン)
学科紹介
学生・卒業生によるパネルディスカッション（学生生活、
就職等について）

1302
学芸員体験「和本製本」、日本の文化体験「切り絵」
司書体験「ブックカバー・団扇の制作」
相談コーナー、資料展示コーナー

午前：「短詩と俳句を味わおう」
午前：「浮世絵をよむ：北斎と広重の名所絵」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

現   現代ビジネス学科
1号館4階

1401(学科プレゼン)
・学科紹介 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・ 学生による「ビジネスコンテスト」「企業との商品開発」プレゼン
・ 現ビの学生ライフ（講義、ゼミ、海外研修G.LABOS、サー

クル活動など）
・高校生ビジネスQUIZ ！
・学生による学生生活・教員紹介（ビデオ視聴コーナー）
1402
在学生によるポスターセッション～学生生活、カリキュ
ラム、就職活動～
相談コーナー

公   公共経営学科
1号館5階

1506(学科プレゼン)
　学科紹介
　行政の仕事をリアル体験！
　体験型ロールプレイング「災害発生！みんなのまちを守れ！」

1504  ４つのブースで公共経営まるわかり
　１．現役公務員OGインタビュー　３．大学生活紹介
　２．こんなところに公共？　　　  ４．ゼミ紹介　

午後： 学科長Presents！「人とまちの元気を支える～ま
ちづくりって何づくり？～」

ミニ授業

観   国際観光ビジネス学科
1号館5階

1507(学科プレゼン) 　教員と学生による学科紹介

1511 「国際観光ビジネス学科の学び」の紹介
　授業・国内インターンシップ・卒業後の進路等に関する展示
　相談コーナー ・ビデオ上映
1号館5階ロビー  「留学（HIBISCUS program）」の紹介
　授業・海外インターンシップ・留学生活に関する展示

午前：「お金を使わずに集客するには」
午後：「Understanding Our Natural Communication Style」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

看   看護学科
まほろば館3階、5号館4・5・6階
午前：まほろば館3階／午後：5401(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン「看護学生のキャンパスライフと講義・実習」

5504 「看護の基礎の演習を知ろう」
 「成人期の看護の学びを見てみよう」
5603 「妊婦さんと赤ちゃんを知ろう」
 「小児看護を知ろう」
 「保健師の魅力を知ろう」
5604 「高齢者看護を知ろう」
 「精神看護を知ろう！こころの健康を守る精神看護」
 「在宅看護を知ろう」
5616  高校生と在学生のふれあい広場、相談コーナー

保   保育科
5号館2・3階

5201(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン
わくわく体験（ドレミで遊ぼう！）
保育科パフォーマンス

5305  工作体験コーナー
5337ML教室  音楽体験コーナー
5319・5320  相談コーナー

5306 「楽しい！深い！保育の世界を体験してみよう」
（学科プレゼン内で案内します）ミニ授業

薬   薬学科
9号館1・2階

9153(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン　ほか
9269・9270
模擬薬局での「薬剤師業務見学会」
9153前ロビー集合
「施設見学」
実習室・地下研究施設・薬用植物園をオープンキャンパス
限定で公開

9153  学生とのフリートーク
9153前ロビー  相談コーナー

生   生活デザイン学科
9号館1・6階

9152(学科プレゼン)
学科紹介、コース制度説明、学生プレゼン 

9601  資格・教職相談コーナー
9611  生活デザインコース作品展示・授業紹介
9613  建築デザインコース作品展示・授業紹介

9611  午後：生活デザインコース「はぎれで作るブローチ」
9613  午後：建築デザインコース「段ボールで作るサイドチェアー」

（学科プレゼン後に実施）テーマ：暮らしの中のSDGsミニ授業

造   造形デザイン学科
9号館1階、1号館3階

9151(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン「造形デザイン学科でできること」、
ものづくりセンター紹介（午後のみ） 

9106ものづくりセンター  体験型企画「レーザーカッターで木のしおりを作ろう」
　　　　　　　　　　　　　　　　作品制作実演（陶芸）、学生作品展示（コンペ応募作品等）
9110  体験型企画「イラストレーターで加工した図や写真を缶バッジにしよう」
９号館１階 学生作品展示（授業課題作品等）、作品制作実演（イラストレーション）
1317VSR  学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」※写真撮影スポット有

11：15～11：30 「デジタルファブリケーションの楽しさ」
14：15～15：00 ロボットによる授業「チョイ映え写真の撮り方（実技有）」

（学科プレゼン後に実施）ミニ授業

管   管理栄養学科
9号館1・2階

9111(学科プレゼン)
学科紹介
学生プレゼン
「広島市との共同プロジェクト「エコクッキング」」
「スポーツ栄養活動」
「臨床栄養学臨地実習」
「新入生オリエンテーションセミナー」
9207前  「施設見学」
　　　　　  実験教室、調理実習室、大量調理実習室などの見学ツアー
9203  フードモデルで健康チェック
9215  相談コーナー
  紹介コーナー
　　　   「学生生活」「教職・公務員・スポーツ栄養」

書   書道学科
7号館3階

7306(学科プレゼン)
学科紹介、学生による学生生活紹介、
教員・学生による作品制作デモンストレーション
体験「缶バッジをつくろう」、相談コーナー

7305

7303  作品展示
7号館3階ロビー  学生によるポスター発表
体育館 （9:00~12:00／13:00~16:00）
　　　　第17回全国高校生＜書道＞S-1グランプリ

教員が臨書・創作作品の添削指導をします。
その場で練習しても、作品を持参しても構いません。

「作品を書こう」ミニ授業

児   児童教育学科
7号館1階

7102(学科プレゼン)
学科紹介、学生スピーチ、小学校ミニ模擬授業、 
幼保ミニ模擬保育、音楽表現、紙芝居

7103・7号館1階ロビー  
・ 学科展示・体験（学科紹介、教員紹介、ゼミナール紹介、

海外教育語学研修（SEEC）コーナー、体験コーナー (手
洗いチェック・SpO2・血圧測定等）)

・コース別展示・体験
＜小学校コース＞
　理科授業体験、デジタル教科書体験、英語教材体験、授業作品展示など
＜幼保ブース＞
　 手あそび手帳、絵本ノート、折り紙手帳、エプロンシアターなど
・相談コーナー

心   現代心理学科
1号館4階

1406(学科プレゼン)
学科紹介、現代心理学科の学びの特長、
学生による研究紹介

1405
体験・参加型企画
「コンピューターによる性格診断」「心理学実験体験」
「心理学クイズ」、「コラージュ療法体験」、「模擬保健指導」
相談コーナー

「集中力について考えてみよう」
午後：「偏見と差別の心理学」
午前：「養護教諭のフィジカルアセスメント~聴診~」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

ビ   ビジネス心理学科
1号館4階

1410(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン

1409
体験・参加型企画
「積み木遊びで体験！コミュニケーションの心理学」
「いつでも開催！心理学のプチ講義」
「ビジネス心理学科クイズ」

「心ころころ　―社会課題解決のオープンデザイン―」
「社会を彩るこころの原理　―実験社会科学を通した『活きる』へのヒント―」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

英   英語英米文学科
1号館3階

1306(学科プレゼン)
教員と学生による学科紹介

1号館3階ロビー
ミニ授業アラカルト
教員・学生による授業・留学・就職先紹介
留学とTOEIC成績の紹介
相談コーナー

学科の教育内容や免許・資格、就職状況の説明、ミニ授業などを実施します。
その他にも様々なプログラムを用意していますので、ぜひ参加してみてください！

学科プログラムの詳細は3ページを確認してください。全学プログラムの詳細は5ページを確認してください。

321

午前:「機械翻訳には負けないー翻訳者に求められるもの」
午後:「『プラダを着た悪魔』を「読む」」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業



10：00
453015 453015 453015 453015 453015 3015
11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

全
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

11：45～12：20入試説明会
＊まほろば館3階ホール

繰り返し放映、入退室自由
自己表現型選抜 過去問放映・閲覧
＊9号館1階  9154

入退室自由学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）
＊1号館3階   1317VSR

①
12：30 ～13：10
20名まで

②
14：30 ～15：10
20名まで

在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
＊8号館1階   8101

サークル発表
（ファッションデザインサークル）

学内
留学体験

ピアノコンクール受賞者
によるピアノ演奏②

学生コラボ企画　
＊1号館1階

ピアノコンクール受賞者
によるピアノ演奏①

学生コラボ企画
＊1号館2階

キャンパスキャスト
によるラジオ放送

学生コラボ企画
＊まほろば館前屋外テラス
　（雨天等の場合は5号館1階）

キャンパスキャストによるものづくり企画

学生コラボ企画
＊9号館1階

学生生活、就職、国際交流
個別相談コーナー
＊1号館1階

入試相談
入試相談コーナー
＊9号館1階

随時対応
1号館イチ押しスポット見学ツアー
＊スタート地点：1号館1階

赤本進呈
＊1号館5階   1501

キッチンカー3店舗　＊芝生広場周辺

まほろば食堂　＊まほろば館1階

カフェ：Cafe de K　＊5号館1階

コンビニ：セブンイレブン2店舗　＊1号館1階&5号館1階

昼食＆カフェ（営業）

随時対応

キャンパスキャスト発案

▪タイムテーブル／全学プログラム ５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方

10：00
453015 453015 453015 453015 453015 3015
11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

学
科
プ
ロ
グ
ラ
ム

学科プレゼン②
1号館3階 1305

学科フリータイム　場所：1号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

日本文学科 ■日

学科プレゼン②
7号館3階 7306

学科フリータイム　場所：7号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

書道学科 ■書

学科プレゼン②
1号館3階 1306

学科フリータイム　場所：１号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

英語英米文学科 ■英

学科プレゼン②
7号館1階 7102

学科フリータイム　場所：7号館1階
オープニング 学科プレゼン①教育学部

児童教育学科 ■児

学科プレゼン②
1号館4階 1406

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①心理学部

現代心理学科 ■心

学科プレゼン②
1号館4階 1410

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①心理学部

ビジネス心理学科 ■ビ

学科プレゼン②
1号館4階 1401

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

現代ビジネス学科■現

学科プレゼン②
1号館5階 1507

学科フリータイム　場所：１号館5階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

国際観光ビジネス学科■観

学科プレゼン②
1号館5階 1506

学科フリータイム　場所：１号館5階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

公共経営学科■公

学科プレゼン②
9号館1階 9152

学科フリータイム　場所：9号館6階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

生活デザイン学科■生

学科プレゼン②
9号館1階 9111

学科フリータイム　場所：9号館2階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

管理栄養学科■管

学科プレゼン②
9号館1階 9151

学科フリータイム　場所：9号館1階、1号館3階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

造形デザイン学科■造

学科プレゼン②
9号館1階 9153

学科フリータイム　場所：9号館1階
オープニング 学科プレゼン①薬学部

薬学科 ■薬

学科プレゼン②
5号館4階 5401

学科フリータイム　場所：5号館5・6階
オープニング 学科プレゼン①看護学部

看護学科 ■看

学科プレゼン②
5号館2階 5201

学科フリータイム　場所：5号館2・3階
オープニング 学科プレゼン①短期大学

保育科■保

１号館３階 1305

7号館３階 7306

1号館３階 1306

1号館4階 1406

1号館4階 1410

1号館4階 1401

1号館5階 1507

1号館5階 1506

9号館1階 9152

9号館1階  9111

9号館1階  9151

9号館1階 9153

5号館2階 5201

7号館1階 7102

 まほろば館3階ホール

▪タイムテーブル／学科プログラム ５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方

▪学科プログラム紹介
５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方

日   日本文学科
1号館3階

1305(学科プレゼン)
学科紹介
学生・卒業生によるパネルディスカッション（学生生活、
就職等について）

1302
学芸員体験「和本製本」、日本の文化体験「切り絵」
司書体験「ブックカバー・団扇の制作」
相談コーナー、資料展示コーナー

午前：「短詩と俳句を味わおう」
午前：「浮世絵をよむ：北斎と広重の名所絵」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

現   現代ビジネス学科
1号館4階

1401(学科プレゼン)
・学科紹介 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・ 学生による「ビジネスコンテスト」「企業との商品開発」プレゼン
・ 現ビの学生ライフ（講義、ゼミ、海外研修G.LABOS、サー

クル活動など）
・高校生ビジネスQUIZ ！
・学生による学生生活・教員紹介（ビデオ視聴コーナー）
1402
在学生によるポスターセッション～学生生活、カリキュ
ラム、就職活動～
相談コーナー

公   公共経営学科
1号館5階

1506(学科プレゼン)
　学科紹介
　行政の仕事をリアル体験！
　体験型ロールプレイング「災害発生！みんなのまちを守れ！」

1504  ４つのブースで公共経営まるわかり
　１．現役公務員OGインタビュー　３．大学生活紹介
　２．こんなところに公共？　　　  ４．ゼミ紹介　

午後： 学科長Presents！「人とまちの元気を支える～ま
ちづくりって何づくり？～」

ミニ授業

観   国際観光ビジネス学科
1号館5階

1507(学科プレゼン) 　教員と学生による学科紹介

1511 「国際観光ビジネス学科の学び」の紹介
　授業・国内インターンシップ・卒業後の進路等に関する展示
　相談コーナー ・ビデオ上映
1号館5階ロビー  「留学（HIBISCUS program）」の紹介
　授業・海外インターンシップ・留学生活に関する展示

午前：「お金を使わずに集客するには」
午後：「Understanding Our Natural Communication Style」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

看   看護学科
まほろば館3階、5号館4・5・6階
午前：まほろば館3階／午後：5401(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン「看護学生のキャンパスライフと講義・実習」

5504 「看護の基礎の演習を知ろう」
 「成人期の看護の学びを見てみよう」
5603 「妊婦さんと赤ちゃんを知ろう」
 「小児看護を知ろう」
 「保健師の魅力を知ろう」
5604 「高齢者看護を知ろう」
 「精神看護を知ろう！こころの健康を守る精神看護」
 「在宅看護を知ろう」
5616  高校生と在学生のふれあい広場、相談コーナー

保   保育科
5号館2・3階

5201(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン
わくわく体験（ドレミで遊ぼう！）
保育科パフォーマンス

5305  工作体験コーナー
5337ML教室  音楽体験コーナー
5319・5320  相談コーナー

5306 「楽しい！深い！保育の世界を体験してみよう」
（学科プレゼン内で案内します）ミニ授業

薬   薬学科
9号館1・2階

9153(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン　ほか
9269・9270
模擬薬局での「薬剤師業務見学会」
9153前ロビー集合
「施設見学」
実習室・地下研究施設・薬用植物園をオープンキャンパス
限定で公開

9153  学生とのフリートーク
9153前ロビー  相談コーナー

生   生活デザイン学科
9号館1・6階

9152(学科プレゼン)
学科紹介、コース制度説明、学生プレゼン 

9601  資格・教職相談コーナー
9611  生活デザインコース作品展示・授業紹介
9613  建築デザインコース作品展示・授業紹介

9611  午後：生活デザインコース「はぎれで作るブローチ」
9613  午後：建築デザインコース「段ボールで作るサイドチェアー」

（学科プレゼン後に実施）テーマ：暮らしの中のSDGsミニ授業

造   造形デザイン学科
9号館1階、1号館3階

9151(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン「造形デザイン学科でできること」、
ものづくりセンター紹介（午後のみ） 

9106ものづくりセンター  体験型企画「レーザーカッターで木のしおりを作ろう」
　　　　　　　　　　　　　　　　作品制作実演（陶芸）、学生作品展示（コンペ応募作品等）
9110  体験型企画「イラストレーターで加工した図や写真を缶バッジにしよう」
９号館１階 学生作品展示（授業課題作品等）、作品制作実演（イラストレーション）
1317VSR  学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」※写真撮影スポット有

11：15～11：30 「デジタルファブリケーションの楽しさ」
14：15～15：00 ロボットによる授業「チョイ映え写真の撮り方（実技有）」

（学科プレゼン後に実施）ミニ授業

管   管理栄養学科
9号館1・2階

9111(学科プレゼン)
学科紹介
学生プレゼン
「広島市との共同プロジェクト「エコクッキング」」
「スポーツ栄養活動」
「臨床栄養学臨地実習」
「新入生オリエンテーションセミナー」
9207前  「施設見学」
　　　　　  実験教室、調理実習室、大量調理実習室などの見学ツアー
9203  フードモデルで健康チェック
9215  相談コーナー
  紹介コーナー
　　　   「学生生活」「教職・公務員・スポーツ栄養」

書   書道学科
7号館3階

7306(学科プレゼン)
学科紹介、学生による学生生活紹介、
教員・学生による作品制作デモンストレーション
体験「缶バッジをつくろう」、相談コーナー

7305

7303  作品展示
7号館3階ロビー  学生によるポスター発表
体育館 （9:00~12:00／13:00~16:00）
　　　　第17回全国高校生＜書道＞S-1グランプリ

教員が臨書・創作作品の添削指導をします。
その場で練習しても、作品を持参しても構いません。

「作品を書こう」ミニ授業

児   児童教育学科
7号館1階

7102(学科プレゼン)
学科紹介、学生スピーチ、小学校ミニ模擬授業、 
幼保ミニ模擬保育、音楽表現、紙芝居

7103・7号館1階ロビー  
・ 学科展示・体験（学科紹介、教員紹介、ゼミナール紹介、

海外教育語学研修（SEEC）コーナー、体験コーナー (手
洗いチェック・SpO2・血圧測定等）)

・コース別展示・体験
＜小学校コース＞
　理科授業体験、デジタル教科書体験、英語教材体験、授業作品展示など
＜幼保ブース＞
　 手あそび手帳、絵本ノート、折り紙手帳、エプロンシアターなど
・相談コーナー

心   現代心理学科
1号館4階

1406(学科プレゼン)
学科紹介、現代心理学科の学びの特長、
学生による研究紹介

1405
体験・参加型企画
「コンピューターによる性格診断」「心理学実験体験」
「心理学クイズ」、「コラージュ療法体験」、「模擬保健指導」
相談コーナー

「集中力について考えてみよう」
午後：「偏見と差別の心理学」
午前：「養護教諭のフィジカルアセスメント~聴診~」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

ビ   ビジネス心理学科
1号館4階

1410(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン

1409
体験・参加型企画
「積み木遊びで体験！コミュニケーションの心理学」
「いつでも開催！心理学のプチ講義」
「ビジネス心理学科クイズ」

「心ころころ　―社会課題解決のオープンデザイン―」
「社会を彩るこころの原理　―実験社会科学を通した『活きる』へのヒント―」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

英   英語英米文学科
1号館3階

1306(学科プレゼン)
教員と学生による学科紹介

1号館3階ロビー
ミニ授業アラカルト
教員・学生による授業・留学・就職先紹介
留学とTOEIC成績の紹介
相談コーナー

学科の教育内容や免許・資格、就職状況の説明、ミニ授業などを実施します。
その他にも様々なプログラムを用意していますので、ぜひ参加してみてください！

学科プログラムの詳細は3ページを確認してください。全学プログラムの詳細は5ページを確認してください。
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午前:「機械翻訳には負けないー翻訳者に求められるもの」
午後:「『プラダを着た悪魔』を「読む」」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業



10：00
453015 453015 453015 453015 453015 3015
11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

全
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

11：45～12：20入試説明会
＊まほろば館3階ホール

繰り返し放映、入退室自由
自己表現型選抜 過去問放映・閲覧
＊9号館1階  9154

入退室自由学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）
＊1号館3階   1317VSR

①
12：30 ～13：10
20名まで

②
14：30 ～15：10
20名まで

在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
＊8号館1階   8101

サークル発表
（ファッションデザインサークル）

学内
留学体験

ピアノコンクール受賞者
によるピアノ演奏②

学生コラボ企画　
＊1号館1階

ピアノコンクール受賞者
によるピアノ演奏①

学生コラボ企画
＊1号館2階

キャンパスキャスト
によるラジオ放送

学生コラボ企画
＊まほろば館前屋外テラス
　（雨天等の場合は5号館1階）

キャンパスキャストによるものづくり企画

学生コラボ企画
＊9号館1階

学生生活、就職、国際交流
個別相談コーナー
＊1号館1階

入試相談
入試相談コーナー
＊9号館1階

随時対応
1号館イチ押しスポット見学ツアー
＊スタート地点：1号館1階

赤本進呈
＊1号館5階   1501

キッチンカー3店舗　＊芝生広場周辺

まほろば食堂　＊まほろば館1階

カフェ：Cafe de K　＊5号館1階

コンビニ：セブンイレブン2店舗　＊1号館1階&5号館1階

昼食＆カフェ（営業）

随時対応

キャンパスキャスト発案

▪タイムテーブル／全学プログラム ５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方

10：00
453015 453015 453015 453015 453015 3015
11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

学
科
プ
ロ
グ
ラ
ム

学科プレゼン②
1号館3階 1305

学科フリータイム　場所：1号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

日本文学科 ■日

学科プレゼン②
7号館3階 7306

学科フリータイム　場所：7号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

書道学科 ■書

学科プレゼン②
1号館3階 1306

学科フリータイム　場所：１号館３階
オープニング 学科プレゼン①文学部

英語英米文学科 ■英

学科プレゼン②
7号館1階 7102

学科フリータイム　場所：7号館1階
オープニング 学科プレゼン①教育学部

児童教育学科 ■児

学科プレゼン②
1号館4階 1406

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①心理学部

現代心理学科 ■心

学科プレゼン②
1号館4階 1410

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①心理学部

ビジネス心理学科 ■ビ

学科プレゼン②
1号館4階 1401

学科フリータイム　場所：１号館4階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

現代ビジネス学科■現

学科プレゼン②
1号館5階 1507

学科フリータイム　場所：１号館5階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

国際観光ビジネス学科■観

学科プレゼン②
1号館5階 1506

学科フリータイム　場所：１号館5階
オープニング 学科プレゼン①現代ビジネス学部

公共経営学科■公

学科プレゼン②
9号館1階 9152

学科フリータイム　場所：9号館6階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

生活デザイン学科■生

学科プレゼン②
9号館1階 9111

学科フリータイム　場所：9号館2階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

管理栄養学科■管

学科プレゼン②
9号館1階 9151

学科フリータイム　場所：9号館1階、1号館3階
オープニング 学科プレゼン①家政学部

造形デザイン学科■造

学科プレゼン②
9号館1階 9153

学科フリータイム　場所：9号館1階
オープニング 学科プレゼン①薬学部

薬学科 ■薬

学科プレゼン②
5号館4階 5401

学科フリータイム　場所：5号館5・6階
オープニング 学科プレゼン①看護学部

看護学科 ■看

学科プレゼン②
5号館2階 5201

学科フリータイム　場所：5号館2・3階
オープニング 学科プレゼン①短期大学

保育科■保

１号館３階 1305

7号館３階 7306

1号館３階 1306

1号館4階 1406

1号館4階 1410

1号館4階 1401

1号館5階 1507

1号館5階 1506

9号館1階 9152

9号館1階  9111

9号館1階  9151

9号館1階 9153

5号館2階 5201

7号館1階 7102

 まほろば館3階ホール

▪タイムテーブル／学科プログラム ５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方

▪学科プログラム紹介
５ 号館を表します

（例）５201
2 階を表します

教室の見方

日   日本文学科
1号館3階

1305(学科プレゼン)
学科紹介
学生・卒業生によるパネルディスカッション（学生生活、
就職等について）

1302
学芸員体験「和本製本」、日本の文化体験「切り絵」
司書体験「ブックカバー・団扇の制作」
相談コーナー、資料展示コーナー

午前：「短詩と俳句を味わおう」
午前：「浮世絵をよむ：北斎と広重の名所絵」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

現   現代ビジネス学科
1号館4階

1401(学科プレゼン)
・学科紹介 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・ 学生による「ビジネスコンテスト」「企業との商品開発」プレゼン
・ 現ビの学生ライフ（講義、ゼミ、海外研修G.LABOS、サー

クル活動など）
・高校生ビジネスQUIZ ！
・学生による学生生活・教員紹介（ビデオ視聴コーナー）
1402
在学生によるポスターセッション～学生生活、カリキュ
ラム、就職活動～
相談コーナー

公   公共経営学科
1号館5階

1506(学科プレゼン)
　学科紹介
　行政の仕事をリアル体験！
　体験型ロールプレイング「災害発生！みんなのまちを守れ！」

1504  ４つのブースで公共経営まるわかり
　１．現役公務員OGインタビュー　３．大学生活紹介
　２．こんなところに公共？　　　  ４．ゼミ紹介　

午後： 学科長Presents！「人とまちの元気を支える～ま
ちづくりって何づくり？～」

ミニ授業

観   国際観光ビジネス学科
1号館5階

1507(学科プレゼン) 　教員と学生による学科紹介

1511 「国際観光ビジネス学科の学び」の紹介
　授業・国内インターンシップ・卒業後の進路等に関する展示
　相談コーナー ・ビデオ上映
1号館5階ロビー  「留学（HIBISCUS program）」の紹介
　授業・海外インターンシップ・留学生活に関する展示

午前：「お金を使わずに集客するには」
午後：「Understanding Our Natural Communication Style」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

看   看護学科
まほろば館3階、5号館4・5・6階
午前：まほろば館3階／午後：5401(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン「看護学生のキャンパスライフと講義・実習」

5504 「看護の基礎の演習を知ろう」
 「成人期の看護の学びを見てみよう」
5603 「妊婦さんと赤ちゃんを知ろう」
 「小児看護を知ろう」
 「保健師の魅力を知ろう」
5604 「高齢者看護を知ろう」
 「精神看護を知ろう！こころの健康を守る精神看護」
 「在宅看護を知ろう」
5616  高校生と在学生のふれあい広場、相談コーナー

保   保育科
5号館2・3階

5201(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン
わくわく体験（ドレミで遊ぼう！）
保育科パフォーマンス

5305  工作体験コーナー
5337ML教室  音楽体験コーナー
5319・5320  相談コーナー

5306 「楽しい！深い！保育の世界を体験してみよう」
（学科プレゼン内で案内します）ミニ授業

薬   薬学科
9号館1・2階

9153(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン　ほか
9269・9270
模擬薬局での「薬剤師業務見学会」
9153前ロビー集合
「施設見学」
実習室・地下研究施設・薬用植物園をオープンキャンパス
限定で公開

9153  学生とのフリートーク
9153前ロビー  相談コーナー

生   生活デザイン学科
9号館1・6階

9152(学科プレゼン)
学科紹介、コース制度説明、学生プレゼン 

9601  資格・教職相談コーナー
9611  生活デザインコース作品展示・授業紹介
9613  建築デザインコース作品展示・授業紹介

9611  午後：生活デザインコース「はぎれで作るブローチ」
9613  午後：建築デザインコース「段ボールで作るサイドチェアー」

（学科プレゼン後に実施）テーマ：暮らしの中のSDGsミニ授業

造   造形デザイン学科
9号館1階、1号館3階

9151(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン「造形デザイン学科でできること」、
ものづくりセンター紹介（午後のみ） 

9106ものづくりセンター  体験型企画「レーザーカッターで木のしおりを作ろう」
　　　　　　　　　　　　　　　　作品制作実演（陶芸）、学生作品展示（コンペ応募作品等）
9110  体験型企画「イラストレーターで加工した図や写真を缶バッジにしよう」
９号館１階 学生作品展示（授業課題作品等）、作品制作実演（イラストレーション）
1317VSR  学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」※写真撮影スポット有

11：15～11：30 「デジタルファブリケーションの楽しさ」
14：15～15：00 ロボットによる授業「チョイ映え写真の撮り方（実技有）」

（学科プレゼン後に実施）ミニ授業

管   管理栄養学科
9号館1・2階

9111(学科プレゼン)
学科紹介
学生プレゼン
「広島市との共同プロジェクト「エコクッキング」」
「スポーツ栄養活動」
「臨床栄養学臨地実習」
「新入生オリエンテーションセミナー」
9207前  「施設見学」
　　　　　  実験教室、調理実習室、大量調理実習室などの見学ツアー
9203  フードモデルで健康チェック
9215  相談コーナー
  紹介コーナー
　　　   「学生生活」「教職・公務員・スポーツ栄養」

書   書道学科
7号館3階

7306(学科プレゼン)
学科紹介、学生による学生生活紹介、
教員・学生による作品制作デモンストレーション
体験「缶バッジをつくろう」、相談コーナー

7305

7303  作品展示
7号館3階ロビー  学生によるポスター発表
体育館 （9:00~12:00／13:00~16:00）
　　　　第17回全国高校生＜書道＞S-1グランプリ

教員が臨書・創作作品の添削指導をします。
その場で練習しても、作品を持参しても構いません。

「作品を書こう」ミニ授業

児   児童教育学科
7号館1階

7102(学科プレゼン)
学科紹介、学生スピーチ、小学校ミニ模擬授業、 
幼保ミニ模擬保育、音楽表現、紙芝居

7103・7号館1階ロビー  
・ 学科展示・体験（学科紹介、教員紹介、ゼミナール紹介、

海外教育語学研修（SEEC）コーナー、体験コーナー (手
洗いチェック・SpO2・血圧測定等）)

・コース別展示・体験
＜小学校コース＞
　理科授業体験、デジタル教科書体験、英語教材体験、授業作品展示など
＜幼保ブース＞
　 手あそび手帳、絵本ノート、折り紙手帳、エプロンシアターなど
・相談コーナー

心   現代心理学科
1号館4階

1406(学科プレゼン)
学科紹介、現代心理学科の学びの特長、
学生による研究紹介

1405
体験・参加型企画
「コンピューターによる性格診断」「心理学実験体験」
「心理学クイズ」、「コラージュ療法体験」、「模擬保健指導」
相談コーナー

「集中力について考えてみよう」
午後：「偏見と差別の心理学」
午前：「養護教諭のフィジカルアセスメント~聴診~」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

ビ   ビジネス心理学科
1号館4階

1410(学科プレゼン)
学科紹介、学生プレゼン

1409
体験・参加型企画
「積み木遊びで体験！コミュニケーションの心理学」
「いつでも開催！心理学のプチ講義」
「ビジネス心理学科クイズ」

「心ころころ　―社会課題解決のオープンデザイン―」
「社会を彩るこころの原理　―実験社会科学を通した『活きる』へのヒント―」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業

英   英語英米文学科
1号館3階

1306(学科プレゼン)
教員と学生による学科紹介

1号館3階ロビー
ミニ授業アラカルト
教員・学生による授業・留学・就職先紹介
留学とTOEIC成績の紹介
相談コーナー

学科の教育内容や免許・資格、就職状況の説明、ミニ授業などを実施します。
その他にも様々なプログラムを用意していますので、ぜひ参加してみてください！

学科プログラムの詳細は3ページを確認してください。全学プログラムの詳細は5ページを確認してください。
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午前:「機械翻訳には負けないー翻訳者に求められるもの」
午後:「『プラダを着た悪魔』を「読む」」

（学科プレゼン内で実施）ミニ授業



全学プログラム紹介
入試説明会
＜11:45~12:20＞　まほろば館3階
今年度入試（専願制・併願制）の概要や各入試のポイント・対策などについ
て説明します。

自己表現型選抜 過去問放映・閲覧
＜11:30~15:30＞ 9号館1階　9154
昨年度の自己表現型選抜（旧AO入試）授業理解試験の映像を放映します（所
要時間30分）。繰り返し放映を行い、入退室は自由です。

入試相談コーナー
＜10:30~15:30＞　9号館1階
入試制度や試験科目に関することなど、お気軽にご相談ください。

個別相談コーナー
＜10:30~15:30＞　１号館1階
　◆学生生活コーナー
　本学学生のみ入居できる「専用アパート・マンション」、奨学金、サー
クル活動などを紹介します。在学生に学生生活の相談をすることもでき
ます。

　◆就職コーナー
　進路・就職支援プログラム、サポート体制、就職実績、インターンシッ
プなどについて説明します。

　◆国際交流コーナー
　　本学の海外研修プログラムについて紹介します。

1号館イチ押しスポット見学ツアー
＜13:30~15:30＞　1号館1階
　ラーニングコモンズなど最新施設を学生が随時案内します（所要時間20分)。

※食品衛生上、学内でお召し上がりください。

昼食＆カフェ（営業）

◆まほろば食堂
　　▶11：30～13：30（売切次第終了）

◆Cafe de K（カフェド K）
　　▶11：00～15：30　
　　▶ドリンク各種
　　　クレープ等各種スイーツ

　　▶トロトロ玉子の
　　　オムカレー

　　▶定食
　　（チキンカツとコロッケ）

　　▶シーフード
　　　トマトパスタ

　　▶お好み焼き

◆キッチンカー
　　Cadore（上ノ原牧場カドーレ）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶ジェラート各種　

　　Bakery Tonnon（ベーカリートンノン）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶各種惣菜パン、菓子パン
　

　　Little Bee（リトルビー）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶チュロス各種、かき氷

学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）

『こんにちは、案内役のペンギンです！今回の
オープンキャンパスに来てくださった人だけに
秘密を教えちゃうよ！実は、安田女子大学1号
館3階には人魚の隠し部屋があるんだ！！人魚
が旅で見つけてきたお気に入りの宝物を隠して
おく部屋、その名もVoyage Secret Room。略
してVSR！
今日は特別な解放日！僕の仲間たちが至る所で
案内してるよ！ぜひ覗きに来てね！』

学生コラボ企画

＊1号館1階
　◆サークル発表（ファッションデザインサークル）＜12:15~12:30＞
　生活デザイン学科の学生が中心となって、大学祭「まほろば祭」で行う
ファッションショーに向けて活動をしています。テーマに合わせた洋服の
デザイン・製作や、ショーの構成などすべて学生が行っています。本日
は、ファッションショーの一部を特別にお見せします♪

　◆学内留学体験＜12:30~13:00＞
　本学では、様々な海外研修プログラムを用意しています。2021年度より順
次留学を再開しており、2022年度は全学科を対象とするプログラムについ
ても実施を予定しています。この「学内留学体験」では、現在カリフォル
ニアに留学中の英語英米文学科の学生に中継をつなぎ、現地から生の声を
お届けします。大学在学中に留学をしたい人、海外に興味がある人、まず
は留学中の学生の様子をのぞいてみませんか？　参加者の皆さまに、海外
のお菓子をプレゼントします！

＊１号館２階
　◆キャンパスキャストによるものづくり企画
　 「レジンリングを作ろう！」
　＜11:30~15:30＞

キャンパスキャスト（ラーニングコモンズを運営す
る学生スタッフ）とトークしながら、リングを手作
りしませんか？（所要時間15分）

＊まほろば館前屋外テラス
　◆キャンパスキャストによるラジオ放送＜11:45~12:15＞
　キャンパスキャストがお送りするラジオ企画「きらめき放送局｣！
　キャンパスライフや高3のこの時期の過ごし方などを話します。

＊①9号館1階　②1号館1階
　◆ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏
　＜①12:45~13:00＞＜②14:15~14:30＞
　学内ピアノコンクール受賞者2名がピアノ演奏をします。
　素敵な音色を聴きに来てください♪

フードメニューの詳細は
こちらを確認してください。

キャンパスキャスト発案

＜10:00~15:30＞ 1号館3階　1317VSR

在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
＜①12:30~13:10＞ ＜②14:30~15:10＞　8号館1階　8101
児童教育学科の学生による『小学校／模擬授業』と『幼保／模擬保育』に参
加してみませんか？　小学校教員や幼稚園教諭、保育士に興味がある人はぜ
ひ参加してみてください！　1回目、2回目とも20名限定です。
11:30~12:30に8101教室で整理券を配付します。
　【時間配分（40分）】　※①・②とも同様
　・小学校／模擬授業『体育（段ボールテニスとジャンプバンド）』（20分）
　・休憩（5分）
　・幼保／模擬保育『表現遊び（ウキウキ体操）』（15分）

正門

北門

７号館 6号館

9号館 受付

5号館

8号館
1号館

まほろば館

図書館

体育館

通学専用
エスカレーター

①

②
③

キャンパスマップ（学科プレゼン会場）
◉学内施設は自由に見学できます。
◉本マップは各学科プレゼン会場を示しています。
　学科フリータイム会場はプログラム内面をご確認ください。

バス乗車場所
（16：00出発）

11：00～14：30営業（売切次第終了）
①Cadore 
②Little Bee 
③Bakery Tonnon
＊食事の際は、屋内の休憩コーナー
　（5号館1階、まほろば館2階、1号館1階）
　をぜひご利用ください。 

キッチンカー

困ったときは
「目的地がわからない・・・。」「道に迷った・・・。」
など困ったときは気軽に声をかけてください。
＜学生スタッフ＞本学のポロシャツを着た在学生です。
＜インフォメーション＞1号館1階、8号館1階

1号館
5階：国際観光ビジネス学科
      公共経営学科
      赤本進呈（11:30～）
4階：現代心理学科
      ビジネス心理学科
      現代ビジネス学科
3階：日本文学科
      英語英米文学科
      学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）
2階：キャンパスキャストによるものづくり企画
1階：個別相談コーナー
      サークル発表（ファッションデザインサークル）
      学内留学体験
      ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏②
      1号館イチ押しスポット見学ツアー集合場所
      コンビニ・休憩コーナー
　 １階　　2・5階　　1～5階　　 1階

１階：生活デザイン学科
　　管理栄養学科
　　造形デザイン学科
　　造形デザイン学科ものづくりセンター
　　薬学科
　　ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏①
　　入試相談コーナー
　 1･3～5階　　1～7階

９号館

4階：看護学科（午後の学科プレゼン）
2階：保育科
1階：Cafe de K（11：00～15：30営業）
　　コンビニ・休憩コーナー
　 1・2・5階　　1~6階　　 1階

５号館

３階：書道学科 
１階：児童教育学科 
　　1～3階

７号館
　　1～4階

図書館

3階：看護学科（午前の学科プレゼン）
　　入試説明会　
2階：休憩コーナー
1階：まほろば食堂（11：30～13：30営業（売切次第終了））
屋外テラス：キャンパスキャストによるラジオ放送
　　　　　（雨天等の場合は5号館1階で実施）
　　1～3階　　 1階

第17回全国高校生
〈書道〉S-1グランプリ
［午前の部］9：00～12：00
［午後の部］13：00～16：00
場所：体育館

まほろば館

８号館

1階：交通費補助受付窓口＜事前申請者のみ＞
　　在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
 　１階　　１階　　1階

薬草園
薬草園見学

インフォメーション 男子トイレ 女子トイレ

食事提供

2022

8
sun

21

学内留学体験

時間：12：30～13：00
場所：1号館 1階 
留学中の学生にライブ中継！
参加者には海外のお菓子をプレゼント
します！（数量限定）

ピッツバーグ大学外観

訂正する時↑数量限定の量だけケイ線を0.15になっています。

サークル発表
（ファッションデザインサークル）

時間：12：15～12：30
場所：1号館 1階
学生企画の
ファッションショー
をご覧ください!

4 5

〒731-0153　広島市安佐南区安
やす

東
ひがし

六丁目13番1号
TEL 082-878-8557（入試広報課 直通）
ホームページ https://www.yasuda-u.ac.jp/
Eメール nyushi.box@yasuda-u.ac.jp



全学プログラム紹介
入試説明会
＜11:45~12:20＞　まほろば館3階
今年度入試（専願制・併願制）の概要や各入試のポイント・対策などについ
て説明します。

自己表現型選抜 過去問放映・閲覧
＜11:30~15:30＞ 9号館1階　9154
昨年度の自己表現型選抜（旧AO入試）授業理解試験の映像を放映します（所
要時間30分）。繰り返し放映を行い、入退室は自由です。

入試相談コーナー
＜10:30~15:30＞　9号館1階
入試制度や試験科目に関することなど、お気軽にご相談ください。

個別相談コーナー
＜10:30~15:30＞　１号館1階
　◆学生生活コーナー
　本学学生のみ入居できる「専用アパート・マンション」、奨学金、サー
クル活動などを紹介します。在学生に学生生活の相談をすることもでき
ます。

　◆就職コーナー
　進路・就職支援プログラム、サポート体制、就職実績、インターンシッ
プなどについて説明します。

　◆国際交流コーナー
　　本学の海外研修プログラムについて紹介します。

1号館イチ押しスポット見学ツアー
＜13:30~15:30＞　1号館1階
　ラーニングコモンズなど最新施設を学生が随時案内します（所要時間20分)。

※食品衛生上、学内でお召し上がりください。

昼食＆カフェ（営業）

◆まほろば食堂
　　▶11：30～13：30（売切次第終了）

◆Cafe de K（カフェド K）
　　▶11：00～15：30　
　　▶ドリンク各種
　　　クレープ等各種スイーツ

　　▶トロトロ玉子の
　　　オムカレー

　　▶定食
　　（チキンカツとコロッケ）

　　▶シーフード
　　　トマトパスタ

　　▶お好み焼き

◆キッチンカー
　　Cadore（上ノ原牧場カドーレ）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶ジェラート各種　

　　Bakery Tonnon（ベーカリートンノン）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶各種惣菜パン、菓子パン
　

　　Little Bee（リトルビー）
　　▶11：00～14：30（売切次第終了）
　　▶チュロス各種、かき氷

学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）

『こんにちは、案内役のペンギンです！今回の
オープンキャンパスに来てくださった人だけに
秘密を教えちゃうよ！実は、安田女子大学1号
館3階には人魚の隠し部屋があるんだ！！人魚
が旅で見つけてきたお気に入りの宝物を隠して
おく部屋、その名もVoyage Secret Room。略
してVSR！
今日は特別な解放日！僕の仲間たちが至る所で
案内してるよ！ぜひ覗きに来てね！』

学生コラボ企画

＊1号館1階
　◆サークル発表（ファッションデザインサークル）＜12:15~12:30＞
　生活デザイン学科の学生が中心となって、大学祭「まほろば祭」で行う
ファッションショーに向けて活動をしています。テーマに合わせた洋服の
デザイン・製作や、ショーの構成などすべて学生が行っています。本日
は、ファッションショーの一部を特別にお見せします♪

　◆学内留学体験＜12:30~13:00＞
　本学では、様々な海外研修プログラムを用意しています。2021年度より順
次留学を再開しており、2022年度は全学科を対象とするプログラムについ
ても実施を予定しています。この「学内留学体験」では、現在カリフォル
ニアに留学中の英語英米文学科の学生に中継をつなぎ、現地から生の声を
お届けします。大学在学中に留学をしたい人、海外に興味がある人、まず
は留学中の学生の様子をのぞいてみませんか？　参加者の皆さまに、海外
のお菓子をプレゼントします！

＊１号館２階
　◆キャンパスキャストによるものづくり企画
　 「レジンリングを作ろう！」
　＜11:30~15:30＞

キャンパスキャスト（ラーニングコモンズを運営す
る学生スタッフ）とトークしながら、リングを手作
りしませんか？（所要時間15分）

＊まほろば館前屋外テラス
　◆キャンパスキャストによるラジオ放送＜11:45~12:15＞
　キャンパスキャストがお送りするラジオ企画「きらめき放送局｣！
　キャンパスライフや高3のこの時期の過ごし方などを話します。

＊①9号館1階　②1号館1階
　◆ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏
　＜①12:45~13:00＞＜②14:15~14:30＞
　学内ピアノコンクール受賞者2名がピアノ演奏をします。
　素敵な音色を聴きに来てください♪

フードメニューの詳細は
こちらを確認してください。

キャンパスキャスト発案

＜10:00~15:30＞ 1号館3階　1317VSR

在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
＜①12:30~13:10＞ ＜②14:30~15:10＞　8号館1階　8101
児童教育学科の学生による『小学校／模擬授業』と『幼保／模擬保育』に参
加してみませんか？　小学校教員や幼稚園教諭、保育士に興味がある人はぜ
ひ参加してみてください！　1回目、2回目とも20名限定です。
11:30~12:30に8101教室で整理券を配付します。
　【時間配分（40分）】　※①・②とも同様
　・小学校／模擬授業『体育（段ボールテニスとジャンプバンド）』（20分）
　・休憩（5分）
　・幼保／模擬保育『表現遊び（ウキウキ体操）』（15分）

正門

北門

７号館 6号館

9号館 受付

5号館

8号館
1号館

まほろば館

図書館

体育館

通学専用
エスカレーター

①

②
③

キャンパスマップ（学科プレゼン会場）
◉学内施設は自由に見学できます。
◉本マップは各学科プレゼン会場を示しています。
　学科フリータイム会場はプログラム内面をご確認ください。

バス乗車場所
（16：00出発）

11：00～14：30営業（売切次第終了）
①Cadore 
②Little Bee 
③Bakery Tonnon
＊食事の際は、屋内の休憩コーナー
　（5号館1階、まほろば館2階、1号館1階）
　をぜひご利用ください。 

キッチンカー

困ったときは
「目的地がわからない・・・。」「道に迷った・・・。」
など困ったときは気軽に声をかけてください。
＜学生スタッフ＞本学のポロシャツを着た在学生です。
＜インフォメーション＞1号館1階、8号館1階

1号館
5階：国際観光ビジネス学科
      公共経営学科
      赤本進呈（11:30～）
4階：現代心理学科
      ビジネス心理学科
      現代ビジネス学科
3階：日本文学科
      英語英米文学科
      学生作品展示「人魚たちの隠し部屋」（造形デザイン学科）
2階：キャンパスキャストによるものづくり企画
1階：個別相談コーナー
      サークル発表（ファッションデザインサークル）
      学内留学体験
      ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏②
      1号館イチ押しスポット見学ツアー集合場所
      コンビニ・休憩コーナー
　 １階　　2・5階　　1～5階　　 1階

１階：生活デザイン学科
　　管理栄養学科
　　造形デザイン学科
　　造形デザイン学科ものづくりセンター
　　薬学科
　　ピアノコンクール受賞者によるピアノ演奏①
　　入試相談コーナー
　 1･3～5階　　1～7階

９号館

4階：看護学科（午後の学科プレゼン）
2階：保育科
1階：Cafe de K（11：00～15：30営業）
　　コンビニ・休憩コーナー
　 1・2・5階　　1~6階　　 1階

５号館

３階：書道学科 
１階：児童教育学科 
　　1～3階

７号館
　　1～4階

図書館

3階：看護学科（午前の学科プレゼン）
　　入試説明会　
2階：休憩コーナー
1階：まほろば食堂（11：30～13：30営業（売切次第終了））
屋外テラス：キャンパスキャストによるラジオ放送
　　　　　（雨天等の場合は5号館1階で実施）
　　1～3階　　 1階

第17回全国高校生
〈書道〉S-1グランプリ
［午前の部］9：00～12：00
［午後の部］13：00～16：00
場所：体育館

まほろば館

８号館

1階：交通費補助受付窓口＜事前申請者のみ＞
　　在学生による模擬授業・模擬保育（児童教育学科）
 　１階　　１階　　1階

薬草園
薬草園見学

インフォメーション 男子トイレ 女子トイレ

食事提供

2022

8
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21

学内留学体験

時間：12：30～13：00
場所：1号館 1階 
留学中の学生にライブ中継！
参加者には海外のお菓子をプレゼント
します！（数量限定）

ピッツバーグ大学外観

訂正する時↑数量限定の量だけケイ線を0.15になっています。

サークル発表
（ファッションデザインサークル）

時間：12：15～12：30
場所：1号館 1階
学生企画の
ファッションショー
をご覧ください!
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