
人文社会科学部（仮称）・農学部

平成 29 年度改組予定

【設置認可申請中】

本パンフレットに記載の当該学部・学科の

名称は予定であり、変更する場合があります。
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共通教育棟2号館
●「茨城学」って何ですか？ →Ｐ10

●農学部説明会（2・3年生向け）
●農学部模擬授業
●農学部相談コーナーおよび学生による
　研究紹介コーナー

理学部棟
●理学部説明会（2・3年生向け）
●模擬授業
●各コースの研究紹介（パネル展示）
●理学部相談コーナー
●サイエンスショー
　（数学･情報数理コース、
　　地球環境科学コース、生物科学コース）
●理学部施設探検（化学コース）
●原子や電子はどこにいる？
　　- 物質の姿をビームで探る-  →Ｐ12

図書館
【１Ｆ】

●大学生活相談コーナー→Ｐ13
●茨大生による相談コーナー →Ｐ13
●留学生センター国際交流留学案内 →Ｐ11
●リケジョカフェ＠茨大　
                                応援します！理系女子 →Ｐ11
●図書館ツアー →Ｐ12
●スタンプラリー →Ｐ13
●過去問閲覧コーナー→Ｐ13
●食堂・軽食販売（サザコーヒー）

【２Ｆ】
●保護者のための就活講座 →Ｐ10
●宇都宮大学・福島大学相談コーナー →Ｐ13

農学部 茨苑会館
●高校一年生向け説明会 →Ｐ9
●保護者の方への説明会 →Ｐ9
●高等学校の先生のための懇談会 →Ｐ9
●食堂・軽食販売（茨苑会館レストラン）

人文学部講義棟
●人文社会科学部相談コーナー
●人文社会科学部模擬授業

P8

教育学部棟
●教育学部説明会（2・3年生向け）
●教育学部模擬授業
●教育学部在学生による相談コーナー
●教育学部教員による相談コーナー
●教育学部美術選修説明会・学生作品展示
●養護教諭養成課程 まるごと模擬体験！
　～養教４年間の紹介と在学生による相談コーナー～

講堂

講堂
●高校一年生向け説明会 →Ｐ9
●人文社会科学部説明会（2・3年生向け）
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地震等の緊急時には、本学教職員の
指示に従って避難してください

分からないことがあったら、
オレンジTシャツのスタッフ に何でも聞いてね!

各学部では説明会や模擬授業も実施しているよ！
詳細は4～8ページを見てね！

●資料配布場所
●選抜要項配布コーナー→Ｐ13
●アンケート回収場所
●無料ドリンク配布コーナー

★お一人様一本★
無料ドリンクの

プレゼントがあるよ♪
アンケートに答えてね！

茨城大学ってどんな大学？そんなあなたの疑問にお答えします。
このオープンキャンパスで大学の素顔に触れてください。

【２Ｆ】
●工学部学科相談コーナー
●工学部入試相談コーナー
●様々な金属に触ってみよう
●人とロボットの目のしくみ（ペッパー君も登場！）

【３Ｆ】
●工学部説明会（2・3年生向け）
●工学部模擬授業

図書館（工学部）

水戸キャンパスマップ

P8

P8

P8

●キャンパスツアー受付場所 →Ｐ13

共通教育棟1号館前

P8

P8

教育学部Ａ棟脇
●サークルパフォーマンス

P13

※お帰りの際アンケートにご協力ください。
　各門や資料配布場所で回収しています。

入口周辺

・　　の建物に休憩所を設けています。
・　　の場所で食事・軽食を販売しています。
・トイレは各建物にあります。
・具合が悪いときは、　 保健管理センターにお越しください。

休

地図中の　　等の番号はｐ4～ｐ13 の各企画の
会場番号に対応しています。
タイムテーブルは裏表紙をご確認ください。

１

自転車
出入口

駐輪場
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事前登録をした教室を４～７ページで確認しよう！ 

↓ 
授業開始５分前までに教室に向かおう！ 

↓ 
教室入口にいるスタッフに登録画面を見せよう！ 

（登録画面の印刷物でもOK!） 

↓ 
スタッフの指示に従って着席しよう！

 
 
 

４～７ページを確認し受講する模擬授業を決めよう！ 

↓ 
教室に行き、当日席の状況をスタッフに確認しよう！ 

 
 
 

 
 
 
※事前登録をしていない方は先着順となり、受講できない場合がありますので 
ご了承ください。

模擬授業の 
実施時間 

9：00～9：45 

10：10～10：55 

11：20～12：05 

12：30～13：15 

13：40～14：25 

注意！！ 
 

 事前登録は授業開始５分前になった時点で失効します！ 
 授業開始５分前を過ぎると先着順となりますので、 
 教室への移動はお早めに！ 

受講可能です。 
授業開始５分前を過ぎて予約席に 
空きがある場合は受講可能です。 

当日席の空きは・・・ 

有 

事前登録をしていない方 

事前登録をした方 

無 

3



模 擬 授 業 一 覧模 擬 授 業 一 覧

学
部
等

授
業
番
号

授　業　題　目
対 象 学 科
コ ー ス 等

担 当 教 員 時　　間 会　　場  地図
番号

備　考
授　業　内　容

人 

文 

社 

会 

科 

学 

部

1

『メディアって何だろう』　僕らが
世界を知るために

現代社会学科
メディア文化メジャー 村上　信夫

　9:00～9：45 人文学部講義棟
1階15番教室

＊
12：30～13：15

僕らが知っていることの中で、自分で見て、経験した「事実」はどのくらいあるのだろうか？実は、ほんの僅か。殆どのことをテレビ
やインターネット、あるいは人の話など“メディア”を通じて知るといわれます。これはどんな意味を持つのでしょうか。この講座で
は、ワークショップを楽しみながら、「事実」を知る、「世界」を知る手がかりを探ります。

2

若者が選挙に行かないとどのよう
な不利益が生じるのか？

現代社会学科
国際・地域共創メジャー 馬渡　剛

9：00～9：45 人文学部講義棟
1階13番教室

＊
12：30～13：15

選挙権が 18 歳以上に引き下げられる一方で、若者の投票率の低さが課題となっています。若者が投票に行かないとどのような不利益
が生じるのか、そもそもなぜ投票率が低くなるのか、無党派層が増えた理由などについて解説します。

3

食べ物が買えない!!－フードデ
ザート（食の砂漠）って何？－

現代社会学科
国際・地域共創メジャー 田中　耕市

10：10～10：55 人文学部講義棟
1階13番教室

＊
13：40～14：25

新鮮な野菜や肉・魚を買って食べる・・・そのような当たり前な食生活を送れない場所が都市部で広がっており、健康を崩す住民も増
えています。食料品販売店が無い「フードデザート（食の砂漠）」と呼ばれるそのような地域はなぜ広がっているのか？地域社会とま
ちづくりの視点からその問題の原因と対策を考えます。

4

ブラック企業・ブラックバイトっ
て何だろう？―労働法入門―

法律経済学科
法学メジャー 鈴木　俊晴

10：10～10：55 人文学部講義棟
1階10番教室

＊
13：40～14：25

大学生になったら、憧れのアルバイトにもチャレンジして充実した大学生活を！と考えている人は多いはず。でも、ちょっと待って！
最近話題になっている、ブラック企業やブラックバイトのことを知っていますか？この講義では、実例も踏まえ、ブラック企業の特徴
や対処法などを解説しつつ、労働法への扉を開きます。

5

990円のジーンズがつくられるの
はなぜ？-グローバル経済と私た
ち

法律経済学科
経済学・経営学メジャー 長田　華子

　9：00～　9：45 人文学部講義棟
1階11番教室

＊
12：30～13：15

安くておしゃれなファッションブランド、「ファストファッション」。私たちが何気なく手にした洋服は、一体どこの国の、誰によって、
どのように生産され、手元に届いたのでしょうか。そしてなぜこんなにも安い価格で洋服を購入できているのでしょうか。本講義では、
グローバル経済と私たちの関係について考えます。

6

近代日本の探偵小説 人間文化学科
文芸・思想メジャー 谷口　基

10：10～10：55 人文学部講義棟
1階15番教室

＊
13：40～14：25

現代でも人気の高いミステリ文学は、かつて探偵小説と呼ばれていました。明治時代に海外から受けいれられた「謎を論理的に解明す
る」という、新しい小説のスタイルは、その後、他の国には見られないような独特の変化をしていきます。日本ならではのユニークな
歴史を持つ探偵小説について紹介します。

7

英語コミュニケーションに見られ
る英文法のからくり

人間文化学科
文芸・思想メジャー 岡崎　正男

10：10～10：55 人文学部講義棟
1階14番教室

＊
13：40～14：25

日常の英語運用に見え隠れする英文法のからくりについて具体例をもとに提示して、例の使用状況とともに英文法研究の一端にふれま
す。具体的には、① there 構文の特徴と実際の使用状況、②英語の名詞由来の動詞の意味と用法、③英語の文型と抑揚の関係の 3 点に
ついて講義します。

8

煙突にのぼった男―日本近現代史
への招待

人間文化学科
歴史・考古学メジャー 佐々木　啓

10：10～10：55 人文学部講義棟
1階11番教室

＊
13：40～14：25

日本中が不況の底に沈みこみ、失業者が街にあふれた 1930 年 11 月のある早朝。ひとりの男が固い決意を胸に、高さ約４０メートルの
煙突をよじ登っていった。彼の狙いは何なのか…。その運命やいかに…。実際に起こったユーモラスな出来事から、日本近現代史の実
像に迫ります。

9

心理学への招待 ―感情とストレ
スの心理学―

人間文化学科
心理・人間科学メジャー 宮崎　章夫

　9：00～　9：45 人文学部講義棟
1階10番教室

＊
12：30～13：15

心理学とはどのような学問なのでしょうか？私たちが経験する感情・ストレスの問題を素材にして、この学問の特徴を学びます。感情
やストレスについての知識を増やすことは、自分や他者の心を理解するための助けにもなるはずです。生理学などの近接領域との違い
にも注目しながら、心理学への理解を深めてみましょう。

8

＊同じ内容の授業を２回行います。

4
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10

英語科教科論（英語教員希望者の
ための英語指導練習の授業）

学校教育教員養成課程 
英語選修 齋藤　英敏 　9：00～　9：45 教育学部Ａ棟

5階A534番教室

「英語科教科論」は英語科二年生向けの授業で、英語教師になる準備として受ける最初の授業の一つです。この授業の目的は英語指導
に必要な基礎的知識・技能の育成です。今回は英語の絵本を授業で読み聞かせる練習をみなさんが実際に行い、最終的に発表をしても
らいます。授業は全て英語で行われます。

11
基礎デッサンの解説 学校教育教員養成課程

美術選修 島　剛 　9：00～　9：45 教育学部Ｃ棟
1階C101教室

美術の表現に必要な基礎的なデッサン力についての話をし、本学での授業の成果物を講評することで、観察と表現のポイントを理解出
来るようにします。

12

知的障害のある人の素朴な心を知
る

学校教育教員養成課程 
特別支援教育コース 新井　英靖 　9：00～　9：45 教育学部Ｂ棟

2階B203番教室

ドラマや小説に登場する知的障害者は、とても素朴な心をもっていることが多いです。実際にも、そうした人が多いのが事実ですが、
それでは知的障害のある人は、どのような心理で、何を考え、生活しているのでしょうか。授業では、彼らの素朴な心について紹介し
ながら、彼らが私たちに何を教えてくれるのかお話しします。

13
「教師」という仕事の魅力 学校教育教員養成課程

教育実践科学コース 佐藤　環 10：10～10：55 教育学部Ｂ棟
2階B203番教室

学校での主人公は、子どもたちです。教師とは、その子どもたちに日々接しながら、彼等の成長を支援する大切な仕事です。「教師」
というやりがいのある重要な仕事について、実態を踏まえながら略述していきます。

14

「のっぺらぼう」が綺麗な着物の女
性になった理由(わけ)

学校教育教員養成課程 
国語選修 増子　和男 10：10～10：55 教育学部Ｄ棟

1階D102番教室

目も鼻も口もない妖怪「のっぺらぼう」ですが、この妖怪は古くは大男とされていたものが、ある頃から突然「綺麗な着物を着た女性」
へと一変します。それは何故か？を「日中比較妖怪学」の立場から考えて行きたいと思います。「妖怪学」とは妖怪を考えた「人」に
ついて考える学問です。 ( ※本授業は高校生以上が対象です）

15
一筆書きのひみつ 学校教育教員養成課程

数学選修 松村　初 10：10～10：55 教育学部Ｂ棟
2階B204番教室

一筆書きができる図形とできない図形には、どんな違いがあるのでしょうか？実は、簡単に見分けることができます。数学を使って、
その方法を考えてみましょう。

16

動きを伝える仕組みを，模型をつ
くって学ぶ

学校教育教員養成課程
技術選修 堤　一郎

10：10～10：55 教育学部Ｂ棟
1階B104番教室

＊12：30～13：15

中学校技術・家庭科（技術分野）の「エネルギー変換」に関する内容を実践的に学びます。変換機器として、４本の部品から構成され
る「リンク機構」の仕組みを取り上げ、予め準備した紙製部品を組み立て，実際に動かしながら，力や運動伝達の仕組みを体験的に理
解します。

17

生活課題解決能力を育成する家庭
科

学校教育教員養成課程
家庭選修 野中美津枝 10：10～10：55 教育学部Ｂ棟

2階B209番教室

家庭科は、よりよく生きるために、生活課題解決能力を育成します。生活課題解決能力とは、具体的にどういうことなのか、演習を通
して具体的に考え、日々の生活問題を解決するための生活スキルと生活資源の活用について学びます。

18
成長発育のメカニズム 養護教諭養成課程 古池　雄治

10：10～10：55 教育学部Ｂ棟
3階B312番教室

＊
12：30～13：15

私たちの身長はどのように発育し、最終的な身長はどのように決定されるのでしょうか。身長発育に影響する因子には何があるのでしょ
うか。本講義では成長発育のメカニズムを概説します。

19
身近な化学プラスα 学校教育教員養成課程

理科選修 松川　覚 11：20～12：05 教育学部Ｂ棟
2階B204番教室

プラスチックや花火・電池・その他もろもろの仕組みについて実験を交えながら学んでいきます。
昼のひと時を楽しくどうぞ。
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12

11
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＊同じ内容の授業を２回行います。
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20

子どもの発達と教育 学校教育教員養成課程
教育実践科学コース 村野井　均 12：30 ～13：15 教育学部Ｂ棟

2階B209番教室

子どもは日に日に伸びてゆきます。子どもならではの面白い発想や不思議な発言の背景には、心の発達があります。教師は子どもの考
え方を知った上で、教育をしています。子どもの不思議な考え方をいくつか紹介して、教師という職業の魅力を知ってもらいます。

21

江戸時代の村と人 学校教育教員養成課程
社会選修 千葉真由美 12：30～13：15 教育学部Ｄ棟

1階D102番教室

「江戸時代の村と人」には、どのようなイメージがあるでしょうか？支配のあり方、村のまとまり、人の一生…村に残る史料を詳しく
見ていくと、意外なすがたを知ることができます。江戸時代のたくましい民衆のすがたについて学んでみましょう。

22

田中宏明ピアノ公開レッスン 学校教育教員養成課程
音楽選修 田中　宏明 12：30～13：15 教育学部Ｃ棟

4階C401番教室

はじめにピアノを学習する際の、高校生と大学生に共通するポイントを説明いたします。その後バッハとロマン派のピアノ曲を在学生
に演奏してもらい、学生の演奏が改善されてゆく過程を通じて日々の練習に役立つ具体的な奏法や楽曲分析の仕方を学びます。授業は
公開レッスン形式で行うため、聴講のための事前準備は不要です。

23

図画工作科内容研究 学校教育教員養成課程
美術選修 向野　康江 12：30～13：15 教育学部Ｃ棟

1階C101教室
見学のみ

教職科目「図画工作科内容研究」の授業です。模擬授業形態で「創作遊び」を実践します。30 分間は学習者の作品鑑賞を「お店屋さんごっ
こ」で実施します。実施後、学生間で意見を交わしながら、教師の指導のもと、授業の留意点を学びます。見学者の方は、「お買い物」
場面のときに鑑賞活動を一緒に楽しんでください。

理 
学 

部

24

自然の中にある数学を探す 理学科
数学・情報数理コース 鈴木香奈子

　9：00～　9：45 理学部D棟
1階第3講義室

＊
12：30～13：15

身近な自然現象の中には、数学的に表せるものが沢山あります。フィボナッチ数列と松ぼっくりの関係性はよく話題にされますが、も
う少し難しい数学を使うと、動物の体表の模様はどのように決まるか？なども説明できます。この授業では、いくつかの例を通して数
学と自然とのつながりを理解したいと思います。

25

電子物理入門　
　～More is different～

理学科　物理学コース
／学際理学コース 平賀　晴弘

　9：00～　9：45 理学部G棟
1階第8講義室 

＊
12：30～13：15

金属の電子は 1cc あたり 1022 個という高密度ながら光速の数十分の一に達する猛スピードで金属内を走り回りつつ、しかもある条件
下では「超伝導」や「強磁性」といった特殊な電子相へ劇的に変化します。微視的な世界を記述する量子力学に基づいて、現在の物理
学でそれらがどこまで理解できているか・いないかを紹介します。

26

天然物化学への招待 理学科　化学コース／
学際理学コース 佐藤　格

　9：00～　9：45 理学部K棟1階
インタビュースタ
ジオ ＊

12：30～13：15

天然の生物は様々な化合物を産生し、精緻な仕組みでこれらの化合物群を役立てています。天然物の合理性に学び我々の生活に役立て
ようとする天然物化学について講義を行います。

27
光の吸収と発光現象を見てみよう 理学科　化学コース／

学際理学コース 藤澤　清史
10：10～10：55 理学部D棟

1階第3講義室
＊13：40～14：25

現代社会において、私たちは、あらゆる場面で、様々な「光」に囲まれ、あるいは利用して生活をしています。ここでは、化学の立場
から、「光」に関係のある物質やその性質を一緒に考えていきたいと思っています。また、最新のトピックスにも触れたいと思います。

28

長生きの秘訣とDNA 理学科　生物科学コー
ス/学際理学コース 石見　幸男

10：10～10：55 理学部K棟1階
インタビュースタ
ジオ

＊
13：40～14：25

わたしたちの体を構成する細胞の多様な働きは、DNA（遺伝子）が適切に機能することによりはじめて達成されます。しかし、DNA
は齢を重ねることや外的要因によって傷つきます。その結果、細胞のがん化が起こり、細胞の機能が低下することで老化します。
DNA を傷つけない生活が、長生きに繋がることを解説します。

29

隕石からわかる太陽系の歴史
理学科　地球環境科学
コース／学際理学コー
ス

藤谷　渉
10：10～10：55 理学部G棟

1階第8講義室 
＊

13：40～14：25

太陽系に存在する地球や他の惑星はいつ、どのように誕生したのでしょうか？残念ながら、地球の岩石を分析してもその答えは得られ
ません。隕石は地球などの惑星の材料となった物質です。隕石に秘められた壮大な太陽系誕生の様子をお伝えします。

10

1

3

12

3

4

1

11

4

＊同じ内容の授業を２回行います。
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30

ワイヤレス通信における情報の運
び手、電磁波、物理法則を用いた存
在予言・実証・応用の歴史

メディア通信工学科 武田　茂樹 9：00～9：45 図書館３Ｆ
セミナールーム

「ファラデーの電磁誘導の法則」は、磁界の時間変化が電界を生み出すという、電気と磁気の相互作用を明らかにしました。しかしこ
の法則は磁界から電界への言わば”片側通行”でした。それでは、電界から磁界への言わば”戻り道”は存在するのでしょうか？実は、
この考察が電磁波存在の理論的予測を生み出しました。

31

生きるのにすごく大切なタンパク
質の形を見る方法 生体分子機能工学科 海野　昌喜 10：10～10：55 図書館３Ｆ

セミナールーム

生命にとって非常に大切なタンパク質。タンパク質といっても実に色々な形・大きさのものがあるのです。それらが生命活動の中で様々
な役割を担っています。細胞は顕微鏡で見ることができますが、その中に豊富に含まれる、細胞よりもずっと小さいタンパク質はどの
ようにしたら見ることができるでしょうか。

32

バーチャルリアリティの世界 情報工学科 石田　智行 11：20～12：05 図書館３Ｆ
セミナールーム

本模擬授業では、VR技術の歴史や最新技術を系統的に学び、その技術が我々の生活にどう入り込んでいるのか、そして、未来にどのよう
な可能性を持っているのかを紹介します。また、現在様々な分野で活用されているAR（拡張現実）技術やHMD（ヘッドマウントディスプ
レイ）技術によるアプリケーションも紹介します。

33

自動車用エンジン研究最前線！
～燃料着火の最先端科学～ 機械工学科 田中光太郎 12：30～13：15 図書館３Ｆ

セミナールーム

我々の生活に欠かせない自動車の心臓部であるエンジンの熱効率を50%以上にしようという研究が、日本の自動車メーカー及び大学の
協力のもと進められています。茨城大学工学部もそのプロジェクトに参画し、燃料の着火特性に視点を置いた研究を進めています。エン
ジン研究の最先端についてわかりやすく紹介します。

34

ガンダムはいつできる？-移動能
力からの考察- 知能システム工学科 福岡　泰宏 10：10～10：55 図書館3F

ライブラリーホール

ガンダムのように走り回る巨大ロボットは現在のテクノロジーで実現可能なのか？本講義では、歩行走行ロボットを専門とする研究者
の立場から、ガンダムの機構と制御に着目し、工学的に可能性を探ってみます。また、人型ロボット開発の現状も紹介します。※本講義は
知能システム工学科「知能システム入門」と同じ内容です。

35

建築をつくる・つかう・いかす事か
ら生まれる街の魅力 都市システム工学科 熊澤　貴之 12：30～13：15 図書館3F

ライブラリーホール

現在、建築をつくる・つかう・いかす事にまちづくりの視点を加味することで、新たな住まい方が生まれてきています。このような新しい
動向において、人々のアクティビティが増していく建築と街の魅力をお話します。

36

加速器がつくる中性子で観察する
機能性材料のミクロな構造 共通講座 小泉　智 13：40～14：25 図書館3F

ライブラリーホール

私たちの生活は様々な機能材料で支えられています。新しい材料を開発するには構造の観察が大切ですが、電荷を持たない粒子、中性
子線が利用できます。普段は原子核の内部にある中性子を最先端の加速器で自由な中性子に生まれ変わらせ構造観察に利用します。こ
の授業では、中性子のすばらしさ、茨城大学の試みを紹介します。

農 

学 

部

37

つながる微生物の不思議 食生命科学科 成澤　才彦 10：10～10：55 共通教育棟2号館
1階10番教室

生態系における微生物の役割は分解者だけでありません。生産者である植物ともつながっていますし、土壌中の小動物ともつながって
います。最新の研究では、微生物間の新しいつながりも明らかになってきました。本授業では、つながることで機能する不思議な世界
を紹介します。

38

田んぼの科学2016（入門編） 地域総合農学科 牧山　正男 12：30～13：15 共通教育棟2号館
1階10番教室

　皆さんが普段見慣れている水田（田んぼ）について，科学的に考えてみよう！という授業です。
　水田は，水をためる農地です。畑とは大きく違うその特徴が，なんと！地球温暖化をも含めた，様々な環境問題の解決に役立ってい
るのです。そうした水田の働きについて，この授業では特に水質浄化機能を中心に解説します。

39
オスの三毛猫はなぜ貴重なのか？ 食生命科学科 森　英紀 13：40～14：25 共通教育棟2号館

2階22番教室

昔からオスの三毛猫は出現がまれなことが知られており、また幸運を招くものとして珍重されてきました。なぜオスの三毛猫が貴重な
のかを動物遺伝学的にやさしく解説します。（キーワード　猫の毛色遺伝子、X 染色体性遺伝、X 染色体不活性化、染色体不分離）

9
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＊同じ内容の授業を２回行います。
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学部説明会・学部オリジナル企画学部説明会・学部オリジナル企画

学
部
等

時　　　間 学部説明会・イベント名・企画内容等 場　　　所 地図
番号

人
文
社
会
科
学
部

 9：00～ 9：45 人文社会科学部説明会（2･3年生向け） 講堂
10：10～10：55 人文社会科学部説明会（2･3年生向け） 講堂
12：30～13：15 人文社会科学部説明会（2･3年生向け） 講堂
13：40～14：25 人文社会科学部説明会（2･3年生向け） 講堂

 9：30～15：30 人文社会科学部相談コーナー 人文学部講義棟2階25演習室（入試相談） 
人文学部講義棟2階26演習室（学生相談）

教  

育  

学  

部

 9：00～ 9：40 教育学部説明会（2・3年生向け） 教育学部D棟1階D101教室/2階D201教室
11：20～12：00 教育学部説明会（2・3年生向け） 教育学部D棟1階D101教室/2階D201教室
13：40～14：20 教育学部説明会（2・3年生向け） 教育学部D棟2階D201教室
 9：30～15：30 教育学部在学生による相談コーナー 教育学部B棟2階B205教室
10：00～14：00 教育学部教員による相談コーナー 教育学部B棟2階B207教室

 9：30～15：00 養護教諭養成課程　まるごと模擬体験！
～養教４年間の紹介と在学生による相談コーナー～ 教育学部B棟3階B311教室

10：00～10：40 
（展示9：00～15：00） 教育学部美術選修説明会・学生作品展示 教育学部C棟1階C101教室 

（展示はC棟1階C101,C111,C112,C116教室で実施）

理  

学  

部

 9：00～ 9：40 理学部説明会（2・3年生向け） 理学部C棟1階第9講義室および
理学部C棟2階第10講義室

11：20～12：00 理学部説明会（2・3年生向け） 理学部C棟1階第9講義室および
理学部C棟2階第10講義室

13：40～14：20 理学部説明会（2・3年生向け） 理学部C棟1階第9講義室および
理学部C棟2階第10講義室

 9：00～15：00 各コースの研究紹介（パネル展示） 理学部B棟1階玄関
 9：30～11：30
12：30～14：30 理学部相談コーナー 理学部B棟1階学生ラウンジ

10：00～14：00
サイエンスショー

（数学･情報数理コース、地球環境科学コース、生物科
学コース）

数学･情報数理コース：理学部C棟1階共通学生学習室
地球環境科学コース：理学部C棟1階共通学生実験室
<物理学>
生物科学コース：理学部C棟1階共通学生実験室<化学>

10：00～、10：30～ 
11：00～、11：30～ 
13：00～、13：30～

理学部施設探検（化学コース） 集合場所：理学部D棟1階第1講義室

工  

学  

部

 9：00～ 9：40 工学部説明会(2・3年生向け) 図書館3階ライブラリーホール
11：20～12：00 工学部説明会(2・3年生向け) 図書館3階ライブラリーホール
13：40～14：20 工学部説明会(2・3年生向け) 図書館3階セミナールーム
9：30～15：00 工学部学科相談コーナー 図書館2階グループ学習室S1、S2、S3、S4
9：30～15：00 工学部入試相談コーナー 図書館2階グループ学習室L4
9：30～15：00 様々な金属に触ってみよう 図書館2階グループ学習室L1

9：30～15：00 人とロボットの目のしくみ（ペッパー君も登場！） 図書館2階グループ学習室L3

農
　
学
　
部

9：00～9：40 農学部説明会(2・3年生向け) 共通教育棟2号館1階10番教室

11：20～12：00 農学部説明会(2・3年生向け) 共通教育棟2号館2階10番教室

13：40～14：20 農学部説明会(2・3年生向け) 共通教育棟2号館2階10番教室

9：00～14：30 研究紹介コーナーおよび学生による研究紹介コー
ナー 共通教育棟2号館1階11番教室

各学部の説明会は2・3 年生向けと記載していますが、1 年生も保護者の方も参加可能です。
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◎保護者の方への説明会 

 保護者の方の「もっと知りたい」にお答えするために，
保護者の方を対象とした説明会を開催いたします。 
 本学の入試概要・修学支援制度・就職状況・学生生活な
どについてご説明します。是非この機会にご参加ください。 

開催時間 11：00 ～ 12：00 
開催場所 茨苑会館 第７集会室 
         （地図番号：⑭）      

◎高等学校の先生のための懇談会 

 本学の入試等についての説明及び今後のオープンキャ
ンパスの在り方等について懇談させていただきます。 

  当日参加可能です。どうぞお気軽にご参加いただき  
有意義な懇談にしたいと思います。 

◎高校１年生向け説明会 

開催時間 13：30 ～ 14：30 
開催場所 茨苑会館 第７集会室 

        （地図番号：⑭）       

 大学ってどんな場所なんだろう？ 

 やりたいことはどの学部でできるんだろう？ 

高校生になったばかりの１年生の方向けの 
説明会を開催します。 

 これからの進路選択にお役立てください。 

開催時間 ９：00 ～ ９：40 
     10：10 ～ 10：50 
     11：20 ～ 12：00 
     12：30 ～ 13：10 
開催場所 茨苑会館 第７集会室（地図番号：⑭） 

  ※ 11：20 ～ 12：00 のみ 
      講堂（地図番号：⑦）で実施します。        
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保護者のための就活講座 
 －大学と保護者でつくる就職支援－ 

今の大学生の就職活動は大きく様変わりしています。

この講座では、「就活」の実情や就職状況を紹介するとともに、本学の
就職支援体制にふれながら、保護者と連携した就職支援の在り方について
考えてみたいと思います。

「親の背中」がみえにくい時代にあって、若者がどうやって働くことを
意識していくのか、大学受験のその先を親子で話すキッカケになれば幸い
です。そのことが、一番に大切と思います。ご参加をお待ちしております。

                      学生就職支援センター

開催場所 ： 図書館２F リフレッシュルーム（地図番号：⑨） 
開催時間 ： 午前の部  10：00～11：00 、午後の部 13：３0～14：３0 
内  容 ： 講 義（15分）「茨城大学の就職支援体制と学生の就職状況」松坂センター長 
       体験談（20分×２名） 就職内定者学生の体験談 ２名 

  「茨城学」って何ですか？ 
           （茨城弁では…なんだっぺ？） 

               「地域」から「世界」へ…「岡倉天心」を題材にして 
 
 茨城大学には、１年生必修の地域志向教養科目「茨城学」があります。 
 今日は、「くもりガラス」の不思議な教室で「茨城学」を体験しましょう!! 
 「岡倉天心」にガツンと近づく講話に続き、この春入学した先輩たちの 
地域活動報告、グループディスカッションなど… 
 ４０分に濃縮したスペシャル「茨城学」に参加して 
一期一会の「生きた学び」の場を一緒に創りましょう!! 
 
会場 共通教育棟２号館４階（地図番号：⑤） 
    ４７番教室 「くもりガラス」教室 
 
時間 １回目 １０：１０～１０：５０ 
    ２回目 １１：２０～１２：００ 
 

◆模擬授業タイムテーブル◆ 
 
２０分「岡倉天心」に近づく（講義） 
    先輩たちの活動報告 
  ⇩ 
 ５分 振り返り用紙記入 
  ⇩ 
 ５分 グループディスカッション 
  ⇩ 
 ５分 講師とのディスカッション 
  ⇩ 
 ５分 まとめ 
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リケジョ・カフェ＠茨大 

《理・工・農学部進学を目指す女子の応援企画》 
 リケジョのための相談会を行います。（随時実施） 
 リケジョの大学生活やリケジョの活躍を紹介します。（随時実施） 
 リケジョによるトーク・カフェを行います。  

   （①１０：００～  ②１３：００～ １５分程度） 

  時間  ９：００～１５：３０の間で、ご希望の時間にいらしてください。 
  場所  図書館１階共同学習エリア（地図番号：⑨） 
       飲み物持ち込み可、入退場自由 
  

 応援します！理系女子 

企画：茨城大学ダイバーシティ推進室 

事前受付不要！ 

＜ 理系女子＞ 

企画：留学生センター 

茨城大学から海外に留学できる各種制度（協定校との交換留
学や海外研修プログラム等）についてご説明します。

また、海外留学を経験した茨城大学の先輩達の体験談につい
ても聞くことができます。

ぜひこの機会にお気軽にご参加ください。

開催時間   ９：００ ～ １５：３０       

開催場所  図書館１階 共同学習エリア 
            （地図番号：⑨） 
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●開催時間 
① 9：00～   9：15 
②10：00～10：15 
③11：00～11：15                  
④14：00～14：15 
 
＊上記時間以外でも 
   ご希望により 
   ツアーを行います。 
   カウンターに 
   お申し出ください。 
 （～15：00まで） 

図書館は増改築工事を行い、平成26年4月にリニューアルオープンしました。 
 

学習場所として多くの学生が利用しています。 
 

蔵書数は約50万冊あり。高校の図書室とは蔵書数も建物の広さもかなり違います。 
 

図書館では閲覧室や書庫などを回るツアーを実施します。ぜひご参加ください。

茨城大学図書館キャラクター 
「わらづと君」 

集合場所 
図書館1F正面入り口 

新しくなった茨城大学図書館を探検してみよう！ 
 

図書館ツアー開催中！ 

 フロンティア応用原子科学研究センター企画 体験授業 （地図番号：③） 

理学部Ｄ棟1階第２講義室 1回目：11:00〜12:00, 2回目：13:30〜14:30 

原子や電子はどこにいる？ 
〜 物質の姿を量子ビームで探る 〜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農学部 

工学部 

理学部  
人文学部  
教育学部 

結晶の写真を撮る！ 
原子や電子の居場所を知る！ 

そして物質を科学する！ 

J-PARCやKEKの量子ビームで 
物質を探る量子線科学 

フロンティア応用原子科学研究センター 
（東海村・いばらき量子ビーム研究センター） 
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こんなコーナーもあります！こんなコーナーもあります！
宇都宮大学・福島大学ブースの案内宇都宮大学・福島大学ブースの案内

宇都宮大学・福島大学の進学相談ブース
もあるよ！気軽に立ち寄ってね！
場所　図書館２階サイレントルーム
　　　　　　　　　　　　（地図番号：⑨）

大学生活相談コーナー
☆茨城大学のスタッフが あなたの疑問にお答えします！

○奨学金は申し込める？授業料の減免は？
○学生寮には入れる？
○留学できる国と大学は？　など

場所　図書館１階 共同学習エリア
　　　　　　　　　　（地図番号：⑨）

選抜要項が欲しい人は正門入口の資料配布場所　　　　　　   に来てね！

過去問配布・閲覧コーナー

場所　図書館１階
　　　　インフォメーションラウンジ
　　　　　　　　　（地図番号：⑨）

入試の過去問題を
見に行こうかな？

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●茨大生による相談コーナー 
受験、授業、一人暮らし、サークル活動など皆さんが 

気になっていることを聞いてみよう！ 
 実施場所：図書館１階共同学習エリア（地図番号：⑨）   

実施時間：９：００～１５：３０ 

 

●茨大生によるキャンパスツアー 
この広いキャンパス内、どう回ったらいいか迷いますよね？ 

そんな時は茨大の先輩に案内してもらっちゃおう♪ 
 実施場所：共通教育棟１号館前で受付（地図番号：⑥）   

実施時間：９：００～１５：３０ 

 

●サークルパフォーマンス 
サークル有志によるパフォーマンスを行います！ 

大学生活の一角を占めるサークル活動をぜひご覧あれ！ 
 実施場所：教育学部 A 棟脇（地図番号：⑬）        

実施時間：１０：３０～１５：００ 

 

●スタンプラリー 
キャンパスを巡ってクイズに答えよう！ 

全てのスタンプを集めたら、茨大グッズをプレゼント！ 
 実施場所：図書館１階サザコーヒー横（地図番号：⑨）   

実施時間：９：００～１５：３０ 
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茨城大学オープンキャンパスタイムテーブル茨城大学オープンキャンパスタイムテーブル

30 30 30 30 30 30

人 文
社 会 科

学 部

教 育 学 部

理　学　部

工　学　部

農　学　部

学 生 企 画

アドミッション

センター企画

その他企画

11：00～12：00　保護者の方への説明会 13：30～14：30　高等学校の先生のための懇談会

9：30～15：30　人文社会科学部相談コーナー

9：30～15：30　教育学部在学生による相談コーナー

9：30～15：00　養護教諭養成課程　まるごと模擬体験！～養教４年間の紹介と在学生による相談コーナー～

10：00～14：00　教育学部教員による相談コーナー
10：00～10：40 教育学部美術選修説明会・学生作品展示（学生作品展示は9：00～15：00）

9：00～9：40
教育学部説明会（2・3年生向け） 教育学部説明会（2・3年生向け）教育学部説明会（2・3年生向け）

11：20～12：00   13：40～14：20

9：00～9：40
理学部説明会（2・3年生向け） 理学部説明会（2・3年生向け）理学部説明会（2・3年生向け）

11：20～12：00   13：40～14：20

9：00～9：40
工学部説明会（2・3年生向け） 工学部説明会（2・3年生向け）工学部説明会（2・3年生向け）

11：20～12：00   13：40～14：20

9：00～9：40
農学部説明会（2・3年生向け） 農学部説明会（2・3年生向け）農学部説明会（2・3年生向け）

11：20～12：00   13：40～14：20

9：00～15：30　茨大生による相談コーナー
9：00～15：30　茨大生によるキャンパスツアー
9：00～15：30　スタンプラリー

10：30～15：00　サークルパフォーマンス

9：30～15：00　工学部学科相談コーナー
9：30～15：00　工学部入試相談コーナー
9：30～15：00 　人とロボットの目のしくみ（ペッパー君も登場！）　
9：30～15：00　様々な金属に触ってみよう

9：00～14：30　農学部相談コーナーおよび学生による研究紹介コーナー

10：00～10：30 11：00～11：30 13：00～13：30
10：30～11：00 11：30～12：00 13：30～14：00

施設探検（10：00～、10：30～、11：00～、11：30～、13：00～、13：30～）

9：00～15：00　各コースの研究紹介：パネル展示

9：30～11：30　理学部相談コーナー 12：30～14：30　理学部相談コーナー
10：00～14：00　サイエンスショー

10：00～11：00　保護者のための『就活』講座

図書館ツアー（約15分）
9：00～9：15 11：00～11：1510：00～10：15 14：00～14：15

9：00～15：30　大学生活相談コーナー・留学生センター国際交流留学案内

                        10：10~10：50、11：20～12：00　「茨城学って何ですか？」
11：00～12：00、13：30～14：30　フロンティア応用原子科学研究センター体験授業「電子の姿を量子ビームで探る」

9：30～15：00　宇都宮大学・福島大学進学相談ブース

13：30～14：30　保護者のための『就活』講座

9 :00～15：30　リケジョカフェ＠茨大　応援します！理系女子

9：00～9：45
人文社会科学部説明会（2・3年生向け）

10：10～10：55
人文社会科学部説明会（2・3年生向け）

人文社会科学部説明会（2・3年生向け）
12：30～13：15

13：40～14：25
人文社会科学部説明会（2・3年生向け）

9：00～9：45 模擬授業  10：10～10：55模擬授業   12：30～13：15 模擬授業   13：40～14：25 模擬授業

9：00～9：45 模擬授業  10：10～10：55模擬授業   12：30～13：15 模擬授業  11：20～12：05 模擬授業

9：00～9：45 模擬授業   10：10～10：55模擬授業   12：30～13：15 模擬授業   13：40～14：25 模擬授業  11：20～12：05 模擬授業

  10：10～10：55模擬授業   12：30～13：15 模擬授業   13：40～14：25 模擬授業

9：00～9：40
高校一年生向け説明会

10：10～10：50
高校一年生向け説明会 高校一年生向け説明会

12：30～13：10
11：20～12：00

高校一年生向け説明会（講堂）

9：00～9：45 模擬授業   10：10～10：55模擬授業   12：30～13：15 模擬授業  13：40～14：25 模擬授業

9：00～ 10：00～ 11：00～ 12：00～ 13：00～ 14：00～ 15：00～

9：00～ 10：00～ 11：00～ 12：00～ 13：00～ 14：00～ 15：00～

各学部の説明会は2・3 年生向けと記載していますが、1 年生も保護者の方も参加可能です。
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