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【ご来場の皆様へ】本日はご来場いただきありがとうご
ざいます。本学はキャンパスが広く、天候によっては見学
途中で体調をくずされる可能性があります。水分をこま
めにおとりいただき、体調管理には十分お気をつけくだ
さい。本冊子P2にカフェテリア・自動販売機など休憩所
の場所を記しています。なお、万が一ご気分が悪くなっ
た時は、お近くのスタッフにお声がけいただくか、入学セ
ンター（06）6730-1124（直通）にご連絡ください。
■発行：近畿大学入学センター

場所の数字は位置確認用にP2 Campus Mapの図表番号と対応しています。

全学部の質問（短期大学部を含む）にお答えします。入試や学生生活のことなど、
何でもご相談ください。また、在学生による相談コーナーも設置しています。

在学生による相談
キャンパスライフや受験対策など、在学生に聞いてみよう。

学部相談

入試・保護者相談
全学部に関する事や、入試に関する最新情報、保護者の方からの
ご相談はコチラへお越しください。

学生生活の気になること何でもご相談ください！
オリジナルグッズをご用意してお待ちしております。

学生生活についての相談
キャンパスライフや奨学金に関するご相談にお答えします。

就職支援についての相談
高い就職実績をあげる近畿大学キャリアセンターのスタッフが
質問にお答えします。

留学についての相談
近畿大学は世界各国の大学と提携しています。
大学で留学したいと思っている方はこちらへお越しください。
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今後のオープンキャンパス日程

アンケートにお答えいただいた方に

近畿大学
オリジナルグッズ
プレゼント!

近畿大学
オリジナルグッズ
プレゼント!

8月25日（土） 8月26日（日） 
9月30日（日）  
※いずれも11:00～16:00  ※受付10:30～

できたてホヤホヤの大学案内・学部案内や過去問題集・
入試問題（実物）・就職案内などの資料があります。

知りたい事、分からない事
何でも相談してみよう！

東大阪キャンパス
    全学部対象
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近畿大学近畿大学

5階………洋図書
4階（奥）…雑誌・旅行ガイド
4階………和図書（社会・人文科学）
3階（奥）…新聞（全国紙・地方紙・外国紙）
　　　　　資格・就職関連図書
3階………和図書（自然科学・工学・芸術）

中央図書館中央図書館

バーコードは本日限り有効です
入口ゲートにかざすとゲートが開きます

閲覧室の入口は3階です。
注意

C4フロアガイド

2012

F4 11月ホール 1F・2F小ホール
11:00～16:00

F4 11月ホール 2Fロビー
11:00～16:00

F4 近大アベニュー
11:00～16:00

・・・・・ P7・・・・・ P7

法学部／経済学部／経営学部／文芸学部／総合社会学部／理工学部／
建築学部／薬学部／農学部／医学部／生物理工学部／工学部／
産業理工学部／短期大学部

（東大阪キャンパス）

11:00-16:00
7/227/22日
2012年 Touch

!

近大マグロ 祭
いま話題の近大マグロ 
もやってくる（試食）

オープン
キャンパスだ

け！

図書館閲覧室
が

見学できます
！！

学生生活や大学のこと
何でも気軽に相談してね。

各種相談コーナー

資料配布コーナー ぜひ、
立ち寄ってね！

◎生協プレゼンツ学生生活相談コーナー◎生協プレゼンツ学生生活相談コーナー

やっぱり気になる下宿のこと。ひとりぐらしを長年サポートしてきた
不動産屋さんによる住居案内ツアーを実施します。

A4 西門
11:00～16:00

◎近畿大学推薦店による住居案内ツアー◎近畿大学推薦店による住居案内ツアー
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記念会館
クラブ
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A館

ブロッサム
カフェ

E館

アート館
ガラス館

36号館

37号館

16号館

22号館

11号館

大学南グラウンド

近鉄大阪線長瀬駅
JRおおさか東線JR長瀬駅

30
号
館

守衛室

守衛室

交番

南
東
門

西 門

東
門
受
付

北テニスコート

ガスト

近鉄奈良線
八戸ノ里

信号

C
館D

館
B
館

信号 信号 信号 八尾

近大シアター
（休憩所）

38号館

19号館

20号館 33号館

10号館

原子力研究所
本館

近テレ

１８号館

21号館

駐輪場

守衛室

※受付では、お身体の不自由な方への優先窓口を設けて
　おりますので、お気軽に受付スタッフへお声がけください。

近
大
ア
ベ
ニ
ュ
ー

ミスト

15号館

薬用植物園

E
キ
ャ
ン
パ
ス

情報処理
教育棟
(KUDOS)

Eキャンパスグラウンド
（人工芝グラウンド）

近大ミスト
大作戦！

　　ドライミストでエコ
　　　に熱中症対策！休
　　　憩所または飲食
　　スペースとしてご  
　利用ください。またこ
ちらではお弁当販売も
おこなっています。

11月ホール
相談コーナー
資料コーナー

近大マグロ
試食会場

インフォメーション

39号館
（薬学部）

1～11F 31号館

南
　
門

とことん選んで、キミの知りたい！を完全制覇。どんどんプログラムに参加しよう！とことん選んで、キミの知りたい！を完全制覇。どんどんプログラムに参加しよう！

英語村Ｅ3【e-cube】
ドリンク：11:00～16:00
  フード：12:00～14:00

売店・コンビニ
11:00～16:00

ブロッサムカフェ

11:00～16:00 ●すき家●セブンイレブン
●ボウルキッチン●モスバーガー

@KUDOS GREEN
SIDE CAFE
11:00～16:00
GUESTシールを貼った
人だけの限定サービス

※売り切れ次第終了します。

アイス・ホットコーヒー、焼きたてパン類
特別プライス100円

Ｅキャンパス
グラウンド

英語村Ｅ3

【e-cube】

原子力
研究所

カフェテリア
ノーベンバー
11:00～16:00 
※ラストオーダー15:00

KURE
11:00～16:00
※ラストオーダー15:00

不倒館
～近畿大学創設者
   世耕弘一記念室～

※P7に入館用
　バーコードがあります。

中央図書館

キャリアセンター

共同利用センター
総額約25億円の最先端研究機器が
ギッシリ。教員や学
生、また学外から
の研究にも広く活
用されています。

語学センター

情報処理
教育棟
(KUDOS)

クラブセンター・
50mプール

A1 B2　　　　　　などの記号は位置確認用にCampus Mapの図表番号と対応しています。

目の前に広がる壮大なキャンパス。行きたい場所はこのMapで検索！目の前に広がる壮大なキャンパス。行きたい場所はこのMapで検索！

11月ホール 地下1F

2
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近畿大学へ
ようこそ！ これが

、

本日の

キャンパスマ
ップ

最新の設備と施設を公開！

施設見学
11:00～16:00（随時）

昼食・休憩にご利用下さい

FOOD

当たりが出れば
ソフトクリームプレゼント！

11月ホールで
大学の資料が
入手できる！

英語村で
ネイティブ

スタッフと遊ぼう！

B館では
ミニ講義などを

実施！

広大な敷地の
Eキャンパス
グラウンド

近大アベニューでは
キャンパスツアーほか
いろいろ受付！

本日限定！ 
近大LUNCH
販売中！

パウダールーム
ゆっくり化粧直しをしたり、
ソファでくつろいだりできる
女性専用スペースです。

近大の顔・西門！

時　間 会　場項目

AO入試説明  工学部/産業理工学部
高1・2年生にもオススメ！　近畿大学合格のための夏の英語学習法
講師／白石　よしえ 准教授

イ
ベ
ン
ト

大
学

情
報

説
明
会

英
語

対
策
特
別

講
座

建築

B3
J4
F4
B2

F4

B3
F4
F5
F4
H4

D2

H4
F4
D2
H4

F4

H4

B3

F5
G5
F4
G5
F4
F4
E3
B6
E3
H3

G3

G3
H4
H3
H5
F4
H5
H5
I4
I4
I4
G5
H4
G5
H4
H4
H4

F4

J3

H4

F4

西門前
Eキャンパスグラウンド
11月ホール地下1Fカフェテリアノーベンバー

11月ホール　1F
11月ホール　2Fロビー
西門
近大アベニュー（受付）
38号館 2F
11月ホール　大ホール
B館 101・201教室

B館 301教室
11月ホール　大ホール
20号館 20-1教室
B館 402教室

B館 204教室

B館 203教室
B館 101教室
B館 101教室
B館 201教室
38号館 1Fロビー・5F・6F・10F
ブロッサムカフェ3F 多目的ホール
近大アベニュー（受付）
ブロッサムカフェ3F ルームA

18号館 2F法廷教室

学
部
別
プ
ロ
グ
ラ
ム

P3

P7 

P3 

P5 

P4 

P5 

P6 

P5 

P6 

P2
P4 

P3 

内　容
オープニングセレモニー
スポーツフェスティバル
近大マグロ 祭
英語村E3【e-cube】　ネイティブスタッフと英語で遊ぼう！

見
学

ク
ラ
ブ

英語村E 【e-cube】3

法

経済

理工
経営

建築

薬

文芸

農

生物理工

産業工
産業

総社

施設見学
近大オールスターズとゆくキャンパスツアー

絞り染め体験

ドラコミ卒業制作作品発表
オリジナル缶バッジを作ろう
実技入試（デッサン）指導
作品展示会
近大オールスターズと見に行こう！ 研究室見学
全学科相談コーナー and AO入試相談コーナー

総合社会学部体験イベント
ミニ講義（5講義）
体験イベント
ミニ講義（1講義）
体験イベント
ミニ講義（1講義）
ミニ講義（1講義）
ミニ講義（1講義）

建築学部のすべてがわかる「It’s a ケンチク world」
近大オールスターズと見に行こう！ 研究室見学
ミニ講義（1講義）
模擬薬局で調剤を体験しよう！
創薬体験実験　身近な薬でがん細胞をやっつけろ！
生薬展示コーナー　学んで・見て・体験する漢方医学～薬の原点は草根木皮～
薬草園見学
ミニ講義（1講義）

ガラスアートを体験しよう

ミニ講義（6講義）

バレーボール部　練習試合　
バスケットボール部　練習試合　近畿大学VSきんでん
自動車部　レーシングカー展示
クラブ・サークル紹介イベント
文化系クラブ展示会（写真部・広告研究会・陶芸部・美術部二十一世紀会・鉄道研究会・華道部・華道花心部）

経済学部開設10周年シンポジウム
ミニ講義（1講義）
ミニ講義（4講義）
オープンラボ

憲法って何だろう？民主主義って何だろう？ ～法教育の実践プログラム～

ミニ講義（2講義）

近大学就職力！（キャリアセンター）
集中力をアップさせる食事と生活　講師／吉川 賢太郎 准教授（農学部 食品栄養学科）
進路決定のポイントと受験に向けての心構え（入学センター）

各種相談コーナー （学部相談、入試・保護者相談・在学生による相談など)
資料配布コーナー
近畿大学推薦店による住居案内ツアー
生協プレゼンツ学生生活相談コーナー
近大シアター（休憩所）

入試概要説明（全会場同一内容）

近大まるわかり講座　～実学への取り組み～（全会場同一内容）

11:00～11:15
11:00～16:00
11:00～16:00
11:00～16:00

11:00～16:00

11:15～11:45

13:00～14:00

11:25～11:55
12:10～12:40
11:15～11:45
12:10～12:50
13:10～13:50
12:10～12:50

12:10～12:50
13:10～13:50
1講義約40分
12:10～12:50
13:10～13:50
1講義約40分
13:10～14:40
12:10～12:50
1講義約40分
11:00～16:00

1講義約40分

20号館 20-1教室

11月ホール　大ホール

近大アベニュー（受付）

39号館 1F
薬用植物園
39号館 201教室
C館　C-6教室

アート館
B館 1Fロビー
C館 C-1教室
A館 2F・KUDOS
近大アベニュー（受付）
A館 101・102教室
A館 203・205教室
G館 SIS3・4教室
G館 1F
G館 202・401教室
ブロッサムカフェ2F
B館 301教室
ブロッサムカフェ2F
B館 301教室
B館 402教室
B館 402教室
　 ～      各施設
近大アベニュー（受付）

B館前

 

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

11:00～16:00

12:10～12:50
13:00～16:00
13:00～14:00
14:30～16:00
13:00～16:00

11:00～16:00

ガラス館

1講義約40分

1講義約40分
11:00～16:00
13:10～13:50

12:10～12:50
14:10～14:50
13:10～13:50

13:00～15:00
13:00～16:00
11:00～16:00
13:00～15:00
11:00～16:00

H4

記念会館

近大アベニュー



進路決定のポイントと
受験に向けての心構え
進路決定のポイントと
受験に向けての心構え

場所の数字は位置確認用に P2 Campus Map の図表番号と対応しています。
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近大アベニューF4場所

13:00～15:00時間

西門前B3場所

11:00～11:15時間

11月ホール大ホールF4場所

11:00～16:00時間

11月ホール 1FF4場所

12:10～時間

11月ホール 大ホールF4場所

11:10～11:40時間

20号館 20-1教室D2場所

11:２0～11:５0   12:10～12:40
14:10～14:40

時間

11月ホール 大ホールF4場所

12:10～12:40時間

B館 402教室H4場所

12:10～12:50時間

B館 204教室H4場所

12:10～12:50時間

B館 204教室H4場所

14:10～14:50時間

B館 204教室H4場所

13:10～13:50時間

38号館 2FF5場所 11:00～16:00時間

ブロッサムカフェ 3F 多目的ホールG5場所

11:00～16:00時間 ブロッサムカフェ 3F ルームAG5場所

14:10～14:50時間

松岡 聡 准教授講師

B館 101教室H4場所

11:10～11:40時間

20号館 20-1教室D2場所

13:10～13:40　時間

英語村3【e-cube】B2場所 11:00～16:00時間

EキャンパスグラウンドJ4場所 12:00～16:00時間

勉強はもちろん、クラブや
サークルも大学生活の魅
力！いろいろな部の活動内
容をご紹介します。

クラブ・サークル紹介イベントクラブ・サークル紹介イベント

自動車部レーシングカー展示
B館前H4場所 1１:00～16:00時間

全日本ジムカーナ選手権大会で２年連続日本一
に！車に興味のある方はぜひ見に来てください。先
輩学生たちが質問にお答えします。

自動車部レーシングカー展示

記念会館J3場所

13:00～16:00時間

近畿大学VSきんでん

近畿大学のホットニュースをはじめ、テレビで
紹介された映像を放映します。また、休憩所と
してもご利用いただけます。

近大シアター（休憩所）近大シアター（休憩所）

A館前H5場所 1１:00～16:00時間

写真部・広告研究会・陶芸部・美術部二十一世紀
会・鉄道研究会・華道部・華道花心部が日ごろの活
動をご紹介します。

文化系クラブ 展示会文化系クラブ 展示会

● 講師／白石 よしえ准教授

大手予備校の人気講師でもある白石よしえ准教授が、近畿大学
入試の英語で高得点を取るための学習ポイントを伝授します。

新 高1・２年生にも
オススメ！

近大英語学習法近大英語学習法
入試準備ON！

就職支援の内容と強い就職力につい
てキャリアセンターから説明します。

進路ってどう決めればいい？受験勉強ってど
うしたらいい？受験に向けて心得ておくべきポ
イントを入学センターから
説明します。

成人病の概念は、この疾患への罹患はある程度やむ
を得ないものであり、疾患の発生を予防する事は出
来なくても、それによって死亡しないために、一定の
年齢になった段階で早期発見・早期治療を行うこと
が効果的であることでした。ところが、多くの研究か
ら、成人病の発症には生活習慣が深く関与している
ことが明らかになり、生活習慣を改善することによ
り、いわゆる生活習慣病の発症と進行を予防出来る
ことがわかりました。

●講師／吉川賢太郎准教授

集中力をアップさせる
食事と生活
集中力をアップさせる
食事と生活

（全会場同一内容）

（各回同一内容）

近年の研究成果や教育への取り組みなどを、外部からの評価も交え
てご紹介します。また「特待生制度」「奨学金」「就職」などについても
詳しくご説明します。保護者の方はもちろん、受験生の方も必聴です。

簡単なようでむずかしいAO入試。
面接の雰囲気や対策などを、担当
教員などから聞いてみよう！

B館 301教室D2場所

11:10～11:40時間

B館 201教室H4場所

11:10～11:40時間

（全会場同一内容）

近大アベニュー（受付）F4場所

11:00～16:00
(最終出発は15:30頃)

時間

11:00以降60分ごとに出発
(最終出発は15:00)のみ

薬
定員／各回60名

先輩たちの楽しいガイドで、学生が勉強・研究してい
る、普段は見ることのできない各学部の施設などを、
たっぷり見学してまわります。数々のオリンピック選
手を輩出した50m・8コースの室内プールをはじめ、
クラブ・サークルの見学も！
※都合により、見学できない施設もあります。

近大オールスターズとゆく
キャンパスツアー
近大オールスターズとゆく
キャンパスツアー

記念会館J3場所

近畿大学VS関西学院大学

近畿大学VS中京大学

バスケットボール部 
練習試合
バスケットボール部 
練習試合

11:30～13:00時間

13:00～14:30時間

プログラ
ム

内容紹介

※試食会の数量には限りがあります。
　あらかじめご了承ください。

個性豊かなネイティブスタッフが、趣
向を凝らしたさまざまなアクティビ
ティで皆さんをお出迎え。カフェスタ
イルで、遊びながら楽しく英語が学
べます。

自由に参加できるスポーツイベントです。人工芝
グラウンドで大学のクラブを体験してみよう！　
※雨天中止

全日本吹奏楽コンクール通算27回
出場、その内19回金賞を受賞した吹
奏楽部と、伝統ある応援部によるセ
レモニーで、みなさんをお出迎え。

オープニングセレモニーオープニングセレモニー

スポーツフェスティバルスポーツフェスティバル

入試概要説明入試概要説明 近大まるわかり講座近大まるわかり講座
～実学への取り組み～～実学への取り組み～

AO入試説明AO入試説明

世界初の完全養殖クロマグロ・近大マグロ のレプリ
カや、研究成果などを展示しています。メディアにも
取り上げられた映像も用意していますので、ぜひお
立ち寄りください。

12:00～
13:00～
14:00～
15:00～

アクティビティプログラム
バナナスムージーを作ろう！
スポーツクイズ
ミッキーを描いてみよう
他

ラクロスでシュート・キャッチボール体験（ラクロス部）
目指せ無回転！フリーキックチャレンジ（サッカー部）
でるか！？160キロ！ピッチング体験（硬式野球部）
アメフトのボールで遊ぼう！（アメリカンフットボール部）
フライングディスク体験（フライングディスク部）

●

●

●

●

●

実
施
項
目

任天堂Wii  を使ったクラブ体験ができます。R

迫力の大画面「近テレ」　　 がスポーツフェスティバルのサテライト会場に!B4

近大マグロ 祭

いま話題の
近大マグロ の試食会実施！

近大を楽しもう。

イベント

保護者の方も
ご参加ください！

特別講座

近大ってこんな大学。

大学情報

近大入試突破の
実践術。

英語対策

近大の入試に
ついて知ろう。

説明会

キャンパスを
見学しよう。

見学

大学は勉強以外も
魅力がいっぱい！

クラブ

ネイティブスタッフと英語で遊ぼう！ネイティブスタッフと英語で遊ぼう！
英語村E  【e-cube】3英語村E  【e-cube】3

バレーボール部 
練習試合
バレーボール部 
練習試合

ダミー（農学部 食品栄養学科）

理工
学部
理工
学部

建築
学部
建築
学部

ミニ講義
(入退場自由)

売
切
御
免

学部別プログラム＆ミニ講義

B館 101教室H4場所

13:00～14:00  14:50～15:50時間 (各回同一内容) 体験プログラム

 建築学科建築学部のすべてがわかる
「It’s a ケンチク world」
建築学部のすべてがわかる
「It’s a ケンチク world」

1.学部パネル紹介
2.ワークショップ
3.在学生によるプレゼンテーション
4.相談コーナー
5.在学生設計作品展示
6.世界の建築物DVD放映

ガウディやコルビュジェ匠と呼ばれる建築家たち名作、世界遺産
に登録されている世界の集落、伊勢神宮などの伝統的な建物に
共通する「さえわたるアイデア」を写真やムービーを使って紹介
し、これからの住まいや街づくりに大切なことは何かを考えます。

建築デザインの跳躍力

オープンラボ全学科による！

工学部／産業理工学部工学部／産業理工学部

近大学就職力！近大学就職力！

2012年度入試の結果分析か
ら、近大入試の現状と多様な
受験方法を、オリジナル資料を
使って説明します。



場所の数字は位置確認用に P2 Campus Map の図表番号と対応しています。
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法
学部
法
学部

総合社会
学部
総合社会
学部

薬
学部
薬
学部

農
学部
農
学部

工
学部
工
学部

産業理工
学部
産業理工
学部

経済
学部
経済
学部

文芸
学部
文芸
学部体験プログラム

体験プログラム

政策法学科

憲法って何だろう？
民主主義って何だろう？
～法教育の実践プログラムから～

憲法って何だろう？
民主主義って何だろう？
～法教育の実践プログラムから～

経済学部開設10周年シンポジウム経済学部開設10周年シンポジウム

絞り染め体験絞り染め体験

経営
学部
経営
学部

商学科観光サービスコース

総合社会学科 心理系専攻 総合社会学科 心理系専攻

芸術学科 造形芸術専攻

観光と私たちの生活
～もしもディズニーランドが隣にできたら～

キャリア・マネジメント学科 やる気の心理学

会計学科 会社って何をするところ？

法学部片桐ゼミでは、「憲法教育教材開発プロジェクト」を
実施しています。右プロジェクトにおいては、ゼミ生が、小・
中・高生を対象に、憲法の理念を体験的に身につける教材
を開発し、模擬講義を行っています。本企画では、オープ
ン・ゼミ参加者に実際にこの教材を体験してもらうことを
通じて、法教育の現状、憲法の理念に触れてもらうことと同
時に、大学が「勉強の場」であると同時に「社会へ向けた発
信」の場であることを理解してもらうことを目的とします。

数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶことはなんだろう。
経済学部とほかの学部とのちがいはなんだろう。このような
疑問を持つ高校生のみなさんに対して、分かりやすい形で経
済学の基礎を講義します。

数ある文系学部の中で、経済学
部で学ぶことはなんだろう。経
済学部とほかの学部とのちが
いはなんだろう。このような疑

芸術学科 造形専攻の、版画・
ファイバーアート・立体造形・
陶芸・油彩画・ガラスの研究室
を見ることができます。

数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶことはなん
だろう。経済学部とほかの学部とのちがいはなんだ
ろう。このような疑問を持つ高校生のみなさんに対

数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶことはなん
だろう。経済学部とほかの学部とのちがいはなんだ
ろう。このような疑問を持つ高校生のみなさんに対し
て、分かりやすい形で経済学の基礎を講義します。

数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶことはなんだ
ろう。経済学部とほかの学部とのちがいはなんだろう。
このような疑問を持つ高校生のみなさんに対して、分
かりやすい形で経済学の基礎を講義します。

国語の定番教材として知られる芥川龍之介の「羅生門」
の読み方をめぐって、高校の教室とは違って、文学テクスト
の読み方として採り上げると、どのような読み方が可能か。その実
例の一端を紹介・解説してみよう。

なぜ「梅干」と聞くと食べる前か
らつばがたくさん出るんだろう？な ぜ
何度超線してもダイエットが続かないんだろ
う？そのような行動についての「なぜ？」を心理
学の視点から解説します。

マスメディアの仕事に就きたい人は多いが、ほとんどの
人は、自分がその仕事に就いて社会に何をメッセージし

たいかが希薄です。長年、放送局でディレクター、プロデューサーと
して番組制作の仕事に従事してきた立場で、マスメディアを目指した
い高校生のみなさんに、その心得をお話します。

性格はどのように測るのか。本講義では、性格
を測定するための方法(道具)としては、どのよ
うな条件を備えていなければならないのか、
「血液型性格占い」を取り上げて講義します。数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶことはなんだろう。経済学部とほか

の学部とのちがいはなんだろう。このような疑問を持つ高校生のみなさんに
対して、分かりやすい形で経済学の基礎を講義します。

世の中には会社で働いている人が大勢います。しか
し、会社の社長、部長、課長、一般従業員はそれぞ
れどんな仕事をしているのでしょうか。誰が経営
を、誰が管理をしているのでしょうか。経営学理論
を勉強すれば、こんなことがすべて分かります。

「やる気」のことを心理学ではモティベーションとい
います。人間が「やる気」をだすのはどんな時なのか、
実験例などを交えてわかりやすく解説します。

会社って何？何をするところ？「働くところ」という答えが返ってきそうですが、その働
くところを作った人の目的は・・・。経営学が対象としている「会社」を理解できるように、お金の流
れから会社の役割を考えます。

人はなぜ犯罪を犯すのか？皆
さんはこの問いを考えたことがあ
りますか。法学部の専門科目の犯罪原因
論・犯罪者処遇論は、この問いに答えよう
としています。しかし、これらの科目は法律
をネタにしない法学科目です。そろそろ法
学部も法律離れしてもいいのではないで
しょうか。本講義では、法律を学ばない法
学のあり方をえてみます。

近年、地方公務員の仕事内容が大きく変
わるとともに、地方公務員の仕事のやりが
いとその評価方法にも注目が集まってい
ます。この講義では、地方公務
員の採用や昇進のあり方、
自治体の人事政策につい
て、公務員の仕事の特殊性
と関連づけながら論じます。

法律だけが法学部じゃない!!

経済学科 経済学を学ぶということ

経営学科 経営と管理の違い

「羅生門」をめぐって
政策法学科

地方公務員の仕事と採用・昇進

総合社会学科  社会・マスメディア系専攻

文学科日本文学専攻言語文学コース

「万能の人」レオナルド・ダ・ヴィンチ。＜モナ・リザ＞の背後
にみえる独特の風景表現には、自然に対する彼の研究成
果があらわれていると考えられます。絵画作品を見ながら、
彼の自然観について考えてみましょう。

レオナルド・ダ・ヴィンチをみる
芸術・造形・芸術学コース

3.11以後、日本社会は効率主義、功利主義に一層拍車がかかり
ました。芸術は不要なものとして仕分けられようとしています。しか
し、こういう時代だからこそ、芸術は必要なのだ、ということを声を
大にして主張したいと考えます。

芸術の必要性について
芸術学科舞台芸術専攻

世界興行収入No.1を塗り替えた「アバター」（2009）の登場に
より、いよいよ時代は3D映画の新しい扉を開いた。多くの映画
の「背景」を知り、その背後の｢アメリカ｣を知ろう！

ハリウッド映画と米文化
文学科外国語外国文学専攻英語英米文学コース

「言葉の壁」を越えるための仕事を国際交流の最前線で
担うのが通訳者。「知っている英語」から「使う英語」へのト
レーニング、通訳訓練法は大学では比較的新しい分野です。

Let’s try 同時通訳英語コミュニケーション学科

パロディ、皮肉、ツッコミ！など、ニュースキャスター
の意図を超えたところで笑える文化現象。その担い

手が、送り手の操作を逆手に取り、優位に立つ現代の受け手像
です。応用編として、採用側の心理を裏読みできる就職対策も
例示します。

マス・コミュニケーシヨン逆転の歴史
～シューカツにも使える裏ワザ～

英語コミュニケーション学科

マスメディアの仕事に就きたい人のために

性格を測る

ダミー

総合社会学科  環境系専攻

24時間365日、いつでもたくさんのモノやサー
ビスを提供しているコンビニ。みなさんはコンビ
ニに行きますか？身近なコンビニから環境につ
いて考え、わたしたちのくらしと地球環境のつな
がりをさがしてみましょう！わたしたちの未来の
ために、何が問題かを「知り」、何ができるかを
「考え」、できることから「行動」してみませんか？

震災や水害、昨年私たちは自
然の力のすごさを改めて感じまし
た。技術で自然を制御するのでなく、自然や
環境と共生するためのまちづくりについて考
えてみましょう。

２１世紀はゲノムの時代といわれます。ゲノム科学の進歩により、遺伝子で病気を治し、遺伝
子から薬を創ることを可能にしました。つまり、ゲノム技術の革命により、遺伝子診断や、遺伝
子に狙いを絞った副作用のない抗がん薬などが開発されています。今回の講義ではそのよう
なゲノムテクノロジーの医療や創薬ヘの応用についてご紹介します。

近年のバイオテクノロジーの発展に伴い、自然には存
在しない様々な生物が誕生しています。特に動物の発
生分野における最新の細胞操作技術を紹介します。

本学科は２５年度入学生から生物化学工学科から化学生命
工学科に名称を変更します。新学科の講義内容と研究内容を
わかり易くお話しします。「食品（果実、お酒、植物）から有効成
分を見つける」、「化学と工学で、再医療ヘ貢献する」、「環境に
優しいものを創る」「食品や環境の安全性を化学の力でみる」
などをお話しします。

小さなエネルギーでも瞬間的に放出すると、大き
なパワ一を得ることができます。その瞬間的な時
間を10,000,000分の1秒以下まで圧縮する「パルスパワー
技術」を用いて高電圧を発生させると、人工的な雷「放電プラ
ズマ」を生成できます。本講義では、その人工的な「雷さまの華
麗な技」と「パルスパワー技術」について解説します。

コンビニから環境がみえる
一便利さの裏側を考えてみよう！

総合社会学科  環境系専攻

創薬科学科

環境にやさしく
災害に強いまちづくり

ゲノムサイエンスのすすめ:
最先端のゲノム医療からゲノム創薬まで

バイオサイエンス学科

発生工学で生命を操作する

化学生命工学科

化学と生命

総合社会学科 環境系専攻

環境系専攻の学生エコ活動として、エコキャンドル（家庭で生じた廃油で作
るロウソク）製作の取り組みがあります。今回、学生主体のワークショップを
開催しますので、参加してみませんか？

11:00～16:00I 4 G館 1Fエントランス場所 時間

13:10～13:50 
H4 B館 203教室場所

時間

神田 宏 教授　講師

00:00～00:00 
H4 B館 204教室場所

時間

大対 香奈子 講師　　講師

H4 B館 202教室場所 13:10～13:50 時間
大谷 武文 教授　　講師

H4 B館 401教室場所

15:10～15:50 時間

藤田 香 教授　　講師

H4 B館 204教室場所

00:00～00:00 時間

杉浦 麗子 教授講師

F4 近大アベニュー（受付）場所

11:00～16:00 時間

B6 薬用植物園場所

11:00～16:00 時間

F4 近大アベニュー（受付）場所

11:00～16:00 時間

H4 B館 301教室場所

13:10～13:50 時間

谷 哲弥 講師講師

H4 B館 402教室場所

14:10～14:50 時間

山田 康枝 教授講師

電気通信工学科

人工的な雷さまの華麗な技

H4 B館 402教室場所

13:10～13:50時間

喜屋武 毅 准教授講師

H4 B館 401教室場所

14:10～14:50 時間

久 隆浩 教授　　講師

12:10～12:50 
H4 B館 202教室場所

時間

岸本 陽一 教授講師

14:10～14:50
H4 B館 203教室場所

時間

辻 陽 准教授　講師

H4 B館 201教室場所 15:10～15:50 時間

徐 方啓 教授　講師

H4 B館 201教室場所 13:10～13:50 時間

山下 京 准教授講師

12:10～12:50 H4 B館 201教室場所 時間
四宮 由紀子 准教授　講師

12:10～12:50 H4 B館 101教室場所 時間
小林 磨美 准教授　講師

H4 Eキャンパス C館-６場所

13:00～16:00 時間

F4 近大アベニュー（受付）場所

11:00～16:00 時間 A館 2F・KUDOS

体験プログラム

オリジナル缶バッジを作ろうオリジナル缶バッジを作ろう
芸術学科 造形芸術専攻

自分が描いた絵（イラスト）や
文字などでオリジナル缶バッ
ジを制作します。

H4 B館1Fロビー場所

11:00～16:00 時間

14:10～14:50 H4 A館 203教室場所 時間
浅野 洋 教授　講師

12:10～12:50H4 B館 203教室場所 時間
辻 和彦 教授　講師

13:10～13:50 H4 A館 205教室場所 時間
西堂 行人 教授　講師

00:00～00:00 H4 B館 204教室場所 時間

00:00～00:00 H4 B館 204教室場所 時間

00:00～00:00 H4 B館 204教室場所 時間

00:00～00:00 H4 B館 204教室場所 時間

12:10～12:50
H4 A館 205教室場所

時間

剱持 あずさ 講師　講師

13:10～13:50 H4 A館 203教室場所 時間

前田 益尚 准教授講師

13:10～13:50 H4 G館 SIS 3-4場所 時間
内藤 能 教授講師

14:10～14:50 H4 B館 201教室場所 時間
安酸 建二(やすかたけんじ) 准教授講師

ミニ講義
(入退場自由)

ミニ講義
(入退場自由)

ミニ講義
(入退場自由)

ミニ講義
(入退場自由)

ミニ講義
(入退場自由)

ミニ講義
(入退場自由)

ミニ講義
(入退場自由)

ミニ講義
(入退場自由)

ダミー

生物理工
学部
生物理工
学部

人工心臓は小型化し、人工腎臓は自宅で治療
できるようになりました。臨床工学技士はこの
医療改革の時代の担い手です。臨床工学技士と
人工臓器の係わりを易しく講義します。

医用工学科

人工臓器と臨床工学技士
H4 B館 204教室場所

12:10～12:50 時間

古薗 勉 教授（模擬講義）　　講師

スローライフを考えよう　
「エコキャンドルを作ろう」
スローライフを考えよう　
「エコキャンドルを作ろう」

学んで・見て・体験する　
～漢方医学　薬の原点は草根木皮～
学んで・見て・体験する　
～漢方医学　薬の原点は草根木皮～

風は通すが、花粉やホコリは
通さない！
風は通すが、花粉やホコリは
通さない！

ブックマークを作ってみようブックマークを作ってみよう

数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶことは
なんだろう。経済学部とほかの学部とのちがい
はなんだろう。このような疑問を持つ高校生の
みなさんに対して、分かりやすい形で経済学の
基礎を講義します。

あなたの骨密度をはってみようあなたの骨密度を測ってみよう

00:00～00:00 H4 B館 204教室場所 時間

数ある文系学部の中で、経済学部で学
ぶことはなんだろう。経済学部とほかの
学部とのちがいはなんだろう。このよう
な疑問を持つ高校生のみなさんに対し
て、分かりやすい形で経済学の基礎を
講義します。

野菜からDNAを抽出してみよう野菜からDNAを抽出してみよう

00:00～00:00 H4 B館 204教室場所 時間

数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶことはなん
だろう。経済学部とほかの学部とのちがいはなんだ
ろう。このような疑問を持つ高校生のみなさんに対
して、分かりやすい形で経済学の基礎を講義します。

展示会～里山のいきものたち～展示会～里山のいきものたち～

発酵食品、チーズを作ってみよう発酵食品、チーズを作ってみよう

体験プログラム

ガラスアートを体験しようガラスアートを体験しよう

研究室見学研究室見学

芸術学科 造形芸術専攻

1200度で熔解したガラ
スにサンドブラスト技法
で彫刻して、オリジナル
のスタンプやペーパー
ウェイトを制作します。

H4 Eキャンパス ガラス館場所

①13:30～②1４:３0～ 時間

ドラコミ卒業制作作品発表ドラコミ卒業制作作品発表
芸術学科 舞台芸術専攻

数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶこ
とはなんだろう。経済学部とほかの学部との
ちがいはなんだろう。このような疑問を持つ

数ある文系学部の中で、経済学部で学ぶことはなんだろう。経済学部
とほかの学部とのちがいはなんだろう。このような疑問を持つ高校生
のみなさんに対して、分かりやすい形で経済学の基礎を講義します。

G3 アート館場所

00:00～00:00 時間

実技入試（デッサン）指導実技入試（デッザン）指導
芸術学科 造形芸術専攻

H3 C館 C-1教室場所

11:00～16:00 時間

11:00～16:00 時間

実際にどんな課題が出され
ているのか？どんな対策を
すればいいのか？を担当教
員がアドバイスします。 作品展示会 F4場所

A館 101・102教室 11:00～16:00 時間H5場所

作品展示会

全学科相談コーナーand
AO入試相談コーナー
全学科相談コーナーand
AO入試相談コーナー

①12:20～12:50
②13:10～13:00

B3 18号館 2法廷教室
時間
場所

模擬薬局で調剤を
体験しよう！
模擬薬局で調剤を
体験しよう！

身近な薬でがん細胞を
やっつけよう！
身近な薬でがん細胞を
やっつけよう！

薬用植物園見学薬用植物園見学

実際に病院や薬局で調剤される、軟膏
剤の調製が体験できます。

実際に研究で使用している器具や機
械を使った実験体験ができます。

11:00以降30分ごとに出発
(最終出発は15:30) 定員／各回10名時間 11:00以降40分ごとに出発

(最終出発は15:00) 定員／各回18名時間

行動の理由を解き明かそう

近大オールスターズと
見に行こう！
近大オールスターズと
見に行こう！


