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文学部1号館
2階21教室

デフォレスト館
2階206教室

デフォレスト館
2階208教室

エミリー・ブラウン館
2階201教室

デフォレスト館
2階208教室

エミリー・ブラウン館
（右記参照）

音楽学部2号館
会議室

エミリー・ブラウン館
1階101教室【受付】

エミリー・ブラウン館
地下スタジオ

エミリー・ブラウン館
1階105教室

デフォレスト館
2階201教室【受付】

礼　拝

学生によるオープニング

学科紹介・相談コーナー

舞踊専攻パフォーマンス

学生プレゼンによる学科紹介

英文入試イベント

心理・行動科学科
心理相談室見学ツアー

環境・バイオサイエンス学科
理学館（環境バイオ）体験ツアー

大学ガイダンス・入試説明会

英文学科

総合文化学科 ※模擬ゼミ

心理・行動科学科

環境・バイオサイエンス学科

留学相談コーナー

入試相談コーナー

就職相談コーナー

奨学金相談コーナー

学生トークコーナー

デフォレスト館
2階206教室

エミリー・ブラウン館
めじラウンジ

エミリー・ブラウン館
めじラウンジ

エミリー・ブラウン館
めじラウンジ

デフォレスト館前キャンパスツアー

グッズ抽選コーナー＆
アンケート記入コーナー

資料コーナー
研究紹介・試食コーナー

デフォレスト館前

エミリー・ブラウン館
ロビー

新社交館1階

社交館2階

文学部2号館1階

学生寮見学・相談コーナー
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別
相
談
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ー

11:00～14:00

11:00～15:00

11:00～15:00

スペシャルメニューをご用意！！　学食を体験し、一足先に大学生気分を味わってください。

芦屋の有名なブランジュリ「ビゴの店」。奥のラウンジでイートインも可能です。

ドーナツやセブンカフェで一息。

パイプオルガンの奏楽のもと、美しい講堂で神戸女学院の礼拝を体験してください。

学生によるオープニング。チアリーディング部のパフォーマンスでオープンキャンパスのスタートを盛り上げます！

大学ガイダンス・入試説明①　入学センター職員が、大学全体の説明と入試概要についてご説明します。内容は2回とも同じです。

音楽学科相談コーナー  音楽学科教員がご質問にお答えします。

大学ガイダンス・入試ガイダンス②

資料コーナー　大学案内、各学科パンフレット、赤本もお持ち帰りいただけます！

神戸凮月堂コラボクッキー＆美容式アミノ酸ゼリー研究紹介・試食コーナー　環境・バイオの学生が商品開発に参加したクッキー、ゼリーの研究をパネルで紹介。是非食べてみてください！

充実した神戸女学院大学の留学制度について、国際交流センター職員が詳しくご説明します。学内外での国際交流をイメージしてみてください。

留学相談コーナー

各学科ごとに工夫をこらして学びの内容をご紹介！ 教員とお話しもできます。

英文学科（EB-104教室 Map　 ）、総合文化学科（EB-103教室 Map　 ）、心理・行動科学科（EB-102教室 Map　 ）、環境・バイオサイエンス学科（EB-101教室 Map　 ）

理学館（環境バイオ）体験ツアー  ミニ実験実習体験、講義の紹介、卒業研究テーマ紹介など、環境・バイオサイエンス学科の全てがわかる体験ツアー！研究室の見学もできます。
10:30～15:00 ※最終集合は14:30

入試制度について、入試の傾向・対策について、入学センター職員と個別に相談できます。

入試相談コーナー

航空、金融、メーカーなど就職実績を誇る神戸女学院大学のキャリアサポートについて、キャリアセンター職員がご説明します。気になることをどんどん聞いてみてください。

就職相談コーナー

神戸女学院の奨学金制度について、担当職員と個別に相談できます。学生生活全般についてのご相談もどうぞ。

奨学金相談コーナー

恒例の大人気コーナー！各学科の在学生と自由にお話しいただけます。学科の学びのこと、クラブ・サークル活動などの学生生活、受験対策など、皆さんに役立つ情報をお伝えします。

学生トークコーナー

各学科の学生が自分の体験をもとに、所属学科の魅力をプレゼンします！各学科10分ずつ（音楽学科は学生トークコーナーで個別にご紹介します）。

11:00～14:55

学生スタッフ一押し！ 日本有数の美しさと言われるキャンパスの見どころを、在学生ならではの視点でご案内します。（所要時間約20分）

キャンパスツアー（随時出発）

キャンパス内にある学生寮を寮生がご案内します（所要時間約30分）。寮生活についてのご相談もできます。

学生寮見学・相談コーナー

アンケートに記入して、抽選コーナーへ！ ハズレ無しでオリジナルグッズが当たります！

グッズ抽選コーナー ＆ アンケート記入コーナー
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10:15～10:25

10:35～11:20

舞踊専攻パフォーマンス
13:00～13:20

「英語資格試験を使った入試とは？」
13:00～14:00

英文ＡＯ入試対策ミニレクチャー
14:00～14:30

10:00～10:15

心理・行動科学科  模擬講義
11:30～12:15

心理相談室見学ツアー
10:45～11:15 

心理相談室見学ツアー
12:15～12:45 

11:50～13:20

環境・バイオサイエンス学科  模擬講義
12:30～13:15

13:25～14:10

英文学科  模擬講義
11:30～12:15

総合文化学科  模擬ゼミ
12:30～13:15

15
Map

6 7 8 9

神戸女学院を知りつくした学生スタッフが大好きなキャンパスと学びをご紹介！

［食堂］ 
11:00～14:00

11:00～15:00

学生が語る“神戸女学院”

模擬講義
各学科の授業を体験してみよう！ 途中入退場ＯＫ！

学科体験・特設コーナー

学科体験・特設コーナーSpecial Program

7月の
スペシャル
メニュー！

入試制度について、入試の傾向・対策について、
入学センター職員と個別にご相談できます。

15Map入試相談コーナー

充実した神戸女学院大学の留学制度について、
国際交流センター職員と学生がご説明します。

14Map留学相談コーナー

航空・マスコミ・金融など、就職実績を誇る神戸女学
院のキャリアサポートについて、キャリアセンター職
員と学生がご説明します。

15Map就職相談コーナー

恒例の大人気コーナー！ 各学科の在学生に、学
科の学びのこと、クラブ・サークル活動などの学生
生活、受験のアドバイスなど、何でも相談できます。

15Map学生トークコーナー

2018年度大学案内、各パンフレットなどをご用意。
入試要項（願書）もお持ち帰りいただけます。

17Map資料コーナー

●食堂　11:00～14:00 OPEN
スペシャルメニューをご用意！
※写真はイメージです

●ビゴの店（パン・コーヒー・ケーキ）
11:00～15:00 OPEN
奥にイートインスペースがあります♪

●セブンイレブン（コンビニ）
11:00～15:00 OPEN 
ドーナツやセブンカフェで一息。

201918Map学食体験
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随時実施プログ
ラム

時間限定プログ
ラム

タイムスケジュー
ル

10:00～10:15

パイプオルガンの奏楽のもと、美しい講堂で神戸
女学院の礼拝を体験してください。

礼　拝
1Map

①10:35～11:20    ②13:25～14:10
※内容は2回とも同じです

神戸女学院はどんな大学なのか、何が学べるの
か、入学センター職員がわかりやすく説明します。
また、2018年度入試についてもご説明します。 

大学ガイダンス・入試説明
2Map

随時出発（所用時間：20分程度）

キャンパスツアー 16Map 15Map

「神戸凮月堂コラボクッキー開発研究紹介・
美容式®アミノ酸ゼリー試食コーナー」 17Map

環境・バイオサイエンス学科の高岡ゼミ（食品基礎科学研究室）が、日本固有
の柑橘「ヤマトタチバナ」を使った菓子作りを神戸凮月堂と共同開発。「たち
花クッキー」の商品化までの研究開発についてパネルでご紹介。話題の「美
容式®アミノ酸ゼリー」の試食コーナーもあります。是非食べてみてください！

　　学食体
験！7月

29日
㈯ 

7月
30日
㈰ 

タンドリーチキン
冷やし
中華

抹茶プリン

ほかにも、
・岡田山弁当
 （茄子そぼろ）
・カツカレー
・しょうゆラーメン
など、人気メニュー
が勢ぞろい！

芦屋の有名なブランジュリ「ビゴの店」。
アイスコーヒーなどと一緒にビゴのパンを
イートインできます。ケーキやジェラートも
おすすめです♪

「ビゴの店」
　in 神戸女学院
　　　　もOPEN！

毎回大好評のキャンパスツアーでは、日本
有数の美しさと言われるキャンパスの見どこ
ろを、在学生ならではの視点でご案内します。

11:00～14:55（各学科10分）

学生プレゼンによる「学科紹介」

各学科の学生たちが自分の体験をもとに
学科の魅力をプレゼンテーションします。こ
れから学科選びをする人にオススメです。

10:30～15：00

学生トークコーナー 15Map

学生生活、受験対策な
ど、各学科の学生と何
でもお話しいただけます。

11:30～12:15

英文学科（グローバル・スタディーズコース）
3Map

The Magic of Disney:
Snow White and the Birth of Animation

David McCULLOUGH 教授
（メディア学）

講師

Walt Disney、見る人を夢の世界に誘うその映画制作の技術に
触れてみましょう。

11:30～12:15

心理・行動科学科（行動科学領域）
5Map

寄り添うことから育まれた信頼、その尊さ　
～ 不登校児との関わりをとおして ～

水本 誠一 准教授（地域健康学）講師

ある日曜のこと、1人の小学生がやってきた。それから8日後、その児
童が遊びに来た。参観日の振替らしい。そしてまた、「今日はね・・・」。
何かおかしい。そして児童は語り始めた「ペットコーナーはいいよ。ずっ
と見ててもあきひんし、誰にも何も言われんし、夜まであいてるからね」

12:30～13:15 

環境・バイオサイエンス学科（環境・生態領域）
5Map

岡田山キャンパスの自然
─ 大学キャンパスの自然誌 ─

大学キャンパスには教育・研究といった基本的機能の他に、文化施設
や災害時の避難場所など様 な々機能があります。豊かな自然が残る本
学の岡田山キャンパスを題材に、大学キャンパスが地域の自然環境保
全に果たす役割について考えます。

野㟢 玲児 教授（植物生態学）講師

総合文化学科（社会福祉・子ども × 社会学・メディア） ※模擬ゼミ
4Map

12:30～13:15

恋と出産、そして善美
─ 複数分野の観点から

《心のきらめきを実感する恋》を日本古典文学の観点から。
《生命と向き合う出産》を社会福祉の観点から。
それぞれの学生発表をスタート地点にし哲学的観点を交えた議論
へと展開します。
リベラルアーツの知の現場へようこそ！

高橋 雅人 教授（哲学、倫理学）、
藏中 さやか 教授（日本文学（中古・中世））、
與那嶺 司 教授（社会福祉学）

講師

10:30～15:00

学科紹介・相談コーナー 6 9Map ～

学科の特徴がわかる展示や、先生と話せるコーナーもあります。　
心理・行動科学科では簡単な実験も体験できます。
※音楽学科は時間限定で相談コーナーを実施します。

10:30～15:00 ※最終集合は14:30

理学館（環境バイオ）体験ツアー 12Map

ミニ実験実習体験、講義の紹介、卒業研究テーマ紹介など、環境・
バイオサイエンス学科の全てがわかる体験ツアー！　研究室の見学
もできます。

①10:45～11:15　②13:15～13:45 

心理相談室見学ツアー 11Map

大学院・人間科学研究科の付属施設。普段は入ることのできない、
臨床心理士を目指す大学院生の実習施設を見学できます。

13:00～13:20

舞踊専攻パフォーマンス 13Map

舞踊専攻の学生によるショートパフォーマンスをご覧いただ
けます。

英文学科入試イベント 4Map

英語資格試験にはどんな種類があるのか。本学入試ではどのように活用す
ればよいか、など詳しくわかる講座です。引き続き、英文AO入試対策ミニレク
チャーも行います。

「英語資格試験を使った入試とは？」　13:00～14:00

英文ＡＯ入試対策ミニレクチャー　14:00～14:30

ビゴの店
（パン・コーヒー・ケーキ・ジェラート等）

LINE 友だちに登録するともう１回抽選できます！

■神戸女学院大学 2017 オープンキャンパスプログラム／ 7月 30 日 中面


