
会　場 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00

食堂

キャンパスツアー

学生寮見学（時間限定）

休憩コーナー

セブンイレブン（コンビニ）

学生プレゼンによる学科紹介

音楽学科 舞踊パフォーマンス

入試相談コーナー

留学相談コーナー

就職相談コーナー

学生トークコーナー／
音楽館見学／舞踊スタジオ見学

資料コーナー
研究紹介・試食コーナー

通訳・翻訳プログラム紹介

環境・バイオサイエンス学科
理学館体験

英文学科

心理・行動科学科

環境・バイオサイエンス学科

総合文化学科

新社交館1階

社交館2階

文学部2号館1階

エミリー・ブラウン館
ロビー

【受付】
エミリー・ブラウン館

ロビー

エミリー・ブラウン館
めじラウンジ

エミリー・ブラウン館
1階101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
地下スタジオ

理学館
2階24教室

デフォレスト館
2階206教室

文学部1号館
2階21教室

講堂

デフォレスト館
2階208教室

デフォレスト館
2階207教室

エミリー・ブラウン館
2階20１教室

文学部2号館
2階22教室

資料コーナー　大学案内、各学科パンフレット、赤本・願書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！

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。

11:20～

アンケート記入＆
グッズプレゼントコーナー デフォレスト館前

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！

アンケート記入 ＆ グッズプレゼントコーナー

学生寮見学①　 13:30～ 学生寮見学②　 14:20～ 学生寮見学③　
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心理・行動科学科  模擬講義　 小林 哲郎 教授
11:30～12:15

“英語の神戸女学院”を知ろう
～通訳・翻訳の世界

模 擬 講 義

学科の魅力まるわかり！ 各学科の特徴がわかるコーナーです。是非覗いてみてください。
途中入退場ＯＫ！

Special Program

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。

9Map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がご説明します。

9Map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
員がご説明します。

9Map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。

9Map学生トークコーナー

音楽館ホール、合奏室、練習室など、音楽学部の
施設を在学生がご案内します。舞踊専攻に興味
のある方は、スタジオ見学ができます。

9Map音楽館見学・舞踊スタジオ見学

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。

12Map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・ジェラート等）
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。

161514Map学食体験

随時実施プログ
ラム

時間限定プログ
ラム

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

①10:30～11:20   ②14:00～14:50
※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

12：25～12:45

通訳・翻訳プログラム紹介 8Map

①11:20集合　②13:30集合　③14:20集合

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）。

学生寮見学
12Map

「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」 12Map

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！

神戸女学院オリジナルプログラムの「通
訳・翻訳プログラム」。実際に履修してい
る学生の体験も交えて施設とともにご紹
介いたします。

13:15～14:00

翻訳体験講座 3Map

「第8回絵本翻訳コンクール」関連イベン
トとして開催します。昨年の入賞作品を題
材に、審査員が絵本翻訳のポイントを解
説します。「翻訳のことをもっと知りたい」と
思っている人大歓迎です。

丸わかり！通訳・翻訳の世界

中村 昌弘准教授
（同時通訳）

講師

12:15～13:00

環境・バイオサイエンス学科（環境・生態領域）

5Map

人はなぜ老いるのか、
そして若返ることはできるのか

人はなぜ老いるのでしょうか？そして若返ることは本当にできないので
しょうか。この講義では、細胞が寿命を刻むメカニズムや老いた細胞
を若返らせる方法など、最新の老化研究から明らかになってきた体に
秘密について説明します。

塩見 尚史教授（応用生命学）

金田 知子教授
（社会福祉学）

栗山 圭子専任講師
（日本古代中世史）

ビゴの店
（パン・コーヒー・ケーキ・ジェラート等）

環境・バイオサイエンス学科 体験コーナー 7Map

環境･バイオサイエンス学科の学びや活動、
研究施設を教員が紹介します。
ゼミでの学生生活や卒論の内容もご紹介。
スライドによる学科説明会の後、理学館内
の施設見学会を行います。

「理学館体験」　13:15～14:00 

特設
コーナー

［食堂］11:00～14:00

・岡田山弁当（からあげ）
・しょうゆラーメン
・カツカレー など

14
Map

白玉
フルーツ

他にも
人気メニューが

勢ぞろい！

8月の
スペシャル
メニュー！

お楽しみ♪学
食体験！

11:30～12:15

模擬講義 英文学科 3Map

通訳や翻訳について知りたい人集まれ！
通訳や翻訳のプロってどんな仕事してる
の？どうしたらプロになれるの？そんな気に
なる疑問にズバリ答えながら、あなたの知
らない通訳や翻訳の世界を紹介します。

音楽学科 舞踊専攻のパフォーマンス 10Map

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。

「音楽学科舞踊専攻によるパフォーマンス」
13:00～13:20

学科体験・特設コーナー

個
別
相
談
コ
ー
ナ
ー

模
擬
講
義

学
科
体
験
・
特
設
コ
ー
ナ
ー

大学ガイダンス・入試説明会

礼　拝

タイムスケジュー
ル

大学ガイダンス・入試説明会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。
10:30～11:20

大学ガイダンス・入試説明会②
14:00～14:50

英文学科  模擬講義　中村 昌弘 准教授
11:30～12:15

翻訳体験講座
13:15～14:00

通訳・翻訳プログラム紹介12：25～12:45

環境・バイオサイエンス学科  模擬講義　 塩見 尚史 教授
12:15～13:00

総合文化学科  模擬ゼミ　中野 敬一 教授・金田 知子 教授・栗山 圭子 専任講師
12:30～13:15

体験コーナー　理学館体験
13:15～14:00 

学生プレゼンによる学科紹介　各学科の学生が自分の体験をもとに、所属学科の魅力を紹介します！
11:00～14:55

舞踊専攻パフォーマンス
13:00～13:20

11:00～15:00
ドーナツやセブンカフェで一息。

11:00～15:00
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。

11:00～14:00
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。

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

休憩コーナー

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

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

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／音楽館見学／舞踊スタジオ見学

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）

ビーフストロガノフ

LINE 友だちに登録するともう１つグッズがもらえます！

講師

総合文化学科
6Map12:30～13:15

「複数の視点」による学びは総合文化学科の特徴です。今
回は「中世の子どもの人身売買」（日本中世史）と「子どもの
貧困」（社会福祉学）という切り口から、「子ども」に関する問
題を取りあげ、学生がゼミ形式で話し合います。

中野 敬一教授
（宗教学・キリスト教学）

講師

複数の視点から「子ども」を考えてみよう

11:30～12:15

心理・行動科学科
4Map

「いじめ」を考える

小林 哲郎教授（学校臨床心理学）

平成26年の法律で、すべての高校に「いじめ防止基本方針」がある
はずですが、教えてもらいましたか。TVなどの「いじられキャラ」はいじめ
ではないのか、仲間内の「いじられキャラ」は？「いじめ」を考えてみます。

講師

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。

10:00～10:15

■神戸女学院大学 2017 オープンキャンパスプログラム／ 8月 6日 中面




