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峰キャンパス
国際学部・教育学部・農学部

A工学部附属ものづくり創成工学センター
B産学イノベーション支援センター 先端計測分析部門
C産学イノベーション支援センター CDI北棟
Dオプティクス教育研究センター
E産学イノベーション支援センター

F附属図書館陽東分館
G総合メディア基盤センター
H石井会館
I保健管理センター分室
J地域資源ラボラトリー

陽東キャンパス
地域デザイン科学部・工学部

見どころ満載！宇都宮大学のオープンキャンパス

卒業生の進路・就職情報はこちらでGet！
キャリア教育・就職情報コーナー

自由にキャリア教育や就職情報に関する資料を閲覧できます。

資料配布コーナー
　峰キャンパスでは、下記の箇所に資料配布コーナーを設
置しています。各学部のガイドブックや、本学広報誌

「UUnow」など、様々な資料をお渡ししています。
UUプラザ１階インフォメーションフロア 学務棟１階
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シャトルバス
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全学共通イベント案内番号について
農学部
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②フロア（階）番号
③企画連番

限られた時間で効率よくオープンキャンパスを見ていただけるよう、
学部学科説明会、模擬授業、相談会等のイベントには案内番号を導入
しました。「オープンキャンパス　タイムテーブル」に表示してある案
内番号は、各イベント会場の案内にも表示されています。

下３桁が「フロア
（階）番号」「企画連
番」になり、それを
除く上１～２桁が
棟番号です。
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11号館 駐車場

Aキャリア教育・就職支援センター
BＥＰＵＵ
C大学会館
D総合メディア基盤センター
Eラーニング・コモンズ
F附属図書館
Gバイオサイエンス教育研究センター
　（ゲノミクス研究棟  環境調節実験棟）
H雑草と里山の
　科学教育研究センター
I保健管理センター
Jフランス式庭園
KUUプラザ
L峰ヶ丘講堂

入試情報はこちらでGet!
学生生活・カリキュラム・留学などの相談もこちら
進学相談コーナー

宇大に進学したいあなたの疑問にお答えします。

資料配布コーナー
　陽東キャンパスでは、下記の箇所に資料配布
コーナーを設置しています。各学部のガイド
ブックや、本学広報誌「UUnow」など、様々な
資料をお渡ししています。

２号館（総合研究棟）

１０号館アカデミアホール前

入試情報はこちらでGet!
学生生活・カリキュラム・留学などの相談もこちら
進学相談コーナー

宇大に進学したいあなたの疑問にお答えします。
卒業生の進路・就職情報はこちらでGet！
キャリア教育・就職情報コーナー

自由にキャリア教育や就職情報に関する資料を閲覧できます。

どちらのコーナーも3号館2階で実施します。

総合案内所

資料配布コーナー 資料配布コーナー

資料配布コーナー

資料配布コーナー

4号館

※

救護施設

食堂・昼食販売場所

休憩所

多目的トイレ

総合案内

学部受付

I

全学イベント
内　容 時　間 案内番号

学長による保護者の皆様への説明会 １１：４５～１２：１５ ９２０１ 
講演会「国立大学の魅力と入試に向けて」１４：００～１４：３０ ９２０１
進学相談コーナー（学務部） ９：００～１５：００ １０１０１ 

全学イベント
内　容 時　間 案内番号

学長による保護者の皆様への説明会 １１：００～１１：３０ １０１０３ 
進学相談コーナー（学務部） ９：００～１５：００ ３２０３



オープンキャンパス タイムテーブル

内　容 時　間 案内番号

工
学
部

模擬授業
（諸星知広「化学の目で見たミクロな生物学」）

１０：２０～１０：５０ 2313１３：５０～１４：２０
模擬授業
（鄒艶華「ものづくりに欠かせない加工技術」）

１０：２０～１０：５０ 2213１３：５０～１４：２０
模擬授業
（森博志「バーチャルリアリティのしくみ」）

１０：２０～１０：５０ 2113１３：５０～１４：２０
模擬授業
（東口武史「先端技術のためのアイデアと手作り装置」）

１０：２０～１０：５０ 2123１３：５０～１４：２０
模擬授業
（藤村隆史「光を操る　～ホログラフィーでできること～」）

１０：２０～１０：５０ 2223１３：５０～１４：２０
工学部改組について保護者の皆様へ
の説明会　　　　　　　（工学部長） １１：３０～１２：００ 10103

先端光工学専攻説明会 １３：００～１４：３０
オプティクス
教育研究セン
ター 4階

研究室公開 ９：３０～１５：００
工学部

パンフレットを
ご覧ください

研究室見学ツアー １３：００～１５：００ 2101
進学相談コーナー １０：００～１５：００ 2231
技術部企画 ９：３０～１５：００ 10106

基
盤
教
育

リケジョカフェ（陽東キャンパス） １０：００～１２：００
3201

展示・フリースペース ９：３０～１２：００
キ
ャ
リ
ア

教
育 キャリア教育・就職情報コーナー ９：３０～１６：００ 3202

内　容 時　間 案内番号

地
域
デ
ザ
イ
ン
科
学
部

コミュニティデザイン学科説明会
９：００～  ９：４５ 11101
１１：３０～１２：００ 11105
１３：００～１３：４５ 11107

建築都市デザイン学科説明会 ９：００～  ９：３０ 10101
１３：００～１３：３０ 10104

社会基盤デザイン学科説明会 ９：００～  ９：３０ 8301
１４：００～１４：３０ 8306

模擬授業
（原田淳「コミュニティデザイン学の視座と方法」）

１０：００～１０：３０ 11102
１４：００～１４：３０ 11108

模擬授業
（中野達也「建築物の安全・安心と数理の役割」）

９：３０～１０：００ 10102
１３：３０～１４：００ 10105

模擬授業
（近藤伸也「災害が発生するとどうなるか考えてみよう」） １０：３０～１１：００ 8302

模擬授業
（藤倉修一「橋の魅力と成り立ち」）１３：３０～１４：００ 8305

学生との懇談会
（コミュニティデザイン学科）

１０：４５～１１：１５ 11104
１２：１５～１２：４５ 11106

CIVIL-E Café『大学院生カフェ＠土木工学』
～大学生活の疑問に，大学院生が答えます！～
研究室 & 実験室公開ツアー

１０：００～１３：００ 8303

個別相談コーナー（コミュニティデザイン学科）１０：００～１３：００ 11103

内　容 時　間 案内番号

地
域
デ
ザ
イ
ン
科
学
部

個別相談コーナー（建築都市デザイン学科）１０：００～１３：００ 8201
個別相談コーナー（社会基盤デザイン学科）１０：００～１３：００ 8304
模型・図面展示（建築都市デザイン学科） ９：００～１４：３０ 8391
体験企画（建築都市デザイン学科） ９：００～１４：３０ 8291
パネル展示（建築都市デザイン学科）９：００～１４：３０ 8292
動画放映（建築都市デザイン学科） ９：００～１４：３０ 8293

体験企画（建築都市デザイン学科） １０：００～１４：３０ 地域資源
ラボラトリー

パネル展示（社会基盤デザイン学科）１０：００～１４：３０  8294・
8295

体験企画（社会基盤デザイン学科） １０：００～１４：３０ 8191・8192・8296

休憩コーナー・パネル展示（ 地域デザイン科学部） ９：３０～１４：３０ 8290

工
学
部

基盤工学科説明会 ９：３０～１０：００ 2311・2211・
2111・2121・ 
2221１３：００～１３：３０

物質環境化学コース説明会 １０：０５～１０：１７ 2312１３：３５～１３：４７

機械システム工学コース説明会 １０：０５～１０：１７ 2212１３：３５～１３：４７
情報電子オプティクスコース
説明会

１０：０５～１０：１７ 2112・
2122・2222１３：３５～１３：４７

内　容 時　間 案内番号

農
学
部

農
学
部
全
体

全体説明会

９：３０～１０：００

9201１０：１５～１０：４５
１２：３０～１３：００
１３：１５～１３：４５

進学・入試相談会 １０：００～１４：００ 9202
高校教員との懇談会 １１：００～１２：００ 1203

生
物
資
源
科
学
科

学科ガイダンス
９：３０～１０：００

1104

１０：１５～１０：４５
１２：３０～１３：００

模擬授業１ 「害虫コナガの殺虫剤抵抗性管理」 １１：００～１１：３０
模擬授業２ 「植物のウイルス病とワクチンの開発」 １１：４５～１２：１５
模擬授業３ 「花の科学：早く，きれいに，長～く咲かせましょう」 １３：１５～１３：４５
模擬授業４ 「動物もストレスを感じる？」１４：００～１４：３０
在学生との懇談会・研究室紹介・パネル展示 ９：３０～１５：１５ 1205

応
用
生
命
化
学
科

学科ガイダンス

９：３０～１０：００

2106

１０：１５～１０：４５
１２：３０～１３：００
１３：１５～１３：４５

模擬授業５
「これでもか□有機化学」

１１：００～１１：３０
１４：００～１４：３０

模擬授業６
「きのこが地球を救う！」

１１：４５～１２：１５
１４：４５～１５：１５

在学生との懇談会・研究室紹介・パネル展示 ９：３０～１５：１５ 2107研究室見学ツアー ９：３０～１５：１５

農
業
環
境
工
学
科

学科ガイダンス ９：３０～１０：００

1308

１２：３０～１３：００
模擬授業７ 「ICT，AIの導入で農業はどうなる？」 １１：００～１１：３０
模擬授業８ 「農村の生きものにふれ合おう！」 １４：００～１４：３０

在学生との懇談会

１０：００～１１：００
１１：３０～１２：３０
１３：００～１４：００
１４：３０～１５：１５

実験室見学ツアー １０：００～１１：００
1309１３：００～１４：００

研究室紹介・パネル展示 ９：３０～１５：１５

農
業
経
済
学
科

学科ガイダンス １０：１５～１０：４５

2410

１３：１５～１３：４５
模擬授業９　「明治150年，日本の農業とアメリカ」 １１：００～１１：３０
模擬授業１０　「「食」と「農」をつなぐフードシステムの世界」 １４：００～１４：３０

在学生との懇談会 １１：３０～１２：３０
１４：３０～１５：１５

研究室紹介・パネル展示 ９：３０～１５：１５ 2411

森
林
科
学
科

学科ガイダンス １０：１５～１０：４５ 1212１２：３０～１３：００
模擬授業１１　「樹木学ミニ実習」 １１：００～１１：３０ 1113
模擬授業１２　「顕微鏡から見た木の世界」１３：１５～１３：４５ 1114
在学生との懇談会・研究室紹介・パネル展示 ９：３０～１５：１５ 1113

農
場
・
演
習
林

模擬授業１３　「知ろう！学ぼう！農場実習」 １１：４５～１２：１５ 1215
研究室紹介・パネル展示（附属農場） ９：３０～１５：１５ 1116
在学生と見る！学ぶ！体験する！附属農場ツアー
※全体説明会①・②で整理券を配布 １３：１０～１６：００ 正門付近

集合
演習林紹介・パネル展示（附属演習林） ９：３０～１５：１５ 1113

内　容 時　間 案内番号

国
際
学
部

全体説明会

９：２０～１０：１５ 5101
１０：００～１０：５５ 5102
１０：３０～１１：２５ 5201
１３：００～１３：５５ 5103
１３：３５～１４：３０ 5104

模擬授業（ライマン アンドリュー）
１０：２０～１０：５０ 5105
１１：３０～１２：００ 5202
１４：００～１４：３０ 5105

模擬授業（藤井　広重）
１０：３０～１１：００

4201１１：４０～１２：１０
１２：５０～１３：２０

模擬授業（モリソン　バーバラ）
１０：３０～１１：００

4202１１：４０～１２：１０
１２：５０～１３：２０

模擬授業（大野　斉子）
１０：３０～１１：００

4203１１：４０～１２：１０
１２：５０～１３：２０

模擬授業（スエヨシ  アナ）
１０：３０～１１：００

4302１１：４０～１２：１０
１２：５０～１３：２０

模擬授業（栗原　俊輔）
１０：３０～１１：００

4303１１：４０～１２：１０
１２：５０～１３：２０

入試・カリキュラム相談コーナー ９：３０～１４：３０ 5203
学生生活・留学相談コーナー ９：３０～１４：３０ 5204
保護者・高校教員・大学院案内
相談コーナー ９：３０～１４：３０ 5205

大学生による相談コーナー ９：３０～１４：３０ 5301
カリキュラム・留学先
紹介コーナー ９：３０～１４：３０ 5302

国際キャリア教育プログラム
展示コーナー ９：３０～１４：３０ 5303

原発震災研究フォーラムコーナー ９：３０～１４：３０ 5304
多文化公共圏センター展示コーナー ９：３０～１４：３０ 5305

内　容 時　間 案内番号

基
盤
教
育

EPUUツアーズ（開始時間から30分間隔で実施） ９：３０～１４：５０ 4310
チャッティング・デッキ（EPUU） ９：３０～１５：００ 4101
質問相談コーナー（EPUU） ９：３０～１５：００ 4102
学生ティーチャーのミニミニ体験授業１１：４５～１２：１５ 5110
リケジョカフェ（峰キャンパス） １２：１５～１３：００ 5111
展示・フリースペース ９：３０～１５：００ 5112

キ
ャ
リ
ア
教
育

説明会「宇都宮大学におけるキャ
リア教育と就職支援について」

１１：００～１１：３０
4210１２：３０～１３：００

１４：００～１４：３０
キャリア教育・就職情報コーナー ９：３０～１６：００ 4211

内　容 時　間 案内番号

教
育
学
部

音楽分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

7201

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

技術分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

8103

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

美術分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

8104

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

家庭分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

8203

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

理科分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

8301

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

学校教育分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

8303

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

特別支援
教育分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

8304

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

保健体育分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

8306

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

教育実習風景のビデオ放映・パネル展示 １０：００～１５：１５ 7101
進学相談コーナー １１：００～１５：１５ 8201
学生企画　 ９：３０～１５：１５ 8202

内　容 時　間 案内番号

教
育
学
部

全体説明会
９：３０～１０：００ ８１０１

８１０２
１０：１５～１０：４５
１３：００～１３：３０

社会分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

４３０１

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

数学分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

6101

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

英語分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

6102

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５

国語分野

説　明　会 ９：３０～１０：００

6201

説　明　会 １０：１５～１０：４５
分 野 企 画 １１：００～１１：４５
説　明　会 １３：００～１３：３０
説　明　会 １３：４５～１４：１５
分 野 企 画 １４：３０～１５：１５



地域デザイン科学部
受付　8：30～　陽東キャンパス10号館付近テント
　陽東キャンパス総合受付にて資料を配布します。
詳細なプログラムは配布資料をご参照ください。

໐学科説明会
　地域デザイン科学部では、各学科ごとに学科の学
びの内容やカリキュラム、入試制度等に関する説明会
を開催いたします。
໐模擬授業
　地域デザイン科学部各学科の魅力あふれる教員
が、模擬授業を開講します。ぜひ聴講してください。
　原田　淳 教授
　「コミュニティデザイン学の視座と方法」
　中野達也 准教授
　「建築物の安全・安心と数理の役割」
　近藤伸也 准教授
　「災害が発生するとどうなるか考えてみよう」
　藤倉修一 准教授
　「橋の魅力と成り立ち」
　
　この他、下記のイベントを実施します。在学生との
懇談会や、研究室紹介・パネル展示では現役学部生に
いろいろ質問できます。体験企画も多数用意していま
す。ふるってご参加ください。

●コミュニティデザイン学科
໐個別相談コーナー（入試・進学・カリキュラム）
໐学生との懇談会

●建築都市デザイン科学科
໐個別相談コーナー（入試・進学・カリキュラム）
໐模型・図面展示　研究室プロジェクト　卒業設計

の優秀作品
໐体験企画「不自由を体験してバリアフリーを考えよ

う」「建築骨組模型の地震時の動きをみよう」「セ
メントでつくるキッチンマグネット」

໐パネル展示
●建築環境研究室の研究プロジェクト紹介
●建築構造研究室の研究プロジェクト紹介（力の

流れと接合構法） 
໐動画放映「接合部の壊れ方」「建築鋼構造接合部

の実験動画」

●社会基盤デザイン学科
໐個別相談コーナー（入試・進学・カリキュラム）
໐CIVIL-E Café『大学院生カフェ＠土木工学』～大学

生活の疑問に、大学院生が答えます！
　研究室&実験室公開ツアー
໐パネル展示「マネジメント学へようこそ」「未来に架

ける橋－橋の最前線－」
໐体験企画「宇都宮の都市計画」「社会のニーズに答

える様々なコンクリート」
　「自然を活かした川づくり・森の防潮堤」「模型を

通して学ぶ地震時の土砂災害とトンネルのメカニズ
ム」「コンクリート製カヌー試乗会」

陽東キャンパス

ご来場いただいた方へ
●まず、見たい学部の受付に行きましょう！（資料を配布しています。）
●お帰りの際アンケートにご協力ください！アンケートに答えてくれた方には宇大オリジナルグッズをプレゼント！（アンケートは各総合案内、各学部受付で回収しています。）

９：００～１４：３０

農学部
受付　９：００～　農学部１号館玄関

※受付にてアンケートを配布いたします。
ご回答いただいた方に、農場産のお米（ゆうだい21）を
差し上げます。
 
①学部全体、学科、施設の概要を知りたい方は
　⇒各種説明会へ

農学部全体説明会（9201）
　４回実施しますが、内容は同一です。　　
　　農学部長挨拶
　　平成３１年度入学試験概要説明
　　就職状況概要説明
学科ガイダンス
　各学科複数回実施しますが、内容は同一です。
施設紹介
　農場（1116）、演習林（1113）

②入試に関して聞いてみたい方は
　⇒入試・進学相談会へ（9202）

③在学生と話をしてみたい方、研究室について知りた
い方は

　⇒在学生との懇談会、研究室紹介、パネル展示へ
　　　各学科別に実施しています。

④施設・研究室を実際に見てみたい方は
　⇒農場ツアー（大学正門付近に集合）へ

農学部全体説明会１回目、２回目終了後に整理
券を配布します（先着100名）

　⇒研究室ツアーへ
　　　応用生命化学科（2107）、農業環境工学科（1309）

⑤高校の先生方へ
　⇒高校教員との懇談会（1203）

⑥授業を聞いてみたい方は
⇒模擬授業へ

①「害虫コナガの殺虫剤抵抗性管理」
園田 昌司 教授

②「植物のウイルス病とワクチンの開発」
西川 尚志 准教授

③「花の科学：早く，きれいに，長～く咲かせましょう」
山根 健治 教授

④「動物もストレスを感じる？」
青山 真人 准教授

⑤「これでもか□有機化学」
二瓶 賢一 准教授

⑥「きのこが地球を救う！」
金野 尚武 准教授

⑦「ICT，AIの導入で農業はどうなる？」
池口 厚男 教授

⑧「農村の生きものにふれ合おう！」
守山 拓弥 准教授

⑨「明治150年，日本の農業とアメリカ」
大栗 行昭 教授

⑩「「食」と「農」をつなぐフードシステムの世界」
神代 英昭 准教授

⑪「樹木学ミニ実習」
大久保 達弘 教授・逢沢 峰昭 准教授

⑫「顕微鏡から見た木の世界」
石栗 太 准教授

⑬「知ろう！学ぼう！農場実習」
池田 裕樹 助教

基盤教育（EPUU）

EPUUの授業を行っている各施設を、EPUUの日本人
講師がご案内します。英語教育用特設シアターや
DVDラボを体験してください。
集合場所：4号館3階CALLラボ
所要時間：約30分間
　　　　　　　（20分間隔で出発します）

アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュー
ジーランドの外国人講師と
英語でコミュニケーションしてみましょう！
英語が話せなくても大丈夫!!
EPUU Studentsがお手伝いいたします。
場所：4号館前　（随時受付）
    [ 雨天の場合は4B11教室＆4B12教室 ] 

９：３０開始

工学部
受付　9：00～　陽東キャンパス10号館付近テント

「2019年４月　宇都宮大学工学部は一つになります」
（設置計画書提出中）
　宇都宮大学工学部は、2019年度から、現在の４学
科を「工学部基盤工学科」に統合する改組を計画・準
備しています。今回のオープンキャンパスでも、次年
度の体制に準拠した形で説明会を実施いたします。

໐工学部基盤工学科説明会
໐物質環境化学コース、機械システム工学コース、情

報電子オプティクスコース各コースの説明会
　改組後の各コースの教育研究、進学、就職などにつ
いてわかりやすくご紹介いたします。
໐模擬授業

　工学部の魅力あふれる教員が、模擬授業を開講
します。ぜひ聴講してください。
① 諸星知広 准教授
　「化学の目で見たミクロな生物学」
② 鄒　艶華 准教授
　「ものづくりに欠かせない加工技術」
③ 森　博志 准教授
　「バーチャルリアリティのしくみ」
④ 東口武史 教授
　「先端技術のためのアイデアと手作り装置」
⑤ 藤村隆史准教授
　「光を操る　～ホログラフィーでできること～」

　この他、下記のイベントを実施します。研究室公開
や見学ツアーでは現役学生にいろいろ質問できます。
体験企画も多数用意しています。ふるってご参加くだ
さい。

໐研究室公開
　工学部基盤工学科全３コース、大学院先端光工学
専攻の研究室を公開します。
໐見学ツアー
　２号館１階ロビーを出発点にして各コースの研究室
を案内して周ります。
໐進学相談コーナー
　入試、大学生活や勉強、卒業後の進路など気軽に
相談してください。
໐技術部企画
　工学部の教育を技術面から支える技術部職員によ
る企画です。
໐附属ものづくり創成工学センター紹介・オリジナル

プレート製作
○体験企画
　各コース（学科）の研究紹介・様々な体験イベント
を行います。詳細は工学部パンフレットをご参照くだ
さい。
○工学部改組について保護者の皆様への説明会
　　　　　　　　　　　　　　　　　（工学部長）
○先端光工学専攻説明会　
　大学院（工学研究科博士前期課程先端光工学専

攻）の説明会を実施します。

陽東キャンパス（午前の部）９：３０開始 （午後の部）１３：００開始

峰キャンパス 峰キャンパス

国際学部
受付　８：５０～　峰キャンパス５号館前
※８:５０より全体説明会整理券配布開始（先着順）

全体説明会は５回、模擬授業は３回実施しますが、い
ずれも同じ内容です。

໐国際学部　全体説明会
●学部長挨拶
●学部説明
●平成31年度入学試験の概要について
●特色ある教育の説明
●在学生からのメッセージ

໐模擬授業
　国際学部の魅力あふれる教員が、模擬授業を開講
します。ぜひ聴講してください。

●「Perspectives in Practice：An Introduction 
to Comparative Culture Studies」

 ライマン・アンドリュー 准教授
●「紛争と“HERO” ―平和構築と法について考え

る―」 藤井広重 助教
●「“Gender”って何ですか？」
 モリソン・バーバラ 准教授
●「製品からみるソビエト文化」 大野斉子 准教授
●「Latin America: Unity in Diversity: What 

constitutes Latin America? Who are the 
Latin Americans? 」 スエヨシ アナ 准教授

●「国際協力と世界のつながり」 栗原俊輔 准教授

この他、下記の相談コーナーや展示を実施します。ぜ
ひお越しください。

໐入試・カリキュラム相談コーナー
໐学生生活・留学相談コーナー
໐保護者・高校教員・大学院案内相談コーナー
໐大学生による相談コーナー
໐カリキュラム・留学先紹介コーナー
໐国際キャリア教育プログラム展示コーナー
໐原発震災研究フォーラムコーナー
໐多文化公共圏センター展示コーナー

９：２０～１４：３０ 峰キャンパス 教育学部
午前・午後ともに同じプログラムです。
　受　　付　９：００～
　受付場所　峰キャンパス8号館玄関前

■全体説明会
☆午前２回、午後1回の計3回実施します。すべて同じ

内容です。
　●教育学部からのご挨拶
　●教育学部の紹介
　●オープンキャンパスについて

※午前中に参加者が集中し、席が混み合いますの
で、なるべく午後の会にご参加ください。

■進学相談コーナー
　本学部教員が個別に相談に対応します。

■教育実習風景のビデオ放映・パネル展示コーナー
　「教職を目指した４年間の学び」をパネル及び映像で
紹介します。

■学生企画
　本学部学生による高校生に向けた企画（予定）

■分野説明会
☆午前2回、午後2回の計4回実施します。すべて同じ

内容です。

■分野企画
☆午前１回、午後１回の計2回実施します。すべて同じ

内容です。
●社会分野（懇談会）
　社会分野の魅力を語ろう
●数学分野（模擬授業）
　連分数と数あてゲーム
●英語分野（模擬授業）
　原書で愉しむ『クマのプーさん』
●国語分野（模擬授業）
　名作には穴が空いているー専門科目の醍醐味ー
●音楽分野（模擬授業）
　音楽分野で学ぶために
●技術分野（懇談会・体験）
　学生との懇談会＆ものづくり・プログラミング体験
●美術分野（模擬授業）
　鉛筆デッサンの基礎
●家庭分野（懇談会）
　在学生との懇談会
●理科分野（体験）
　研究室体験
●学校教育分野（模擬授業）
　カウンセリングってやさしくすること？
●特別支援教育分野（懇談会）
　特別支援教育分野の教員・学生と話をしよう
●保健体育分野（懇談会）
　保健体育を宇大で学ぼう

※詳細は、学部ＨＰもしくは当日配布のチラシを
ご覧ください。

（午前の部）９：３０開始 （午後の部）１３：００開始 峰キャンパス

EPUU（英語教育）English Program of Utsunomiya University （EPUU＝イープー）
宇都宮大学に入学した全学生が、１年次と２年次の必修科目として、EPUUの英語を履修します！ 

EPUUツアー チャッティング・デッキ

質問相談コーナー
場所：4号館前　（随時受付）
 　 [ 雨天の場合は4A1階EPUUクリニック ]

CALLラボ❶

シアター❷

クリニック❸

READINGラボ❹

EPUU EXPO❺

DVDラボ❻

‒２０１３年度大学英語教育学会賞（実践賞）受賞‒



グループ学習のための空間で
あり、24時間いつでも自由に
利用できます。オープンキャン
パス当日は、学生が作った宇大
紹介ポスターを展示していま
す。学生が企画・実施する理想
の授業やリケジョの先輩達と交
流できる「リケジョカフェ」もやっています。お弁当を食べ
たり、ちょっと休憩をしたり。是非足をお運びください。

ラーニング・コモンズ 峰キャンパス

11：45～12：15学生ティーチャーのミニミニ体験授業
12：15～13：00リケジョカフェ

（いずれも入退場自由）
イベント

大学の図書館は、高校や街の図
書館とどこが違うのか、広い館
内をゆっくり見学してください。
2階には学生選書コーナー、3
階にはキャリア教育関係資料、
授業案内（シラバス）掲載図書、
本学教員著作物などのコー
ナーがありますので、是非ご覧ください。希望者には係
員がご案内いたします。

附属図書館 峰キャンパス

人と生き物の関わりを科学する
面白さを、雑草や野生鳥獣に関
する研究に焦点を合わせて、わ
かりやすく紹介します。
雑草と里山の科学教育研究セ
ンター紹介・パネル展示　セン
ター１階

雑草と里山の科学教育研究センター 峰キャンパス

ゲノミクス研究棟 1階「ちょっと変
なのが面白い！？バイオサイエンス
研究を支える奇妙な生き物たち」
2階「見て触れて感じるバイオサ
イエンス研究の世界」
バイオサイエンス分野の先端機
器も見学できます。
環境調節実験棟 環境調節温室のシステムと、そこで行
われている植物ホルモンなどの研究を紹介します。
バイオサイエンス教育研究センター紹介・パネル展示  
ゲノミクス研究棟1階　教育用実験室

農場実習の概要や「ゆうだい21」
「純牧」など附属農場で開発し
た宇大ブランド品、附属農場の
４研究室で行われている研究に
ついて紹介します。12時20分頃
からは、農場産の農作物の試食
会を行います（数量限定）。また
午後の農場ツアーでは、大規模な水田や果樹園、乳牛
や和牛を飼養している牛舎をご案内します。ぜひご参
加ください。

産学連携・イノベーション・知財部
門（ＣＤＩ）では、磁気分離を活用し
た水処理法や、磁気を超精密加
工に取込んだ加工、新しい光計測
の実験を紹介します。細菌感染症
予防のバイオゲルファイバー、機
械を笑わせる方法、微小世界の自動化技術やロボット技
術を活かした介護支援、ドローン操縦のパネル発表も行
います（会場：ＣＤＩ北棟）
先端計測分析部門では、保有する分析機器群をパネル
で紹介すると共に、先端分析機器に実際にふれて体験
できる走査電子顕微鏡体験学習を実施します。（会場：
10号館1階、3階） 会場は3カ所に分かれていますので
ご注意ください。

体験
学習

11:00／12:30／13:30（所要時間20分）
いずれかの時間に1階受付カウンター前に
集合してください。

ガイド
ツアー

ガイド
ツアー

附属農場
ツアー

集合場所：大学正門付近、大学出発（13:10）→バ
ス→附属農場（真岡市）→バス→大学（16:00）ま
たはJR宇都宮駅東口（16:10）帰着
※１回目（9:30～）と２回目（10:15～）の農学部全
体説明会（大学会館2階多目的ホール）で整理券
を配布します。定員は100名で、保護者の方も同
行可能です。

所要時間２０分～　随時開催　
「見て触れて感じるバイオサイエンス研究の世界」
参加希望者はゲノミクス研究棟入口にお越しくだ
さい。

「環境調節温室のシステムと、そこで育てている
植物の紹介」
参加希望者は環境調節実験棟入口にお越しくだ
さい。

産学連携・イノベーション・知財部門
9：30～12:00、13：00～15：00

（CDI北棟）（時間内いつでも入場可能）
先端計測分析部門10:30～12:00、13:30～
15:00(10号館)（時間内いつでも入場可能）

「人の暮らしと雑草・野生鳥獣の関係を科学する」
10:00／10:45／11:30
12:45／13:30／14:15  （所要時間２０分～）
参加希望者はいずれかの時間にセンター玄関前
に集合してください。

所要時間
約3時間

学長による保護者の皆様への説明会

●理系の魅力発見！
●理系の若手女性教員＆学生によるプチ研究発表
●理系女子学生とのフリートーク（Ｑ＆Ａ）
●ロールモデル集、リケジョ本の展示 
※男女共同参画推進室と基盤教育センターとの共

催です。

●説明会「宇都宮大学におけるキャリア教育と就職支援について」
　①１１：００～１１：３０　②１２：３０～１３：００　③１４：００～１４：３０
　※開演５分前までに会場までお越しください。

進学相談コーナー（学務部）

キャリア教育・就職支援

施設公開のご案内

その他イベント

　「日本で一番に学生を大切に育てる大学」を目指す学
長石田朋靖より、宇都宮大学の良さ、強みを保護者目線
に立って説明いたします。

陽東キャンパス

宇大に進学したいあなたに、どんな疑問でもお答えします！
●入試（過去問公開）について知り

たいのだけど…
→一般入試や特別入試について

ご案内します。
　ホームページに掲載していな

い過去問を閲覧できます。
●入学したら学生寮には入れる？

→学生寮の部屋の様子や寮費な
どをご紹介します。

●奨学金は申し込める？
　授業料の減免は？

→奨学金や授業料免除制度をご
案内します。

●留学も考えているのだけど…？
→いろいろな国の大学への留学

をご紹介します。

学務棟（ミニストップのある建物） ３号館２階 峰キャンパス 陽東キャンパス

キャリア教育 宇都宮大学の４年一貫のキャリア教育紹介

卒業生の進路状況紹介　　卒業生の就職状況紹介
大学のサポート体制紹介　就職資料・図書の閲覧

就 職 支 援

オプティクス教育研究センター
棟にある、超短パルスレーザー
加工装置やホログラフィ装置、
ボリュームディスプレイなどの最
先端設備を見学できます。「光
ミニスクール」を開講し、簡単
な実験を通して留学生と一緒
に、日本語と英語はもちろん、中国語、マレー語、アラ
ビア語、スペイン語、タミル語で光学を学びましょう。

工学部学生の創造的研究開発
能力を育てるため、他大学には
ないような様々な工学教育を開
発・実施しています。

レーザー彫刻機によるオリジナ
ルプレート（数量限定）製作の
チャンス！

センターの特色ある取組みのな
かから、事業継続（大学間業務
継続連携事業）、国際規格I S O
27001（ISMS）認証による情報セ
キュリティマネジメントシステム、
環境を重視するグリーンICT（太
陽光発電・給電システム）についてパネル展示を致しま
す。教室内も自由に見学することができます。またキャン
パス内ではデジタルサイネージの体験操作もできます。

４号館２階多目的ルーム 

峰キャンパス

峰キャンパス

キャリアカフェ（４号館） 
陽東３号館２階３２２教室

峰キャンパス

講演会 「国立大学の魅力と入試に向けて」
■講師　進研アド　松原正弥氏
　国立大学の入試動向を分析するとともに、国立大学の特徴・魅力をお伝えし、受験
生の皆様の今後の学習の指針となるポイントについてアドバイスいたします。

大学会館多目的ホール　１４：００～１４：３０

峰キャンパス陽東キャンパス
アカデミアホール
１１：００～１１：３０

大学会館多目的ホール
１１：４５～１２：１５

リケジョカフェ
峰キャンパス

ラーニング・コモンズ

陽東キャンパス
3号館323教室

　自由に資料を閲覧した
り、ちょっと一休みできる
空間もあります。気軽にお
立ち寄りください。

●キャリア教育・就職情報
　コーナー

例えば…

ガイド
ツアー

オプティクス教育研究センター 陽東キャンパス 工学部附属ものづくり創成工学センター 陽東キャンパス 総合メディア基盤センター 峰キャンパス・陽東キャンパス

バイオサイエンス教育研究センター 峰キャンパス 農学部附属農場 １号館１階 アグリコモンズ 峰キャンパス 産学イノベーション支援センター 陽東キャンパス

どの施設も自由に見学できます！

案内番号（１０１０３）
案内番号（4211）

案内番号（4210）

案内番号（１０１０１） 案内番号（３２０３）

案内番号（3202） 案内番号（９２０１）

案内番号（９２０１）

案内番号（5111）

案内番号（3201）

オープンキャンパス タイムテーブル



　高校生と保護者の皆様を対象に、現役の宇大生スタッフが大学生活を紹介します。
　この他にもC.C.S.(宇都宮大学生協学生委員会)では現役宇大生による様々な企画
をご用意しております。ぜひ気軽にご参加ください！

宇都宮大学生協（食堂・購買部）営業のご案内

大学準備説明会（宇都宮大学消費生活協同組合主催）

　「宇都宮大学夏のオープンキャンパス２０１８」にて、宇大生協では食堂、購買共に営業し
ております。この機会に宇大生が普段利用している学食を体験してみませんか？購買部で
は宇大オリジナルグッズも多数ご用意。皆さんのお越しをお待ちしています！
<営業時間>

※お昼12時前後は、食堂が混み合うことが予想されますので、ゆったり食事をしたい場合
にはお昼の時間帯を避けることをお勧めします。

UUプラザ２階コミュニティフロア １３：００～１３：３０

峰キャンパス 大学会館
食堂 10:00～14:00  購買  9:30～15:00

陽東キャンパス 石井会館
食堂 10:00～14:00  購買10:00～14:00

宇都宮大学
陽東キャンパス

（地域デザイン科学部・工学部）

宇都宮大学
峰キャンパス

（国際学部・教育学部・農学部）

宇都宮大学内郵便局

キャンパス間シャトルバスのご案内
（キャンパス間は、シャトルバスで約10分です）

峰キャンパス陽東キャンパス へ行きたいから

陽東キャンパス正門案内所前から峰キャンパス行きシャトルバスが出発します。

峰キャンパス 陽東キャンパス へ行きたいから

峰キャンパス正門案内所前から陽東キャンパス行きシャトルバスが出発します。

10時頃～16時頃の間、
20分～50分間隔で運行します。

福島大学・茨城大学ブースのご案内

福島大学：
UUプラザ1階 インフォメーションフロア
茨城大学：
UUプラザ1階 インフォメーションフロア

茨城大学：3号館2階322番教室

峰キャンパス

陽東キャンパス

福島大学・茨城大学の説明会場もあります。
お気軽にお立ち寄りください。

  ８：００～１０：００頃：約５～１０分間隔で運行
１０：００～１３：００頃：約１５分間隔で運行
１３：００～１６：００頃：約３０分間隔で運行

峰キャンパス前JR宇都宮駅東口 陽東キャンパス前

☆バス乗り場では、係員の指示に
　従ってご乗車ください。

無料送迎バスのご案内

インフォメーション

JR宇都宮駅東口バス乗り場からの無料送迎バスをご利用ください。

宇都宮大学企画広報課     TEL 028-649-8649　E-mail plan@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
峰キャンパス　〒321-8505 栃木県宇都宮市峰町350　　陽東キャンパス　〒321-8585 栃木県宇都宮市陽東7-1-2オープンキャンパスのお問い合わせ先

　大学生活、勉強だけじゃなくてサークル活動をと
おした交流やアクティビティの経験もとっても大切
です。オープンキャンパス当日、サークルの学生さん
もキャンパス各所でその成果を発表してくれます。

当日成果発表をしてくれるサークルの皆さん（予定）
●生協学生委員会（C.C.S.）
●リソース・ネットワーク（サークル紹介）
●doocle（ダンスパフォーマンス）
●Table For Two宇都宮（サークル紹介）
●漫画研究会（サークル紹介）
●滑空部（機体展示及びサークル紹介）
●混声合唱団
●マンドリンクラブ（サークル紹介、演奏）
●UU-PRAS（企画広報課学生スタッフ）（フリーペーパー配布、相談会）
●しーたす！（COC+学生広報スタッフ）（フリーペーパー配布）
●宇～太LOVE委員会（宇～太とパフォーマンス）
●コモンズ学生スタッフ（ラーニング・コモンズの紹介、リケジョカフェの運営）

サ ー ク ル 活動、頑張ってます！

→詳しい活動予定は大学ホームページの
　オープンキャンパス情報をご覧ください。

お近くのスタッフまでお声掛けください。もしくは直接保健管理センターまでおいでください。

次の場所で食事・軽食を販売しています。
●大学会館（生協）　●ミニストップ（学務棟1階）

次の場所で休憩を取ることができます。
●大学会館（生協）
※昼食の時間帯は混雑しますのでご了承ください。
●UUプラザ　●ラーニング・コモンズ　●峰ヶ丘講堂
また、各学部内にも休憩所を設置してあります。

次の場所で食事・軽食を販売しています。
●石井会館（生協）　●ミニストップ

ベビーベッドを設置してある多目的トイレは
オプティクス教育研究センター内にありますので、
ご利用ください。

ベビーベッドを設置してある多目的トイレはUUプラザ
（正門右手）にありますので、ご利用ください。

9号館付近に総合案内所がございます。
お気軽にお声掛けください！

総合案内を2か所（附属図書館北側・大学会館前）に
設置してあります。お気軽にお声掛けください！

次の場所で休憩を取ることができます。
●石井会館（生協）
※昼食の時間帯は混雑しますのでご了承ください。
●9号館911番教室　●3号館323番教室

多目的トイレは設置して
ありますか？
（おむつ替えなど）

具合が悪くなったら？

おなかがすいた！

ちょっと疲れちゃった・・・

その他オープンキャン
パスで分からないことは

峰キャンパス 陽東キャンパス困った時、も
しもの時は

？

地域デザイン科学部
受付　8：30～　陽東キャンパス10号館付近テント
　陽東キャンパス総合受付にて資料を配布します。
詳細なプログラムは配布資料をご参照ください。

໐学科説明会
　地域デザイン科学部では、各学科ごとに学科の学
びの内容やカリキュラム、入試制度等に関する説明会
を開催いたします。
໐模擬授業
　地域デザイン科学部各学科の魅力あふれる教員
が、模擬授業を開講します。ぜひ聴講してください。
　原田　淳 教授
　「コミュニティデザイン学の視座と方法」
　中野達也 准教授
　「建築物の安全・安心と数理の役割」
　近藤伸也 准教授
　「災害が発生するとどうなるか考えてみよう」
　藤倉修一 准教授
　「橋の魅力と成り立ち」
　
　この他、下記のイベントを実施します。在学生との
懇談会や、研究室紹介・パネル展示では現役学部生に
いろいろ質問できます。体験企画も多数用意していま
す。ふるってご参加ください。

●コミュニティデザイン学科
໐個別相談コーナー（入試・進学・カリキュラム）
໐学生との懇談会

●建築都市デザイン科学科
໐個別相談コーナー（入試・進学・カリキュラム）
໐模型・図面展示　研究室プロジェクト　卒業設計

の優秀作品
໐体験企画「不自由を体験してバリアフリーを考えよ

う」「建築骨組模型の地震時の動きをみよう」「セ
メントでつくるキッチンマグネット」

໐パネル展示
●建築環境研究室の研究プロジェクト紹介
●建築構造研究室の研究プロジェクト紹介（力の

流れと接合構法） 
໐動画放映「接合部の壊れ方」「建築鋼構造接合部

の実験動画」

●社会基盤デザイン学科
໐個別相談コーナー（入試・進学・カリキュラム）
໐CIVIL-E Café『大学院生カフェ＠土木工学』～大学

生活の疑問に、大学院生が答えます！
　研究室&実験室公開ツアー
໐パネル展示「マネジメント学へようこそ」「未来に架

ける橋－橋の最前線－」
໐体験企画「宇都宮の都市計画」「社会のニーズに答

える様々なコンクリート」
　「自然を活かした川づくり・森の防潮堤」「模型を

通して学ぶ地震時の土砂災害とトンネルのメカニズ
ム」「コンクリート製カヌー試乗会」

陽東キャンパス

ご来場いただいた方へ
●まず、見たい学部の受付に行きましょう！（資料を配布しています。）
●お帰りの際アンケートにご協力ください！アンケートに答えてくれた方には宇大オリジナルグッズをプレゼント！（アンケートは各総合案内、各学部受付で回収しています。）

９：００～１４：３０

農学部
受付　９：００～　農学部１号館玄関

※受付にてアンケートを配布いたします。
ご回答いただいた方に、農場産のお米（ゆうだい21）を
差し上げます。
 
①学部全体、学科、施設の概要を知りたい方は
　⇒各種説明会へ

農学部全体説明会（9201）
　４回実施しますが、内容は同一です。　　
　　農学部長挨拶
　　平成３１年度入学試験概要説明
　　就職状況概要説明
学科ガイダンス
　各学科複数回実施しますが、内容は同一です。
施設紹介
　農場（1116）、演習林（1113）

②入試に関して聞いてみたい方は
　⇒入試・進学相談会へ（9202）

③在学生と話をしてみたい方、研究室について知りた
い方は

　⇒在学生との懇談会、研究室紹介、パネル展示へ
　　　各学科別に実施しています。

④施設・研究室を実際に見てみたい方は
　⇒農場ツアー（大学正門付近に集合）へ

農学部全体説明会１回目、２回目終了後に整理
券を配布します（先着100名）

　⇒研究室ツアーへ
　　　応用生命化学科（2107）、農業環境工学科（1309）

⑤高校の先生方へ
　⇒高校教員との懇談会（1203）

⑥授業を聞いてみたい方は
⇒模擬授業へ

①「害虫コナガの殺虫剤抵抗性管理」
園田 昌司 教授

②「植物のウイルス病とワクチンの開発」
西川 尚志 准教授

③「花の科学：早く，きれいに，長～く咲かせましょう」
山根 健治 教授

④「動物もストレスを感じる？」
青山 真人 准教授

⑤「これでもか□有機化学」
二瓶 賢一 准教授

⑥「きのこが地球を救う！」
金野 尚武 准教授

⑦「ICT，AIの導入で農業はどうなる？」
池口 厚男 教授

⑧「農村の生きものにふれ合おう！」
守山 拓弥 准教授

⑨「明治150年，日本の農業とアメリカ」
大栗 行昭 教授

⑩「「食」と「農」をつなぐフードシステムの世界」
神代 英昭 准教授

⑪「樹木学ミニ実習」
大久保 達弘 教授・逢沢 峰昭 准教授

⑫「顕微鏡から見た木の世界」
石栗 太 准教授

⑬「知ろう！学ぼう！農場実習」
池田 裕樹 助教

基盤教育（EPUU）

EPUUの授業を行っている各施設を、EPUUの日本人
講師がご案内します。英語教育用特設シアターや
DVDラボを体験してください。
集合場所：4号館3階CALLラボ
所要時間：約30分間
　　　　　　　（20分間隔で出発します）

アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュー
ジーランドの外国人講師と
英語でコミュニケーションしてみましょう！
英語が話せなくても大丈夫!!
EPUU Studentsがお手伝いいたします。
場所：4号館前　（随時受付）
    [ 雨天の場合は4B11教室＆4B12教室 ] 

９：３０開始

工学部
受付　9：00～　陽東キャンパス10号館付近テント

「2019年４月　宇都宮大学工学部は一つになります」
（設置計画書提出中）
　宇都宮大学工学部は、2019年度から、現在の４学
科を「工学部基盤工学科」に統合する改組を計画・準
備しています。今回のオープンキャンパスでも、次年
度の体制に準拠した形で説明会を実施いたします。

໐工学部基盤工学科説明会
໐物質環境化学コース、機械システム工学コース、情

報電子オプティクスコース各コースの説明会
　改組後の各コースの教育研究、進学、就職などにつ
いてわかりやすくご紹介いたします。
໐模擬授業

　工学部の魅力あふれる教員が、模擬授業を開講
します。ぜひ聴講してください。
① 諸星知広 准教授
　「化学の目で見たミクロな生物学」
② 鄒　艶華 准教授
　「ものづくりに欠かせない加工技術」
③ 森　博志 准教授
　「バーチャルリアリティのしくみ」
④ 東口武史 教授
　「先端技術のためのアイデアと手作り装置」
⑤ 藤村隆史准教授
　「光を操る　～ホログラフィーでできること～」

　この他、下記のイベントを実施します。研究室公開
や見学ツアーでは現役学生にいろいろ質問できます。
体験企画も多数用意しています。ふるってご参加くだ
さい。

໐研究室公開
　工学部基盤工学科全３コース、大学院先端光工学
専攻の研究室を公開します。
໐見学ツアー
　２号館１階ロビーを出発点にして各コースの研究室
を案内して周ります。
໐進学相談コーナー
　入試、大学生活や勉強、卒業後の進路など気軽に
相談してください。
໐技術部企画
　工学部の教育を技術面から支える技術部職員によ
る企画です。
໐附属ものづくり創成工学センター紹介・オリジナル

プレート製作
○体験企画
　各コース（学科）の研究紹介・様々な体験イベント
を行います。詳細は工学部パンフレットをご参照くだ
さい。
○工学部改組について保護者の皆様への説明会
　　　　　　　　　　　　　　　　　（工学部長）
○先端光工学専攻説明会　
　大学院（工学研究科博士前期課程先端光工学専

攻）の説明会を実施します。

陽東キャンパス（午前の部）９：３０開始 （午後の部）１３：００開始

峰キャンパス 峰キャンパス

国際学部
受付　８：５０～　峰キャンパス５号館前
※８:５０より全体説明会整理券配布開始（先着順）

全体説明会は５回、模擬授業は３回実施しますが、い
ずれも同じ内容です。

໐国際学部　全体説明会
●学部長挨拶
●学部説明
●平成31年度入学試験の概要について
●特色ある教育の説明
●在学生からのメッセージ

໐模擬授業
　国際学部の魅力あふれる教員が、模擬授業を開講
します。ぜひ聴講してください。

●「Perspectives in Practice：An Introduction 
to Comparative Culture Studies」

 ライマン・アンドリュー 准教授
●「紛争と“HERO” ―平和構築と法について考え

る―」 藤井広重 助教
●「“Gender”って何ですか？」
 モリソン・バーバラ 准教授
●「製品からみるソビエト文化」 大野斉子 准教授
●「Latin America: Unity in Diversity: What 

constitutes Latin America? Who are the 
Latin Americans? 」 スエヨシ アナ 准教授

●「国際協力と世界のつながり」 栗原俊輔 准教授

この他、下記の相談コーナーや展示を実施します。ぜ
ひお越しください。

໐入試・カリキュラム相談コーナー
໐学生生活・留学相談コーナー
໐保護者・高校教員・大学院案内相談コーナー
໐大学生による相談コーナー
໐カリキュラム・留学先紹介コーナー
໐国際キャリア教育プログラム展示コーナー
໐原発震災研究フォーラムコーナー
໐多文化公共圏センター展示コーナー

９：２０～１４：３０ 峰キャンパス 教育学部
午前・午後ともに同じプログラムです。
　受　　付　９：００～
　受付場所　峰キャンパス8号館玄関前

■全体説明会
☆午前２回、午後1回の計3回実施します。すべて同じ

内容です。
　●教育学部からのご挨拶
　●教育学部の紹介
　●オープンキャンパスについて

※午前中に参加者が集中し、席が混み合いますの
で、なるべく午後の会にご参加ください。

■進学相談コーナー
　本学部教員が個別に相談に対応します。

■教育実習風景のビデオ放映・パネル展示コーナー
　「教職を目指した４年間の学び」をパネル及び映像で
紹介します。

■学生企画
　本学部学生による高校生に向けた企画（予定）

■分野説明会
☆午前2回、午後2回の計4回実施します。すべて同じ

内容です。

■分野企画
☆午前１回、午後１回の計2回実施します。すべて同じ

内容です。
●社会分野（懇談会）
　社会分野の魅力を語ろう
●数学分野（模擬授業）
　連分数と数あてゲーム
●英語分野（模擬授業）
　原書で愉しむ『クマのプーさん』
●国語分野（模擬授業）
　名作には穴が空いているー専門科目の醍醐味ー
●音楽分野（模擬授業）
　音楽分野で学ぶために
●技術分野（懇談会・体験）
　学生との懇談会＆ものづくり・プログラミング体験
●美術分野（模擬授業）
　鉛筆デッサンの基礎
●家庭分野（懇談会）
　在学生との懇談会
●理科分野（体験）
　研究室体験
●学校教育分野（模擬授業）
　カウンセリングってやさしくすること？
●特別支援教育分野（懇談会）
　特別支援教育分野の教員・学生と話をしよう
●保健体育分野（懇談会）
　保健体育を宇大で学ぼう

※詳細は、学部ＨＰもしくは当日配布のチラシを
ご覧ください。

（午前の部）９：３０開始 （午後の部）１３：００開始 峰キャンパス

EPUU（英語教育）English Program of Utsunomiya University （EPUU＝イープー）
宇都宮大学に入学した全学生が、１年次と２年次の必修科目として、EPUUの英語を履修します！ 

EPUUツアー チャッティング・デッキ

質問相談コーナー
場所：4号館前　（随時受付）
 　 [ 雨天の場合は4A1階EPUUクリニック ]

CALLラボ❶

シアター❷

クリニック❸

READINGラボ❹

EPUU EXPO❺

DVDラボ❻

‒２０１３年度大学英語教育学会賞（実践賞）受賞‒


