施設公開のご案内

どの施設も自由に見学できます！

ラーニング・コモンズ

峰キャンパス

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。
イベント

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）

バイオサイエンス教育研究センター

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
ガイド
ツアー

附属図書館

雑草と里山の科学教育研究センター

峰キャンパス

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。
ガイド
ツアー

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
ガイド
ツアー

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。

農学部附属農場 １号館１階 アグリコモンズ

陽東キャンパス

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。

工学部附属ものづくり創成工学センター

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。

峰キャンパス

峰キャンパス

４号館２階多目的ルーム
案内番号
（4210）

（4211）
キャリアカフェ
（４号館） 案内番号
陽東３号館２階３２２教室 案内番号
（3202）

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

就 職 支 援

卒業生の進路状況紹介
大学のサポート体制紹介

卒業生の就職状況紹介
就職資料・図書の閲覧

進学相談コーナー（学務部）
峰キャンパス

学務棟
（ミニストップのある建物）
案内番号
（１０１０１）

陽東キャンパス ３号館２階
案内番号
（３２０３）

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！
例えば…

●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。

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）

総合メディア基盤センター

陽東キャンパス

峰キャンパス・陽東キャンパス

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。

その他イベント

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。

陽東キャンパス

体験
学習

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！

●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」

●キャリア教育・就職情報
コーナー

陽東キャンパス

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。

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。

キャリア教育・就職支援

「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。

産学イノベーション支援センター

峰キャンパス

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。

集合場所：大学正門付近、大学出発
（13:10）
→バ
所要時間２０分～ 随時開催
（真岡市）
→バス→大学
（16:00）
ま
「見て触れて感じるバイオサイエンス研究の世界」 附属農場 ス→附属農場
ツアー
たはJR宇都宮駅東口
（16:10）
帰着
参加希望者はゲノミクス研究棟入口にお越しくだ
所要時間
※１回目
（9:30～）
と２回目
（10:15～）
の農学部全
さい。
約3時間
体説明会（大学会館2階多目的ホール）
で整理券
「環境調節温室のシステムと、そこで育てている
を配布します。定員は100名で、保護者の方も同
植物の紹介」
行可能です。
参加希望者は環境調節実験棟入口にお越しくだ
さい。

オプティクス教育研究センター

峰キャンパス

●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。

学長による保護者の皆様への説明会
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

案内番号
（１０１０３）

案内番号
（９２０１）

「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。
峰キャンパス

大学会館多目的ホール １４
：
００～１４
：
３０

案内番号
（９２０１）

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。

リケジョカフェ
峰キャンパス

案内番号
（5111）

ラーニング・コモンズ

陽東キャンパス 案内番号
（3201）

3号館323教室

●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。

