
オープンキャンパス限定
学生スタッフ企画！

キャンパスツアースタッフpresents

雄飛館 ３階 ラーニングコモンズ（MAP❼）

学生スタッフ企画②
個別京産相談会

10:30-11:30 / 12:15-13:30/ 14:15-15:00
大学生に何でも相談！（フリートーク）

様々なプログラムに参加して京都産業
大学の雰囲気を肌で感じてみてくださ
い。困ったことがあれば青いポロシャツを
着たスタッフにお声がけください！

事前
申込不要

雄飛館 ３階 ラーニングコモンズ（MAP❼）

学生スタッフ企画①
在学生によるスマート京産ナビ

11:30-12:15 / 13:30-14:15
受験勉強や京都産業大学の魅力を、学生目線でのトーク
ショー形式でお届けします！ 奮ってご参加ください！
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10:00-15:00
［9:30～随時受付］

9.4 Sun.

OPEN
CAMPUS
＃京都産業大学
＃オープンキャンパス
＃当日パンフレット

大学の無線LANを
ご利用いただけます！

Wi-Fi
Free

#ネットワーク
#ユーザ名
#パスワード

●●●●●
●●●●●
●●●●●

Free 
Wi-Fi

で

スマホ
、タブ

レット
も

使いや
すい

事前申
し込み

のプロ
グラム

も

参加枠
に空き

があれ
ば

当日で
も追加

で申し
込みで

きます

（開始
時刻ま

で受付
可）

事前申込が必要な
プログラムはこちらから

大学紹介・入試説明で
概要をつかもうStep1

学生スタッフ企画で
先輩学生と交流Step2

学食で昼食！Step3

学部プログラムで
志望学部をチェックStep4

ツアーで広大な
キャンパスを巡ろうStep5

オープンキャンパスの過ごし方

油そばLight 京都背脂醤油らーめん

鶏塩サラダ丼

おいし
さ

たくさ
ん！

LUNCH
MENU

11並楽館 3階

多彩な

メニューが揃って
る

11並楽館 1階

「油そば」が
一番人気！！

ふじカツ

ボリューム満
点！

あげたてカツ
の

専門店

❷天地館 １階
11並楽館 １階

ファミリーマート

#営業時間
9:30-15:00

11並楽館 1階らーめん壱馬力
#営業時間 11:00-15:00（LO14:30）
看板メニューの「油そば」は学生たちのソウルフード！ マヨネー
ズ・一味・魚粉などの調味料で自由にトッピングが可能♪自分
だけのオリジナル油そばを求めて毎日行列必至の食堂です。

キャンパス内に
は

便利なコンビニ
も！

大学グッズも
販売中！

丸善M's style
#営業時間 10:00-15:00

LIBRE（リブレ）
#営業時間 11:30-14:00（LO13:30）
なんでも揃う学内最大のカフェテリアレストラン。店内は
広 と々しており定番のランチセットや丼ぶりが人気です♪

ふじカツ
#営業時間 11:30-14:00（LO13:30）
注文を受けてから１枚ずつ揚げるので、いつでも熱々で
サクサクのカツを味わえます。

本学の学生食堂は新型コロナウイルス感染症対策のため座席数を減らして運営しております。
飛沫防止パネルも設置しておりますが、食事中は会話をお控えいただきますようお願いします。
なお、混雑時は入場を制限することもありますのであらかじめご了承ください。

学生食堂の利用について
本学の学生食堂は新型コロナウイルス感染症対策のため座席数を減らして運営しております。
飛沫防止パネルも設置しておりますが、食事中は会話をお控えいただきますようお願いします。
なお、混雑時は入場を制限することもありますのであらかじめご了承ください。

事前
申込制
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散策して
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メインロード バスツアールート 食堂 コンビニ（ファミリーマート） 絵馬設置場所

ピロティ
❾
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1315号館 1214号館

14図書館

緑に囲まれたウッドデッキでリラックス 

熱中症・感染症の対策

# 熱中症には十分ご注意いただき水分補給をお願いします
# 屋内ではマスクをしっかり着用してください
# 各会場に消毒アルコールを設置しているので入退室の際は必ず手指を消毒してください
# 学内に看護師が常駐しておりますので気分が悪くなられた場合はスタッフまでお声がけください

本日はオープンキャンパスにお越しいただきありがとうございます。
熱中症・新型コロナウイルス感染症の対策として以下の点についてご協力をお願いします。
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･キャンパスツアー受付
･LINE友達追加
無料アイス引換券
配布場所

受付

アンケート交換コーナー

個別相談 12：00-15：00
天地館 ３階 ラウンジ
天地館 ４階 ラウンジ
真理館 ２階 SR209教室
天地館 ２階 ラウンジ
真理館 ２階 スチューデントコモンズ
サギタリウス館 １階 グローバルコモンズ前
京都文化学科：12号館4階12401教室
国際文化学科：12号館4階12404教室

経済学部
経営学部
法学部
現代社会学部
国際関係学部
外国語学部

文化学部

情報理工学部
生命科学部
入試制度・受験対策
学生生活（課外活動・奨学金・学生寮）

留学

14号館 １階 14101自習教室
15号館 １階 15102セミナー室
天地館 １階 ラウンジ
天地館 １階 ラウンジ

サギタリウス館 １階 グローバルコモンズ前

万有館 ４階 サイエンスラウンジ
物理科学科のみ万有館 ２階 B211セミナー室理学部

●
学
部
プ
ロ
グ
ラ
ム

入学センター

学生スタッフ

キャンパスツアー

クラブステージ企画
図書館ツアー
グローバルコモンズツアー

大学紹介・入試説明

公募推薦入試模擬試験（英語）・解説
在学生によるスマート京産ナビ
個別京産相談会
バスツアー
ウォーキングツアー

❶神山ホール １階大ホール（MAP❶） 10:00-11:00

10:30-11:30 12:15-13:30

11:30-12:15

11:30-12:15

13:45-14:30

13:30-14:15

11:20-12:00

12:50-13:30

10:30-11:15 11:45-12:30 14:00-14:45

11:30-12:00

11:00-11:30

11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00

12:00-12:45

13:00-13:45

12:30-13:30 14:00-15:0010:00-11:00

12:45-13:45

11:30-12:15

14:15-15:00

12:30-15:00

13:30-14:15

10:00-15:00

12:30-13:15

12:10-12:40

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

●
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10:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

10:15-15:00

❼雄飛館 ３階 ラーニングコモンズ（MAP❼）

❼雄飛館 ３階 ラーニングコモンズ（MAP❼）

14受付：図書館前（MAP14）

天文台ツアー

10:30-15:00

❺神山天文台 1階（MAP❺）
❻サギタリウス館 1階 グローバルコモンズ（MAP❻）

❻サギタリウス館 1階 グローバルコモンズ（MAP❻）

❻サギタリウス館 2階 S218教室（MAP❻）

❻サギタリウス館 1階 グローバルコモンズ（MAP❻）

10
❶

12号館 1階アーチ下キャンパスツアー受付（MAP10）
神山ホール前（図書館側）（MAP❶）

❾ピロティ（MAP❾）

資料配布コーナー
アンケート交換コーナー 11:00-15:00

10:00-15:00

10:00-15:00

10受付：12号館アーチ下（MAP10）

10受付：12号館アーチ下（MAP10）

経済学部
経済学部での学びについて～教員と学生の対談～

経営学部の魅力紹介！

教員によるゼミ紹介＆学生によるゼミ発表！

教員と学生による学部＆ゼミ紹介

ポスター展示＆動画上映

ポスター展示＆動画上映

国際関係学部の魅力を
教員と学生がわかりやすく紹介

ポスター展示

外国語学部がまるわかり！

そこが知りたい！聞いて納得、外国語の話！

模擬授業（外国語学部共通科目「特別英語」）

経営学部

現代社会学部

国際関係学部

外国語学部

文化学部

理学部

情報理工学部

生命科学部

11:30-12:15 14:00-14:45現代社会学科の学びを紹介:
「広告を読み解く」 ❷天地館 ２階 T204教室（MAP❷）

ポスター展示 ❷天地館 ２階フロア（MAP❷）

ポスター展示 ❷天地館 3階フロア（MAP❷）

11:30-12:15 14:00-14:45健康スポーツ社会学科の学びを紹介:
「『動き方』を指導することは難しい？」 ❷天地館 ２階 T205教室（MAP❷）

❽真理館 ２階 SR204教室（MAP❽）

15大教室棟 ４階 514教室（MAP15）

❽真理館 2階 SR210教室（MAP❽）

❽真理館 2階 SR208教室（MAP❽）

❷天地館 ３階 Ｔ303教室（MAP❷）

11:00-11:45 13:45-14:45京都文化学を「実践する」「発信する」

教員紹介パネル展示

学科紹介&個別相談

13:45-14:4512:00-12:45先輩学生と国際文化学科の
多彩な学びを体験しよう！

11:15-12:00 ※14102教室はサテライト配信学部紹介「教えて！情報理工学部のこと」 1214号館 １階 14103教室・14102教室（MAP12）

13:15-14:00先輩学生による学部紹介トークイベント 1214号館 １階 14102教室（MAP12）

12:15-13:00 13:15-14:00

13:15-14:00

13:15-14:00

14:15-15:00ワークショップ「ファブスペースでものづくり体験！」 1214号館 １階 ファブスペース（MAP12）

11:30-12:15 13:15-14:00生命科学部へようこそ！ 14図書館 １階 ナレッジコモンズ（MAP14）

解説付き！生命科学部ツアー 1315号館 1階ロビー（MAP13）

実験紹介 12:30-13:00 13:15-13:45 14:15-14:45

12:30-13:00 13:15-13:45 14:15-14:45

1315号館 2階 15205実験室（MAP13）

11:00-15:00ポスター展示 1315号館 1階 15102セミナー室（MAP13）

❽真理館 ２階 スチューデントコモンズ（MAP❽）

図形の方程式とドーナッツ

❸万有館 ４階 B412実験室（MAP❸）

14:15-15:00模擬授業 「大学数学を体験してみよう！」

10:00-10:45

10:00-10:45

13:15-14:0010:00-10:45

12:00-12:45

12:00-12:45

大気の重さを測る！

素数大富豪 ～数学的ゲームをしながら、
数理科学科生が本音トーク～ ❸万有館 ４階 B405教室（MAP❸）

❸万有館 ４階 B405教室（MAP❸）

絵馬を書こう！

もっと知りたい数理科学科！ ❸万有館 ４階 B405教室（MAP❸）

❸万有館 地下1階 BB01暗室（MAP❸）

もっと知りたい物理科学科！ ❸万有館 ４階 B406教室（MAP❸）

もっと知りたい宇宙物理・気象学科！ 11:00-11:45 14:15-15:00

研究紹介・模擬授業
「最先端の研究を覗いてみよう！」

10:00-12:00 13:00-15:00科学館＆物理の相談室 ❸万有館 2階 Ｂ211セミナー室（MAP❸）

天体分光学：虹で見る宇宙

暗黒の写真撮影と現像を体験

❺神山天文台 1階ロビー（MAP❺）

10:00-12:00 13:00-15:00

❷天地館 ４階 Ｔ401教室（MAP❷）

❷天地館 ４階 Ｔ402教室（MAP❷）

❷天地館 ４階 Ｔ401教室（MAP❷）

❷天地館 ４階フロア（MAP❷）

❻12号館 ４階 12402教室（MAP10）

❻12号館 ４階 12403教室（MAP10）

❷
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❹10号館 2階 10201情報処理教室（MAP❹）

天地館 3階 T304教室（MAP❷）

集合：14号館 1階 ロビー（MAP12）

12:00-15:00

12:00-15:00

タイムスケジュール

10
10

京都文化学科：12号館 ４階 12401教室（MAP10）
国際文化学科：12号館 ４階 12404教室（MAP10）

10
10

京都文化学科：12号館 ４階 12401教室（MAP10）
国際文化学科：12号館 ４階 12404教室（MAP10）

途中で移動して学科ごとに分かれます。（サギタリウス館S301教室、S302教室）

11:00-15:00



10:00-15:00

甲子園16個分もある京都産業大学の広いキャン
パスを貸切バスでまわってみよう！ バス内ではキャン
パスツアースタッフの先輩学生がマイクをもって見ど
ころをガイドします。（所要時間20分）

■バスツアー

大学紹介・入試説明事前
申込制

京都産業大学ってどんな大学？ 日本最大級の一拠点総合大学ならでは
の学びや「学生のまち京都」で過ごす学生生活の魅力を紹介します。入試
制度やその特徴についてもポイントをおさえます。

神山ホール １階 大ホール（MAP❶）
10:00-11:00 / 12:45-13:45

※運行スケジュールはキャンパスツアー受付にてご確認ください

●ピロティ（MAP❾）
12:30-13:15

キャンパスを歩いて個別にご案内します。先輩
学生のオススメのスポットはもちろん気になる学
部があれば学部棟などもコースに盛り込むなど
カスタマイズもOKです！

おすすめ
イベント

施設見学

グローバルコモンズの学生スタッ
フ「LINK」の先輩学生による施
設見学ツアー（所要時間10分）
を行います。

図書館サポートチーム「ビブリア」の先輩学生による図書館
ツアー（所要時間20分）を行います。参加を希望される方は
図書館前にいる学生スタッフまでお声がけください。図書館
内の自由見学（10：00～15：00）はいつでも可能です。

ココが
見どころ京都産業大学では150団体以上の

クラブ・サークルが日々活動しています。

■クラブステージ企画

こっちの
ツアーも
おすすめ

キャンパスツアー
共通プログラム情報 たくさんのプログラムに参加して

京都産業大学をもっと知ろう

※10：00～15：00（自由見学）
10:30-15:00
受付：図書館前（MAP14）

■図書館ツアー事前
申込不要

11:00-15:00
受付：サギタリウス館 １階 グローバルコモンズ（MAP❻）

■グローバルコモンズツアー事前
申込不要

クラブステージ事前
申込不要

事前
申込不要

公募推薦入試模擬試験（英語）・解説
大教室棟 4階 514教室（MAP15）

12:30-15:00

■学生スタッフ企画② 個別京産相談会

10:30-11:30 / 12:15-13:30/ 14:15-15:00
雄飛館 3階 ラーニングコモンズ（MAP❼）

資料配布コーナー
天地館 １階 ラウンジ（MAP❷）

10:00-15:00

事前
申込不要

入試本番を想定した模擬試験を実施（45分間）。試験終了後には、
人気予備校講師が問題の解き方や考え方を分かりやすく丁寧に解
説します（90分間）。自分の今の実力と、残された時間でどのような対
策がとれるのかを知る、絶好の機会です！

大学生に
何でも相談！

入試の過去問題集など
大学の資料を自由に持って
帰れるからぜひ足を運んでね。

ココが
見どころ

学生スタッフ企画

11:30-12:15 / 13:30-14:15
雄飛館 3階 ラーニングコモンズ（MAP❼）

■学生スタッフ企画① 在学生によるスマート京産ナビ

事前
申込不要

最後のページに
学生スタッフ企画の特集があるよ。
企画内容はそちらを
チェックしてね！

参加には受付が必要です。
10時より「キャンパスツアー受付」にて
先着順での受付を行います。

10:00-15:00
受付：12号館前アーチ下（MAP●受付：12号館アーチ下（MAP10）

受付：12号館アーチ下（MAP10）

■ウォーキングツアー

事前
申込制

事前
申込不要

事前の申し込みが
必要なプログラム

申し込み無しで
先着で参加いただけます

※「事前申込制」のプログラムも空きがあれば当日の開始時刻まで申し込みできます！

京都産業大学の象徴である神山天文台。文系理系を問わず集まった学
生有志の「神山天文台サポートチーム」や天文台職員、研究員、学生
が、天文台の活動をご案内します。（所要時間30分）

事前
申込制

事前
申込制

事前
申込制

10:00-12:00 / 13:00-15:00
受付：神山天文台 １階（MAP❺）

■天文台ツアー

※1回30分枠で実施。詳細は申込フォームをご確認ください。

3 4

MAPで
このアイコンを
さがしてね！

その他おすすめプログラム

学内の２箇所に絵馬を設置しています。この絵馬は後日キャンパスツアー
スタッフの学生が大学近くにある世界遺産の「上賀茂神社」へ奉納します。

神山ホール前（図書館側）（MAP❶）
12号館 1階アーチ下（MAP10）

■絵馬を書こう！ ■カップラーメンをもらおう！

願い事は何でもOKです

勉強を頑張る学生の皆さんにカップ
ラーメン「QTTA（クッタ）」をプレゼン
トします！ 勉強の休憩時などお腹が
空いたときにお召し上がりください。
（商品提供：東洋水産株式会社）

学生スタッフ企画へ
参加いただいた方に
ＱＴＴＡを
プレゼントします。

アイス引換券配付場所：12号館前

LINEを友達登録してくださっている方には
アイス（ガリガリ君）を無料でプレゼント

オープンキャンパスをはじめとした最新情報をいち早くゲット！
LINEで「京都産業大学 入学センター」を友達追加しよう。

友達登録は
こちらから

※冒頭15分はクラブ団体によるパフォーマンスを披露します。（予定）



現代社会学部

みなさんが普段目にする広告も、社会学の研究対象になります。広告は購買活動を
促すために、見る人の心を動かすようなメッセージを送ります。そこから社会の「常識」
が垣間見えることも。広告のメッセージを読み解きながら、社会について考えます。

11:30-12:15 / 14:00-14:45
天地館 ２階 T204教室（MAP❷）

現代社会学科の学びを紹介:「広告を読み解く」事前
申込制

法学部

法学部は「法律を覚える学部」だと思っていませんか？ 法学部を知れば、そのイ
メージが変わります！ 今回は社会のしくみを作る「法政策」を学ぶゼミが登場し、
具体的な授業の内容、身につく力、就職状況などを学生と教員が紹介します。

11:30-12:15 / 13:30-14:15 
真理館 ２階 SR210教室（MAP❽）

教員と学生による学部＆ゼミ紹介事前
申込制

法学部のWebサイトで公開している「ニュース解説」のポスター展示とYouTubeの動画上
映をします！ 私たちの身近なニュースや歴史について、教員が分かり易く解説しています。

11:00-15:00  ※入退場自由真理館 2階 SR208教室（MAP❽）

事前
申込不要 ポスター展示＆動画上映

経済学部の学びの特徴をポスターで紹介しています。 在学生に自由に質
問もできますのでお気軽にお越しください。

11:00-15:00  ※観覧自由天地館 ３階フロア（MAP❷）

事前
申込不要 ポスター展示

現代社会学部の４年間の学びや、ゼミポスターを掲示します！ 同フロアにて
教員による個別相談も実施しておりますので、ぜひご参加ください。

11:00-15:00  ※観覧自由天地館 ２階フロア（MAP❷）

事前
申込不要 ポスター展示

経営学部

経営学部では何をどう学ぶの？ どんな先生がいるの？ 身につく能力は？ 学生の過ごし方
は？ 就職状況はどうなの？ 他大学との違いは？ みなさんの「知りたい！」ことをお話しします！

　 天地館 ４階 T402教室（MAP❷） 12:50-13:30
天地館 ４階 T401教室（MAP❷） 11:20-12:00 

経営学部の魅力紹介！事前
申込制

経営学部の教育の中核にあるのが「ゼミ」と呼ばれる少人数教育です。今
回は、李 為教授と李ゼミの学生が、アンケート調査から得た情報をもとに、
独自の研究成果を発表します。

12:10-12:40
天地館 4階 T401教室（MAP❷）

教員によるゼミ紹介＆学生によるゼミ発表！事前
申込制

経済学部

経済学は私達の生活や社会をより豊かにすることを目的とし、日々の活動や社会の仕組
みを幅広く学びます。４コースでは、経済問題、ビジネス社会、地域活性化、経済のグロー
バル化について現実に直結した課題に取り組みます。学生の就職活動における内定を
得るまでの体験談なども交えながら、経済学の学びや大学生活について紹介します。

11:30-12:15 / 13:45-14:30
天地館 ３階 T303教室（MAP❷）

経済学部での学びについて ～教員と学生の対談～事前
申込制

文化学部　

京都で日本文化を深く探究したい。京都で学んだ経験を生かして、様 な々国や地域の人々
と交流したい。そうした夢の実現を目指す京都文化学科の「チャレンジ」を体験しましょう。

11:00-11:45 / 13:45-14:45
12号館 ４階 12402教室（MAP10）

事前
申込制 京都文化学を「実践する」「発信する」

外国語学部

外国語学部がまるわかり！事前
申込制

今注目の外国語は？ 各言語の特徴は？ 翻訳機があれば外国語学習は必要
ない？など、気になるトピックを学部長から直々にお話します。学部選びで悩ん
でいる方や、短時間で外国語学部を知りたい方におススメです。

11:30-12:00
サギタリウス館 1階 グローバルコモンズ（MAP❻）

そこが知りたい！聞いて納得、外国語の話！事前
申込制

外国語学部の3学科・12専攻について、詳しく紹介します。全体の説明を聞いた
後は、気になる学科・専攻の教室へGO！ 教員と在学生が、専攻の学びや魅力を
お伝えします！ 日々の勉強や学生生活について、リアルな声を聞いてみませんか？
※途中で移動して学科ごとに分かれます（サギタリウス館S301教室、S302教室）

10:00-11:00 / 12:30-13:30 / 14:00-15:00
サギタリウス館 1階 グローバルコモンズ（MAP❻）

模擬授業（外国語学部共通科目「特別英語」）事前
申込制

外国語学部にしかない、特別な英語の授業「特別英語」。学生から大人気の授業を今回
のオープンキャンパスでは特別に開講します。一足先に、大学の授業を体験してみよう！

13:00-13:45
サギタリウス館 2階 S218教室（MAP❻）

生命科学部

教員と学生による学部説明会です。前半は、教員が登壇し、本学部の特色
や強み、２つの学科の違いなどをご説明します。後半は、生命科学部で学ぶ
学生のリアルな声をお届け！日々の勉強や学生生活についてお話しします。

11:30-12:15 / 13:15-14:00
図書館 １階 ナレッジコモンズ（MAP14）

生命科学部へようこそ！事前
申込制

理系学部の醍醐味ともいえる研究活動。実習で扱っている実験器具に加
えて、動物や植物等の実験生物も展示しています。皆さんも生命科学の研
究を感じてみませんか。

12:30-13:00 / 13:15-13:45 / 14:15-14:45
15号館 ２階 15205実験室（MAP13）

実験紹介事前
申込制

教員と学生がツアーガイドに大変身！最新機器が揃う研究施設をガイドと一緒
に歩いて回りませんか。学生が実際に使用している機器や実験室を見れば、
キャンパスライフのイメージが湧くこと間違いなし！ 気になることがあれば、見学
中の質問も大歓迎です。

12:30-13:00 / 13:15-13:45 / 14:15-14:45
15号館 １階ロビー（MAP13）

解説付き！ 生命科学部ツアー事前
申込制

生命科学部の学びについて、ポスター形式で紹介します。気になる研究を
見つけたら、教員と学生がその場で解説！ぜひ学科選びの参考にしてくださ
い。個別相談ブースもあるので、お気軽にお立ち寄りください。

11:00-15:00  ※入退場自由
15号館 １階 15102セミナー室（MAP13）

事前
申込不要 ポスター展示

国際関係学部
国際関係学部の魅力を
教員と学生がわかりやすく紹介

事前
申込制

国際関係学部の学びって？どんな授業内容？どんな力がつく？どんな学生生
活？魅力は？など、教員と先輩学生が余すことなく学部の魅力を紹介します! 
就職活動を終えた４年次生も学部の学びから得た気付きを紹介します。

10:30-11:15 / 11:45-12:30 / 14:00-14:45
真理館 ２階 SR204教室（MAP❽）

国際関係学部生が学部の学びを紹介します！留学や英語の授業などなんでも聞いてください。
10:15-15:00  ※入退場自由
真理館 ２階 スチューデントコモンズ（MAP❽）

ポスター展示事前
申込不要

ゼミでの活動や研究成果のポスターを展示します。また、経営学部「CMプロ
ジェクト」の動画を上映しています。

11:00-15:00  ※観覧自由天地館 4階フロア（MAP❷）

ポスター展示＆動画上映事前
申込不要

情報理工学部

理学部

12:00-15:00  ※入退場自由

京都文化学科：12号館 ４階 12401教室（MAP10）
国際文化学科：12号館 ４階 12404教室（MAP10）

教員紹介パネル展示事前
申込不要

12:00-15:00  ※入退場自由

京都文化学科：12号館 ４階 12401教室（MAP10）
国際文化学科：12号館 ４階 12404教室（MAP10）

学科紹介&個別相談事前
申込不要

在学生と一緒にトランプを使った数学ゲームを楽しみながら、本学での学び
や学生生活などの本音を聞いてみよう！

11:00-11:30万有館 ４階 Ｂ405教室（MAP❸）

素数大富豪～数学的ゲームをしながら、
数理科学科生が本音トーク～

事前
申込制

直線の方程式や円の方程式などのように、高校数学でもいくつかの「図形
の方程式」を習います。このイベントでは、もう少し複雑な図形の方程式を自
分たちで考えてみて、パソコンで描画まで行ってみたいと思います。

12:00-12:4510号館 ２階 10201情報処理教室（MAP❹）

図形の方程式とドーナッツ事前
申込制

天気の仕組みを知るために欠かせないのが「気圧」です。キャンパス全域を実験場に
して、場所による気圧の違いを測定してみましょう。（※筆記用具をご持参ください。）

10:00-10:45 / 12:00-12:45万有館 ４階 Ｂ412実験室（MAP❸）

大気の重さを測る！事前
申込制

数理科学科で実際に学ぶことができる数学を題材にして、模擬授業を開講し
ます！ 大学数学の雰囲気をぜひ、味わってみてください。

14:15-15:00万有館 ４階 Ｂ405教室（MAP❸）

模擬授業 「大学数学を体験してみよう！」事前
申込制

事前
申込制

神山天文台において、太陽スペクトルを観察し、各種光源のスペクトルと比較すること
で、太陽の成分について調べます。また、神山天文台の中の各種設備を見学します。

12:00-12:45神山天文台 １階 ロビー（MAP❺）

天体分光学：虹で見る宇宙事前
申込制

「ホログラフィー」という物理現象と化学反応の実験を行います。昔の銀塩写
真技術を使って、面白い光の働きを体験してみましょう。

13:15-14:00万有館 地下1階 BB01暗室（MAP❸）

暗黒の写真撮影と現像を体験事前
申込制

教員が学科での学びやカリキュラム、進路などについてお話しします。本学科
の魅力をたっぷり語ります。

10:00-10:45 / 13:15-14:00万有館 ４階 Ｂ405教室（MAP❸）

もっと知りたい数理科学科！事前
申込制

教員が学科での学びやカリキュラム、進路などについてお話しします。「物理は
楽しい」を熱く語ります。

10:00-10:45 / 13:15-14:00万有館 ４階 Ｂ406教室（MAP❸）

もっと知りたい物理科学科！事前
申込制

教員が学科での学びやカリキュラム、進路などについてお話しします。在学生によ
る自身の体験談の紹介なども通して、本学科の魅力を余すことなくお伝えします。

11:00-11:45 / 14:15-15:00
天地館 3階 Ｔ304教室（MAP❷）

もっと知りたい宇宙物理・気象学科！事前
申込制

様々な実験装置をそろえる小さな科学館を作りました！ぜひ、実験のワクワク
を肌で感じてください。物理科学科の気になることや疑問は、実験スペース
の横に設置する「よろず相談所」で先輩学生が解決します！

10:00-12:00 / 13:00-15:00万有館 ２階 Ｂ211セミナー室（MAP❸）

科学館＆物理の相談室
情報理工学部の10コースに関連した、様々な研究室の研究活動を紹介し
ます。最先端の研究を覗いて、気になる研究分野やコースを見つけましょう！

11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 / 14:00-15:00

14号館（MAP12）
※集合は14号館 1階 ロビー

研究紹介・模擬授業
「最先端の研究を覗いてみよう！」

事前
申込制

「情報理工学部の授業ってどんな感じ？」「大学の研究って…」「大学生活
は？」など、大学パンフレットに書かれていない、京都産業大学情報理工学
部の魅力をお伝えします。疑問や不安にもしっかりお応えします！

11:15-12:00
14号館 １階 14103教室・14102教室（MAP12）

学部紹介 「教えて！情報理工学部のこと」事前
申込制

※14102 教室は
　サテライト配信

先輩学生がパネルディスカッション形式で大学の授業や10コースの学び、
キャンパスライフについて紹介。参加者の質問も受けつけ、先輩学生が本
音でお応えします！

13:15-14:00
14号館 １階 14102教室（MAP12）

先輩学生による学部紹介トークイベント事前
申込制

本プログラムでは、教職課程を担当する２名の教員により、体育教師が備えるべき
専門的力量について、体育・保健の各分野から、そのテーマに関して提案します。
体育分野では「動き方の指導内容の設定の難しさ」について、保健分野では「生
徒に興味関心を持たせる授業展開のポイント」について、それぞれ紹介します。

11:30-12:15 / 14:00-14:45
天地館 ２階 T205教室（MAP❷）

健康スポーツ社会学科の学びを紹介:
「『動き方』を指導することは難しい？」

事前
申込制

レーザーカッターや3Ｄプリンタなどの最新デジタル工作機器が揃うファブス
ペース。実際にそれらの機器を使用し、ワークショップ形式でものづくりを体
験してみましょう！

12:15-13:00 / 13:15-14:00 / 14:15-15:00
14号館 １階 ファブスペース（MAP12）

ワークショップ 「ファブスペースでものづくり体験！」事前
申込制

学部プログラムラインナップ
※「事前申込制」のプログラムも
空きがあれば当日の開始時
刻まで申し込みできます！

事前
申込制

事前
申込不要

事前の申し込みが
必要なプログラム

申し込み無しで
先着で参加いただけます

事前予約したイベントや気になったイベントの
□にチェック□を入れて使うと便利だよ

国際文化学科の先輩学生と教員が皆さんをインド映画とアメリカ文学の世界へといざない
ます。２つのイベントを通じて世界の文化の多様性や文化のダイナミズムを体感してください。

12:00-12:45 / 13:45-14:45
12号館 ４階 12403教室（MAP10）

事前
申込制

先輩学生と国際文化学科の
多彩な学びを体験しよう！
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