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オープンキャンパス2012　タイムテーブル

●生活科学部

●文教育学部●理学部

生活科学部Ａグループ（理系）【食物栄養学科、人間・環境科学科】

生活科学部Ｂグループ（文系）【人間生活学科】

7 14 土 7 16 月

7 15 日

  
  9：00〜  9：15
  9：15〜  9：35
  9：35〜  9：50

（会場：食物栄養学科は大学講堂、人間・環境科学科は共通講義棟 1 号館 304 および共通講義棟 2 号館 201）
学長挨拶
入試制度、カリキュラム、奨学金、学生寮などについての説明
生活科学部Ａグループ（理系）　学部説明会

10：00〜13：00 生活科学部Ａグループ（理系）　学科説明会
【食物栄養学科】  →パンフレット「P.11」をご覧ください
【人間・環境科学科】 →パンフレット「P.12 〜 13」をご覧ください
※食物栄養学科と人間・環境科学科の両方の学科説明を聞くことができます。
　詳細は各学科のタイムテーブルをご参照ください。

 文教育学部　Aグループ
 　【人 文 科 学 科】 …………比較歴史学コース、地理学コース
 　【言 語 文 化 学 科】 …………中国語圏言語文化コース、英語圏言語文化コース
 　【人 間 社 会 科 学 科】 …………教育科学コース、心理学コース
 　【芸術・表現行動学科】 …………音楽表現コース

  9：00〜  9：15
  9：15〜  9：35
  9：35〜  9：50

（会場：大学講堂）
学長挨拶
入試制度、カリキュラム、奨学金、学生寮などについての説明
文教育学部Ａグループ　学部説明会

（※終了後、各コース説明会場へ移動）

10：00〜12：00 文教育学部Ａグループ　コース説明会
【比較歴史学コース】 →パンフレット「P.18」をご覧下さい
【地理学コース】 →パンフレット「P.19」をご覧下さい
【中国語圏言語文化コース】 →パンフレット「P.21」をご覧下さい
【英語圏言語文化コース】 →パンフレット「P.22」をご覧下さい
【教育科学コース】 →パンフレット「P.25」をご覧下さい
【心理学コース】 →パンフレット「P.26」をご覧下さい
【音楽表現コース】 →パンフレット「P.28」をご覧下さい

 文教育学部　Ｂグループ
 　【人 文 科 学 科】 …………哲学・倫理学・美術史コース
 　【言 語 文 化 学 科】 …………日本語・日本文学コース、仏語圏言語文化コース
 　【人 間 社 会 科 学 科】 …………社会学コース
 　【芸術・表現行動学科】 …………舞踊教育学コース
 　【グローバル文化学環】

13：00〜13：15
13：15〜13：35
13：35〜13：50

（会場：大学講堂）
学長挨拶
入試制度、カリキュラム、奨学金、学生寮などについての説明
文教育学部Ｂグループ　学部説明会

（※終了後、各コース説明会場へ移動）

14：00〜16：00 文教育学部Ｂグループ　コース説明会
【哲学・倫理学・美術史コース】 →パンフレット「P.17」をご覧下さい
【日本語・日本文学コース】 →パンフレット「P.20」をご覧下さい
【仏語圏言語文化コース】 →パンフレット「P.23」をご覧下さい
【社会学コース】 →パンフレット「P.24」をご覧下さい
【舞踊教育学コース】 →パンフレット「P.27」をご覧下さい
【グローバル文化学環】 →パンフレット「P.29」をご覧下さい

13：30〜13：45
13：45〜14：05
14：05〜14：20

（会場：大学講堂）
学長挨拶
入試制度、カリキュラム、奨学金、学生寮などについての説明
理学部　学部説明会

（※終了後、各学科説明会場へ移動）

14：30〜16：30 理学部　学科説明会
【数学科】 →パンフレット「P.  6」をご覧下さい
【物理学科】 →パンフレット「P.  7」をご覧下さい
【化学科】 →パンフレット「P.  8」をご覧下さい
【生物学科】 →パンフレット「P.  9」をご覧下さい
【情報科学科】 →パンフレット「P.10」をご覧下さい

13：00〜13：15
13：15〜13：35
13：35〜13：50
13：50〜14：15

（会場：大学講堂）
学長挨拶
入試制度、カリキュラム、奨学金、学生寮などについての説明
生活科学部Ｂグループ（文系）　学部説明会
生活科学部Ｂグループ（文系）　学科・講座説明会

（※終了後、各講座説明会場へ移動）

14：25〜16：30 生活科学部Ｂグループ（文系）　講座説明会
【発達臨床心理学講座】 →パンフレット「P.14」をご覧下さい
【生活社会科学講座】 →パンフレット「P.15」をご覧下さい
【生活文化学講座】 →パンフレット「P.16」をご覧下さい
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《注意事項》
○学科や講座、コースごとに見学時間や内容が異なります。
　自分が見学したい学科のタイムスケジュールを必ず確認してください。
○各学科・コース・講座により見学等の終了時間は異なりますので、注意してください。
○気分がすぐれなくなった方のために、保健管理センターに医師と看護師が待機しています。
　【開室時間】7/14（土）  13：30 〜 17：00
　　　　　　 7/15（日）・16（月）   9：00 〜 17：00

◆施設見学（7/14（土）13：30～17：00、7/15（日）・16（月）9：00～17：00）
◇歴史資料館………大学本館 1 階 121・136 室

・お茶の水女子大学の歴史を紹介する常設展示（先駆的な女性科学者を紹介するパネルなど）
・貴重資料の特別展示
・平成 23 年度企画展示「関東大震災とお茶の水女子大学本館－校舎焼失からの復興－」
・平成 23 年度新収蔵資料の展示（明治時代の卒業生の写真）

◇附属図書館………附属図書館 1・2 階
・入学後の学生生活をサポートする図書館です。実際にご体験ください。
・ドリンクサーバー（有料）もあります。
・１階ラウンジ、キャリアカフェでは自由におくつろぎいただけます。
・大学周辺の史跡や文化財を紹介する企画展示「お茶大廻り江戸散歩」を開催中です。

◆在学生によるピアノコンサートを開催します。
　７／ 15（日）12：30 〜 12：50
　　　演奏者：末廣 杏里
　　　　　　　（大学院博士前期課程比較社会文化学専攻 音楽表現学コース１年）
　　　曲　目：J.S. バッハ作曲　フランス風序曲　ロ短調　BWV.831
　７／ 16（月）12：30 〜 12：50
　　　演奏者：角田 庸子
　　　　　　　（文教育学部芸術・表現行動学科 音楽表現コース２年）
　　　曲　目：J.S. バッハ作曲　イギリス組曲第 2 番　イ短調　BWV.820
　　　　　　　リスト作曲　「詩的で宗教的な調べ」より　第 10 曲「愛の讃歌」

　　　場　所：１階ラウンジ

～～～ 相談・質問コーナー～～～
7/14（土）13：30～17：00、7/15（日）・16（月）9：00～17：00

◇入試情報質問コーナー ( 大学本館 128 室 )
・入学試験の日程と試験科目はどうなっていますか？
・一般選抜のほかにどんな入試がありますか？
　一般選抜、ＡＯ入試、推薦入学、帰国子女特別選抜等についてお答えします。

◇カリキュラム・資格取得質問コーナー（大学本館 127 室）
・お茶大の授業って…どんな感じなの？ むずかしいの？
・お茶大ではどんな資格や免許が取れるの？
　授業科目や教育職員免許等の資格についてお答えします。
　第３年次編入学を希望する方のカリキュラム相談も受け付けます。

◇学生生活情報質問コーナー（大学本館 122 室）
・家からは通えないけど、学生の宿舎ってあるの？
・入学したらアルバイトしたいけど、どうやってさがすのだろう？
・奨学金や授業料免除の制度はどうなっているの？
・どんな会社に就職しているの？
　学生寮、奨学金、就職、アルバイト、サークル活動等についてお答えします。
・学生によるなんでも相談コーナー（在学生がお答えします。）

◇留学相談コーナー（大学本館 123 室）
・入学したら海外で勉強したい。お茶大の留学制度にはどんなものがあるの？
・どんな大学と交流協定を結んでいるの？交換留学生になるにはどんな準備が必要なの？
・海外の大学の語学研修に参加したいけど、お茶大主催のプログラムはあるの？
　協定大学への交換留学、海外短期研修など、入学後の海外留学についてお答えします。

各種相談・質問コーナーの会場は、裏表紙をご覧ください。

◆お茶大の学園祭〔徽音祭〕情報＜展示＞
　（7/14（土）13：30～17：00、7/15（日）・16（月）9：00～17：00）

本学の学園祭〔徽音祭〕の歴史や、今年のイベント情報はこちらへ。
お茶大生の実体験がつまった「お茶大白書」も展示します。

※次の時間帯は徽音祭実行委員が直接ご案内します！
　7/14（土）〜 16（月）13：30〜16：00
　【会場：大学本館 120 室】

◆大学生協
・大学生協食堂体験　…　2 階　大学食堂（7/14（土）11：30〜15：00、 7/15（日）・16（月）11：00〜15：00）
　 　 　 　 　 　 　 　 １階　軽食（7/14（土）〜16（月）11：30〜15：00）
・お茶大グッズ販売コーナー　…　インフォメーション・プラザ前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7/14（土）11：00〜16：00、 7/15（日）・16（月）10：00〜16：00）
　　　　　　　　　　　　　　　　お茶大でしか手に入らないお茶大グッズがそろっています。

7/14［土］・15［日］・16［
月］14 15［日］・1616［月］

Open Campus
　　インフォメーション
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7/ 14 土

　数学は、あらゆる現象の背後にある数や図形の永久に変わらない真理を追究する学問です。
　しばし数学の世界に浸って、魂を揺さぶる美しいものや実生活で役に立つものに出会って
ください。

時　間 イベント 教　室 担当者

14：45〜15：10 説明会
　入試、カリキュラム、進路など
についての質問に答えます。 理学部会議室

　（理学部３号館２階
　　207 〜 209 室）

塚田教授
（学科長）

15：10〜15：50 講演会
　「無限個の箱を積み上げてでき
る形とは何だろう？」

山下助教

15：50〜16：45 懇談会
　学生も交えて、数学科教員が疑
問、質問に答えます。

（15：00 から学生は待機しています。）

理学部１号館
　６階談話室
　ディスカッションルーム

数学科教員
学部生
大学院生

14：45〜16：45 パネル展示
　「女性数学者列伝」
　「数学いろいろ」

理学部１号館
　６階廊下 数学科教員

理学部　数学科 理学部　物理学科

7/ 14 土

時　間 イベント 教　室 担当者

14：45〜15：00 物理学科説明
　物理学科で学べること
　カリキュラム説明など

共通講義棟 2 号館
　１階 102 室

小林教授
曹教授

15：00〜15：30 物理学セミナー Ⅰ
　「しずく、あわ、みずたまの世界：
印象派物理学への誘い」

共通講義棟 2 号館
　１階 102 室 奥村教授

15：30〜16：00 物理学セミナー Ⅱ
　「時間のない世界・長さのない
世界、あるいは次元の隙間」 

共通講義棟 2 号館
　１階 102 室 外舘准教授

16：00〜16：30 物理学科相談室
　（物理学科何でも相談室）

共通講義棟 2 号館
　１階 102 室

小林教授
奥村教授
曹教授
外舘准教授
梅原助教
大学院生、学部生

　変わることのない真理を探求し、物質や宇宙が秘める謎を解明し、未知のモノを創造しよ
うとしている物理学を学ぶことは、楽しくて刺激的なのです。
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理学部　化学科

7/ 14 土

イベント①
(共通講義棟２号館1階101室)

イベント②
( 共通講義棟１号館 1 階 101、102 室 )

14：50〜15：05
　化学科説明
　　近藤教授
　　入試情報・カリキュラム・化学科でおこなわ
　　れている研究・卒業生の進路など

14：45-16：45（随時開催）

相談コーナー
　化学科教員／学生による紹介と個別相談

〜内容〜
　・入試相談
　・カリキュラム
　・卒業研究と研究内容
　・学生生活
　・学生、教員とのフリートーキング
　・その他（化学科に関することは何でも）

　化学科の教員と学生が皆さんの相談を受け
たり、質問に答えます。
　自然科学の広い分野につながっている化学
科の魅力をたくさん見て、聞いて、感じてく
ださい。

15:10〜15:45
　模擬授業
　　森准教授
　　「コンピュータで探る分子の世界」 

　私たちの身の回りのあらゆる物質は分子でで
きており、それら分子は相互作用し合いながら
動いています。その様子をコンピュータで追跡
すれば、様々な機能性物質の理論設計や生命現
象に関わる分子の性質解明が可能です。皆さんに、
高校化学に登場しない新しい化学分野、 「分子シ
ミュレーション」を紹介します。 

16：00〜16：30
　化学科学内ツアー
　　〜化学科の学生実験室ほか　
　　　教育設備／機器、研究設備／機器を見よう〜

集合場所
　共通講義棟１号館1階101室
　所要時間：30分 

　化学科での授業や研究生活をイメージできるような内容になっています。
　ぜひ、化学科、そして化学の世界をのぞいてみてください。

場所

イベント

　 時　間

大学講堂 学生会館
大集会室

学生会館
談話室

学科紹介（学科長：作田教授）
模擬授業（千葉教授）
　「有性生殖の不思議」

展示・施設見学
研究紹介のポスター
水生生物の飼育設備
などの施設見学など

相談コーナー
( 入試、学科内容、
学生生活、資格、

進路など）

14：30〜14：40 10 分間 全体説明・グループ分け

14：40〜15：00 20 分間
グループ

1

生物学科紹介
（１回目）

グループ 2
15：20〜15：50 30 分間 模擬授業

（1 回目）
休　憩

15：40〜16：00 20 分間
グループ

２

生物学科紹介
（２回目）

グループ１
16：00〜16：30 30 分間 模擬授業

（２回目）

　講堂では学科紹介と模擬授業，学生会館では研究紹介のポスター展示や水生生物の大型水
槽などの設備見学を行います。「お茶大生物」の雰囲気を十分に味わってください。
　展示と個別相談のできるコーナーでは，「お茶大生」が皆さんの質問・疑問に応えてくれ
ます、何でも聞いてみよう！

　理学部紹介の後、そのまま講堂に残るグループと学生会館へ移動するグループに分かれます。
　学科紹介と模擬授業は、同じ内容で 2 回行います。また、展示と相談コーナーは随時行っています。
学生会館の広さの都合上、2 グループに分けさせていただきますが、途中から別のグループに移られて
も結構です。

理学部　生物学科

7/ 14 土
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時　間 イベント 教　室 担当者

14：30〜14：40 情報科学科紹介

理学部 3 号館
　7 階 701 室 郡准教授

14：40〜15：20 体験講義
「自然現象を予測しよう」
　我々の体や、毎日の天気の移り変わり
など、この世の中は時々刻々と変化し
ていく不思議な現象で満ちあふれてい
ます。これらの仕組みを理解し予測する
ことも情報科学の大事な使命です。予測
では数学とコンピューターが大活躍しま
す。ちょっとした実験も交えながら、高
校１年生にもわかる範囲で楽しく解説し
ます。

15：30〜16：30 体験実習
「Web の世界から欲しい情報を見つける
仕組み」
　検索エンジンやショッピングサイト
など、日常よく使う Web ページでは、
たくさんのデータの中から利用者が本
当に必要な情報を探したり、利用者本
人も気づかなかった情報を提示したり
する工夫が隠されています。体験実習
ではそのような仕組みの一つを紹介し
実習します。

理学部 3 号館
　5 階 504 室 渡辺講師

　「情報」は様々な現象を解明する手段として、生活を豊かにする道具として身近なところ
で活躍しています。「情報」が活躍する一端を体験してください。

理学部　情報科学科 生活科学部　食物栄養学科

7/ 14 土 7/ 15 日

　学科の説明会と模擬授業をおこないます。説明会では食物栄養学科の教育内容、取得資格、
学生生活などについて説明します。また、卒業後の進路の説明や、社会で活躍している卒業
生による座談会もおこないます。楽しく健康な生活になくてはならない食物を科学してみ
ませんか。

時　間 イベント 教　室 担当者

10：00〜10：45 学科説明
教員＆研究室紹介 大学講堂 藤原教授

各教員

10：50〜11：20 模擬授業 大学講堂 飯田准教授

11：30〜12：10 座談会
「食物栄養学科で学んで…」 大学講堂 香西教授（司会）

卒業生 3 名

10：30〜13：00 相談コーナー
　学部の 1 〜 3 年生が食物栄養
学科での学生生活、勉強等に関
する相談、質問にお答えします。
どうぞ気軽に質問して下さい。

大学本館
大学会議室
　１階 103 室

学部１〜 3 年生

10：30〜13：00 大学公認サークル Ochas の活動
紹介
　食物栄養学科の学生が、食物で
学んだことを実践するために設立
したサークルです。

大学本館
　２階 209 室 Ochas

※混雑が予想されます。より多くの高校生が参加できるよう、付き添いの方の人数にご配慮いただけれ
　ば幸いです。
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時　間 イベント（教室） 担当者

9：00〜9：50 共通イベント
　共通講義棟 1 号館 304 室、ならびに、共通講義棟 2 号館 201 室
　※サテライト会場で学科教員による説明となります。
　◯学長挨拶
　◯入試制度、カリキュラム、奨学金、学生寮などについての説明
　◯学部説明

太田教授
共通講義棟 1 号館
　304 室
仲西教授
共通講義棟 2 号館
　201 室

共通講義棟1号館3階304室

10：00〜10：20 学科紹介
　４年間のカリキュラム構成、学習サポート体制、インターン
シップ、卒業研究、卒業生の進路などにつき説明します。

（ご質問は個別 QA コーナーにて受け付けます。）

太田教授

10：20〜10：50 入試・進学関連の説明
　入試や進学に関して説明致します。

仲西教授
大瀧教授

休憩（10分）

11：00〜11：50 模擬授業「ユニバーサルデザインってなに？」 松田准教授

共通講義棟2号館2階201室

10：00〜10：50 模擬授業「ユニバーサルデザインってなに？」 松田准教授

休憩（10分）

11：00〜11：20 学科紹介
　４年間のカリキュラム構成、学習サポート体制、インターン
シップ、卒業研究、卒業生の進路などにつき説明します。（ご質
問は個別 QA コーナーにて受け付けます。）

太田教授

11：20〜11：50 入試・進学関連の説明
　入試や進学に関して説明致します。

仲西教授
大瀧教授

そのほか、並行イベントなど

時　間 イベント（教室） 担当者

10：00〜13：00 研究室公開
　各教員の研究室を公開しております。
教員や学生が研究内容の説明をいたし
ます。ご自由にお立ち寄り下さい。説
明学生とは、研究以外のことにつきま
しても、学生生活のことなどお話し頂
いて結構です。

総合研究棟
　６〜８階

各教員
学生

10：00〜13：00 実験住宅 Ocha house 公開
　2009 年 3 月に完成した元岡先生の
設計による研究用実験住宅を是非ご覧く
ださい。

学外
（徒歩５分）

元岡准教授
学生

12：15〜13：00 個別ＱＡコーナー
　個別相談をおこないます。学生生活、
カリキュラム、進路など何でもお気軽に
お尋ね下さい。

総合研究棟
　806 室 各教員

　※説明会に2会場用意していますが、順序が異なるのみで内容は同一です。どちらの会場にお入り頂いても結構です。
　
　人間・環境科学科では、説明会と研究室公開をおこないます。説明会では学科紹介、模擬授業、入試・進学関
連の説明などをおこないます。研究室公開では４年生や大学院生が研究内容を説明します。一部イベントは並行
しておこなわれますので、関心のあるコーナーにご参加ください。本学科在学生がどのような環境で学び、どの
ような能力を身につけて巣立って行くか、他の理系学科には見られないユニークな点を見て頂ければ幸いです。

Ocha House

生活科学部　人間・環境科学科

7/ 15 日
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　発達臨床心理学講座で何を学べるか説明します。その後、個別相談をお受けいたします。

時　間 イベント 教　室 担当者

14：25〜14：55 講座説明会

共通講義棟２号館
　2 階 201 室

高濱教授
藤田教授
柴坂教授
伊藤准教授

15：00〜16：30 個別相談
　講座で学べること、講座の雰
囲気など、教員や学生がお答え
します。

　本講座では、法学、政治学、経済学、社会学、ジェンダー研究といった視点を用い、現代
社会の問題に切り込んでいきます。家族、高齢者、女性、地域、消費者、市民社会、生活を
めぐる政策などに関心のある方はどうぞおいでください。

時　間 イベント 教　室 担当者

13：00〜16：00 資料室の公開 大学本館 3 階
　303 室、305 室、
　315 室、318 室

14：25〜15：45 講座説明会
【教員による説明】
　前半は、主プログラムや強化
プログラムなどカリキュラムの仕
組みについて説明します。また教
員の研究内容についてもご紹介し
ます。

【学生による説明】
　後半は講座の学生が、自分たち
の入試について、また講座の雰囲
気や今後の進路、学生生活につい
てお話しします。

大学本館 3 階 306 室
大森准教授
藤崎教授
マルセロ准教授

15：45〜16：30 個別相談会
　教員および学生が個別相談に応
じます。

同　上 同　上

生活科学部　人間生活学科　発達臨床心理学講座 生活科学部　人間生活学科　生活社会科学講座

7/ 15 日 7/ 15 日
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　生活文化学の授業カリキュラムや学生生活、卒業後の進路などを説明します。生活文化学
とはどのような学問なのか、その領域、これまでの研究成果、そして今後に期待されること
などを、講座所蔵の資料を使って具体的に話します。服飾・風俗関係については、１９世紀
以来の貴重な書物を紹介します。

時　間 イベント 教　室 担当者

13：00〜16：00 図書室の公開 大学本館 3 階 329 室

徳井教授
鈴木准教授
宮内准教授
難波助教

14：25〜 講座説明
　講座の概要を説明します。カリ
キュラムや学生生活、また生活文
化学という学問について話しま
す。

共通講義棟１号館
　3 階 304 室 

14：00〜 貴重書などの展示と説明 大学本館 3 階
　321 室、329 室

15：00〜16：00 教員研究室の紹介と相談
　教員が個別に相談を受けます。
また、図書室（329 室）や資料
室２（321 室）では、学生が質
問にお答えします。

大学本館 3 階 323 室
大学本館 3 階 326 室
大学本館 3 階 327 室
大学本館 3 階 328 室
大学本館 3 階 321 室
大学本館 3 階 329 室

　哲学や倫理学では何が学べるの？ 美術史ってどんなことをするの？ このコースで学ぶの
はどんな人たち？ 卒業後の進路は？
　高校ではなじみのなかった領域かもしれませんが、実は毎日の生活と切っても切れない身
近な問題を考える学問です。このコースに関するあらゆる疑問や不安にできる限りお答えし
ます。

時　間 イベント 教　室 担当者

14：00〜16：00 コース説明
　哲学・倫理学と美術史に分かれ、
それぞれの領域で学べる内容、学
生の雰囲気や生活、授業の様子な
どを紹介、説明します。

模擬授業（美術史のみ）
　15：00 〜 15：30

哲学・倫理学
　共通講義棟１号館
　　3 階 301 室

美術史
　文教育学部１号館
　　3 階 307 室

哲学・倫理学
　三浦（謙）
　　　准教授
　中野助教
　高島教授
　頼住教授

美術史
　秋山教授
　天野教授

生活科学部　人間生活学科　生活文化学講座 文教育学部　人文科学科　哲学・倫理学・美術史コース

7/ 15 日 7/ 16 月
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* 近世イギリスの結婚契約書、中世イギリスの楽譜・時祷書、18 世紀フランスの古地図（複製）、イスラムのミニアチュール（細密画）、中国の古銭、日本中世の悪僧や
悪党についての東大寺文書（写真）、日本近世（江戸）の切絵図、日本や西洋の古新聞 ( 実物 ) など、いろいろ展示します（手に触れることができます）。

時　間 イベント 教　室 担当者

10：00〜10：45 コース・ガイダンス
　パンフレットをもとに説明します。

共通講義棟１号館
　3 階 304 室

安田教授

10：50〜11：35 模擬授業
　「フランス絶対王政の虚実」 安成准教授

11：40〜12：00 質問コーナー 安田教授
小風教授
岸本教授
古瀬教授
新井教授
安成准教授
神田准教授
学生

時　間 イベント 教　室 担当者

13：00〜14：00 史料展示 * と質問コーナー
　教員と学生が待機しています。
お気軽にどうぞお立ち寄りくださ
い。 文教育学部１号館

　6 階 614 室

安田教授
小風教授
岸本教授
古瀬教授
新井教授
安成准教授
神田准教授
学生

　比較歴史学コースでは、次のメニューを用意してお待ちしています。大学での歴史学がど
のようなものか、模擬授業や史料展示を通してのぞいてみてください。図書室も開放してい
ます。随時ご参加ください。

　行ったことがない土地とそこに住む人々への関心、そして身近な地域なのに理解していな
かった事柄への驚き。地球上あちこちの土地や人々は、なぜこのように違い、また結びつい
ているのか。実習、授業で、地理学にふれていってください。

時　間 イベント 教　室 担当者

10：00〜10：20 コース説明
　コースの特色・カリキュラム ( 地
理環境学プログラム )・教員・コー
ス行事・卒業生の進路などについ
て説明をします。

文教育学部１号館
　7 階 711 室 宮澤准教授

10：20〜11：00 実習：パソコンで地図を描く
　いま話題の GIS( 地理情
報システム ) で地図を描く

文教育学部１号館
　7 階 707 室 宮澤准教授

11：00〜11：40 授業：びわ湖の環境を調査する

文教育学部１号館
　7 階 711 室

長谷川准教授

11：40〜12：00 フリー相談室
　地理学コースの学生と自由な
トーク。コースの雰囲気や実際の
大学生活の様子などを聞くことが
できます。

コース教員
コース学生

文教育学部　人文科学科　地理学コース文教育学部　人文科学科　比較歴史学コース

7/ 16 月7/ 16 月

・3 年次編入学試験の受験を考えている方の参加も歓迎します。
・地理学コースの情報は下記のウェブサイトからも得ることができます。
　URL  http://www.li.ocha.ac.jp/hum/chiriog/chiri.htm

　検索  　  お茶大　地理学 
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　「日本語も日本文学も、わかってあたりまえ！」̶̶でしょうか。私たちの文化の源泉と
もいえる日本語や日本文学を学ぶとは、どういうことなのでしょうか。ぜひその一端をのぞ
いてみてください。

時　間 イベント 教　室 担当者

14：00〜14：15 コース説明
　コースの特色・カリキュラム・
教員・コース行事・卒業生の進路
などについて、映像を用いながら
説明します。 共通講義棟２号館

　2 階 201 室

荻原教授

14：20〜14：50 模擬授業
　古典和歌をとりあげて、文学の
言葉の特質について考えることの
おもしろさをお話します。

松岡准教授

14：00〜16：00 図書室開放
　学生が演習や論文作成のため
に、勉強している姿を見ることが
できます。コースの雰囲気、コー
スで学べることなど、教員や学生
がみなさんの疑問にお答えしま
す。

文教育学部１号館
　5 階 522 室、523 室 浅田教授

　政治・経済上、急速に世界的プレゼンスを増している中国、同時に3000年余の文学の
長い歴史をもつ中国、さまざまな意味において豊かな中国文化に、言葉を介して切り込みま
す。

時　間 イベント 教　室 担当者

10：00〜 図書室開放 文教育学部１号館 4 階
　413、414、416 室

10：30〜11：00 模擬授業
　漢字学入門講座
　　漢字はどのように作られている
　　のか、一緒に考えてみましょう。

文教育学部１号館
　3 階 303 室 伊藤教授

11：10〜11：40 コース説明
　コースで学べること、コースの
雰囲気など、教員や学生がお答え
します。

文教育学部１号館
　4 階 414 室 コース教員

時　間 イベント 教　室 担当者

14：00〜14：30 コース説明
　中国語圏言語文化コースの説明
会は午前ですが、午後も教員が待
機して、ご質問にお答えします。

文教育学部１号館
　4 階 414 室 コース教員

文教育学部　言語文化学科　日本語・日本文学コース 文教育学部　言語文化学科　中国語圏言語文化コース

7/ 16 月 7/ 16 月
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　グローバルなコミュニケーション・ツールとしての英語。中世・ルネサンス以来世界的な
文学作品を生み出してきた英語。英語とはどのような言語なのか、世界中のさまざまな地域
でどのような英語文化を育んでいるのか、一緒に学んでみませんか。

時　間 共通講義棟２号館 1 階 101 室 共通講義棟２号館 1 階 102 室

10：00〜10：30 コース説明
　プログラムの特色やカリキュラム、
専任教員、卒業後の進路など紹介し、
また、教員が質問にお答えします。

（戸谷准教授）

シミュレーション授業
　ビデオ等を使って、リスニングの模
擬授業をおこないます。

（ナガトモ准教授）

10：40〜11：10 シミュレーション授業
　ビデオ等を使って、リスニングの模
擬授業をおこないます。

（ナガトモ准教授）

コース説明
　プログラムの特色やカリキュラム、
専任教員、卒業後の進路など紹介し、
また、教員が質問にお答えします。

（戸谷准教授）

時　間 文教育学部１号館 4 階　419 室、421 室

11：20〜12：00 研究室案内・フリー相談
　英文図書室・辞書室・助手室などをご案内し、在学生や教員が気軽にご相談に
応じます。

（コース教員、学生）

　ヨーロッパやフランス語圏の文化と社会に少しでも興味のある方、フランス語に少しでも
興味のある方、またはフランスの文化にもフランス語にも取り立てて興味がないけれども、
特に知的好奇心に満ちている方、以上のような方を歓迎します。

時　間 イベント 教　室 担当者

14：00〜15：00 コース説明と模擬授業
　コースで学べること、コースの
雰囲気、卒業生の進路などを説明
します。その後、フランス語入門
の模擬授業をおこないます。

共通講義棟３号館
　2 階 207 室
　（第 4 講義室）

中村（俊）教授
田中助教
マンジャン
　外国語教員

13：00〜17：00 在学生による質問コーナー
　在学生が待機して質問に答えま
す。本音の話を聞き出して下さい。

共通講義棟３号館
　2 階 206 室
　（仏語圏コース室）

中村（俊）教授
田中助教

文教育学部　言語文化学科　英語圏言語文化コース 文教育学部　言語文化学科　仏語圏言語文化コース

7/ 16 月 7/ 16 月
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　社会と人の行動をトータルにとらえます。私たちは、一人で生きているのではありません。
家族や友人、周囲の人たちとの関係のなかに生き、社会のあり方や変化の影響を、深く受け
ているのです。人との関係、集団の変化、世論、社会制度など、私たちが生きる社会について、
考えてみませんか。

時　間 イベント 教　室 担当者

14：00〜14：30 コース説明
　コースの概要や社会調査士の資
格などについて説明をします。

共通講義棟２号館
　1 階 101 室

平岡教授
杉野准教授14：30〜15：10 模擬授業

　実際の大学での講義と同じよう
な内容の授業を受けていただきま
す。（但し時間は短縮版です。）

15：20〜16：00 質問コーナー
　みなさんの疑問に、先輩学生が
お答えします。

文教育学部１号館２階
教育科学社会学共同研究室

アカデミック・
　アシスタント
学生

　ヒトはいかにして人間（ひと）になるのか。教育科学がめざしているのは、人類の究極の
謎である私たち自身の人間形成や発達の過程に、理論的・実践的にアプローチする総合的な
人間科学です！

時　間 イベント 教　室 担当者

10：00〜10：30 コース説明
　コースで学べること、入学後の
学生生活、就職・進学状況などに
ついて説明します。

大学本館 3 階 306 室 棚橋教授

10：30〜11：10 模擬授業
　テーマ：「学び続けるということ
　　　　　  ：生涯にわたる学び
　　　　　 という観点から」

大学本館 3 階 306 室 三輪教授

11：20〜12：00 質問コーナー
　教育科学コースの図書室を開放
し、先輩の学生がみなさんの質問
に答えますので、ぜひいらしてく
ださい。

文教育学部１号館
　2 階 218-1 室（図書室）
　3 階 302 室（質問コーナー）

アカデミック・
　アシスタント
学生

文教育学部　人間社会科学科　社会学コース 文教育学部　人間社会科学科　教育科学コース

7/ 16 月 7/ 16 月
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　「こころ」を科学する。それが、心理学コースです。でも、「こころ」を科学するにも、い
ろいろなアプローチがあります。オープンキャンパスでは、「心理学コース」が、どのよう
なアプローチで、「科学しているのか」を紹介します。

時　間 イベント 教　室 担当者

10：00〜10：30 コース説明
　プログラムの特色、就職、進学
状況について説明します。

共通講義棟２号館
　2 階 201 室

内藤教授

10：30〜11：30 模擬授業
　「家族関係と子どもの発達」 菅原教授

11：30〜12：00 質問コーナー
　みなさんの質問に、先輩学生と
教員がお答えします。

コース教員
学生

　舞踊教育学コースではどのような授業がおこなわれているのか？実際におこなわれている
実技授業の模様を見学することができます。

時　間 イベント 教　室 担当者

14：00〜15：00 コース説明
　コースでどんなことが学べる
か、入学後の学生生活から就職・
進学状況など教員が説明します。

大学講堂

水村准教授

公開授業
　猪崎教員のもとで行われる実習

（舞踊上演法実習）授業の内容を
30 分程度に凝縮して公開します。
授業に参加するのは現役の舞踊教
育学コース学生です。実習授業の
内容に興味のある方、あるいは舞
踊に興味のある方はぜひお立ち寄
りください。

猪崎教授

※終了後、体育館の見学ツアーがあります。見学と質疑応答を含めて最長で 16：00 まで行います。

文教育学部　人間社会科学科　心理学コース 文教育学部　芸術・表現行動学科　舞踊教育学コース

7/ 16 月 7/ 16 月

−26− −27−



　演奏、音楽学の順で紹介した後、コースの概要を説明します。
　質問にはいつでも応じますので、遠慮なく申し出てください。

時　間 イベント 教　室 担当者

10：00〜10：25 実技授業の紹介 ( 演奏 )
　ピアノおよび声楽の演奏と実技
授業の紹介です。

大学講堂

小坂准教授

10：25〜10：50 音楽学紹介
　オーディオや楽譜資料を用い
て、音楽学を紹介します。

近藤教授
永原教授

11：00〜11：30 コース説明 音楽科教員

11：30〜12：00 質問コーナー
　教員や学生がお答えします。

音楽科教員
学生

※終了後、文教育学部２号館 ( 教室・練習室等 ) の見学ツアーがあります。
※附属図書館１階ラウンジにて、音楽表現コースの学生によるミニコンサートが開催されます。
　是非、足をお運びください。

　7/15（日）12:30 〜 12:50
　7/16（月）12:30 〜 12:50

　グローバル化する世界の中で、新たな可能性を切りひらく力が求められています。さ
まざまな地域や文化を理解する（comprehension）、異なる文化をもつ人々と交流する
（communication）、国境や文化を超えて協働する（collaboration）、グローバル化する現代に
必要な知識と感性と実践力を身につける、３つのＣがキーワードです。文教育学部の人文科学科、
言語文化学科、人間社会科学科のいずれからも主プログラムとして選択を志望できるコースです。

時　間 イベント 教　室 担当者

14：00〜14：30 グロ文ってどんなところ？
　学環のねらい、特色、カリキュ
ラム、進路などについてスライド
をつかって説明します。

共通講義棟１号館
　3 階 304 室

小林教授
( 主任、国際関係論 )

14：30〜15：10 模擬授業
　「グローバル化から取り残された
国？—パプアニューギニアの人々の

『開発』観と私たちの地理的想像力」

熊谷教授
（社会文化地理学）

15：10〜16：00 学生によるコース紹介と、教員・
学生とのトーク・タイム
　グロ文で学べること、学環の雰
囲気など、皆さんの先輩が説明し
ます。その後は、参加者の皆さん
と、教員と学生の間の自由な質疑・
交流の時間です。

教員
学生（3 年生）

注意事項：
①３年次編入でグローバル文化学環に編入学することができます。このような方のご参加も歓迎します。
②教員による写真「私のグローバルショット」を展示しています。
③下記の関係資料が、当日、閲覧できます。
　　小林誠・熊谷圭知・三浦徹編『グローバル文化学——文化を越えた協働』法律文化社、2011 年
　　『グローバル文化学環会報』（第 1 〜 3 号）
　　『日韓大学生交流セミナー報告書』（22 年度）
　　『国際協力実習報告書』（18、19、21 年度）
　　『第 10 回留学生と日本人学生のための国際教育交流シンポジウム報告書』
　　『グロ文ブックレット No.1』
④グローバル文化学環のカリキュラムや行事などの情報は下記のウエブサイトでご覧いただけます。
　http://www.li.ocha.ac.jp/global/index.html

文教育学部　芸術・表現行動学科　音楽表現コース 文教育学部　グローバル文化学環

7/ 16 月 7/ 16 月
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