
◆  学び紹介

◆ 大学・入試説明

◆ 
5Ｆ

 2508 教室

5Ｆ

10：00 ～ 10：50 11：00 ～ 11：50 13：00 ～ 13：50 14：10 ～ 15：00

タイムスケジュール (6/20)

10:00 15:0011:00 12:00 13:00 14:00

５F

５F

経済学部

CEC

11：40～

● 経済学科

● 経営学科

2503教室
11：00～

13：50～

● CEC

● CEC

Relaxed Pronunciation

Understanding different types of English words

11：20～

５F

外国語学部

５F

５F

５F

模擬授業 詳細
国際学部

各回 30 分

タイトル・内容

タイトル・内容

タイトル・内容

タイトル・内容

※各回同内容となります。

◆ 専門スタッフによる個別相談会 ３Ｆ 受付 10：00 ～ 1５：00 ※入試、留学、就職、奨学金、課外活動、教職課程について専門スタッフがお答え致します。（1回 15分程度）

教員が各学部の学問領域や
学びの特色をご紹介します

５F

４F2403教室 13：00～15：00

学科・専攻紹介＆相談ブース　詳細
10：00～15：00

３F

４F
● 外国語学部

● 経済学部

４F
● 国際学部

日本学・国際コミュニケーション専攻
国際交流・ 国際協力専攻
グローバルビジネス専攻

2410 教室
2411 教室
2412 教室

経済学科
経営学科

2306 教室
2307 教室

2404 教室
2405 教室
2406 教室
2407 教室

英語コミュニケーション専攻
英語・リベラルアーツ専攻
ドイツ語・ヨーロッパ専攻
中国語・グローバルコミュニケーション専攻

十分な広さを確保できるよう
４教室ご用意しています。

昼食＆待合スペース

2302 ～ 2305教室
校舎あすなろ３階

 ��n��

キッチンカーが
来ます！

場所：校舎あすなろ 外の広場
11：30～13：30

全学部共通プログラム

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用、小まめな手指消毒をお願い致します。
昼食の際も指定教室内での飲食・大きな声を出さないなど、ご協力のほどよろしくお願い致します。

コロナウイルス対策 ご協力をお願い致します

校舎「あすなろ」

２Ｆ iFloor
◆  学生によるキャンパスツアー
　  ＆iFloor体験※（1回40分程度 ）

集合場所 <PM>13：00 ～（最終便 14：00）<AM>10：30 ～（最終便 11：30）
※15分おきに出発※15分おきに出発

２Ｆ iFloor　

２Ｆ iFloor　

CECとは…  英語教育の専門集団　　CEC（Reitaku Center for English Communication）
全学部を対象とした、言語習得（英語）を達成するための教育プログラム開発を行ってます。

～ 4 コマ漫画を使った英語の学習法について講義します～
● 2505教室  11：00～
英語コミュニ
ケーション専攻

4 コマ漫画で攻略！英語スピーキング

● 

● 

● 

５F
2505教室  13：00～

英語・リベラル
アーツ専攻

“An Introduction to Modern British Culture”
～現代のイギリス文化について講義します～

４F
2406教室13：00～

ドイツ語・
ヨーロッパ専攻

ドイツ語で自己紹介をしてみよう！
～ドイツ語の挨拶・自己紹介を聞いて、実際に話してみます～

４F
11：40～ 2407教室中国語・グローバル

コミュニケーション専攻
食文化からみる中国～餃子をめぐって～
～餃子をめぐって、日本と中国の歴史を紐解き、文化の違いを比較します～

● 

● 

● 

13：00～
国際交流・ 国際
協力専攻

アフリカの現状を知る
～アフリカ（特にサブサハラ地域）の現状について分かり易く説明します～

11：00～
グローバル
ビジネス専攻

グローバル化とは
～グローバル化のメリット・デメリットやその行方について考えます～

日本の食料は豊か？日本の食料需給の現状と課題

環境経営が地球を救う？

～日本の食料事情を学びながら、将来的にも安定的な食料供給を
　確保するためにはどうしたらよいか議論を通じて考えます～

～ SDGs と関連付けながら、環境経営に取組むことの重要性
　を説明します（参加者と議論します）～

『SDGｓ2021 高校生

SDGｓ

2503教室 13：00～14：00
ビジネスプロジェクトの進め方ワークショップ

ビジネスプロジェクトの進め方ワークショップ

SDGs コンテスト個別相談会

SDGs コンテスト個別相談会

11：40～ 2504教室日本学・国際
コミュニケーション専攻

" パンデミックの日本史 "
～新型コロナ以外にも、日本史を振り返ると色々な病気と闘ってきた
　時代・人がいます。過去を振り返り現代を生きるヒントを探ります～

～現代を前向きに生きるヒント～

カジュアルな英語の話し方

～たとえば「going to」を「gonna」と言うなど、ネイティブが使う略語を
　一緒に学びましょう～

様々な種類の英単語を理解する
～英語の様々な品詞（名詞、代名詞など）の単語を覚える方法や、文中で
　の使い方について学習します～

夏休みに挑戦しませんか？入試（課題プレゼン型）にも活用できます

タイアップ企画

入試にも活用できる基本的な企画書の作成方法やプロジェクトの進め方も
解説！！コンテストの参加に関わらず入試対策としてぜひご参加ください！

◆ 専門スタッフによる個別相談会

◆ 学生による総合型選抜【 課題プレゼン型 】入試体験談
2508 教室

3F 受付

13：50～14：10

10：00～1５：00

入試対策は
このイベントに参加！

５F

◆ 大学・入試説明
2508 教室 10：00、11：00、13：00、14：10 ５F

３F

どこよりも早く総合型選抜【 課題プレゼン型 】のテーマを発表！

ソーシャル・アイディアコンテスト』

気軽に個別にお話ししたい方はこちら！
具体的な企画書の相談もOKです。

7/25（日） エントリー締切
今から参加できます！

学生による総合型選抜
【 課題プレゼン型 】入試体験談

経済学部の
模擬授業で、
SDGｓと
経済に
ついて
学ぼう！

��e��

13：50～14：10

11：00～11：30

10：30 ～ 10：50　国際学部　2504 教室
10：00 ～ 10：20　外国語学部　2505 教室 / 経済学部　2503 教室

◆  模擬授業 2Ｆ 4Ｆ 5Ｆ

※模擬授業、学科・専攻紹介＆相談ブースは、詳細をご確認ください。

11：40～12：10
11：20～11：50 13：00～13：30

13：00～14：00

13：00～15：00

13：50～14：20

◆  
5Ｆ2503教室

4Ｆ2403教室

ワークショップ

SDGs コンテスト個別相談会

学科・専攻紹介＆相談ブース 3Ｆ
4Ｆ◆  10：00 ～ 15：00 ※教員や学生が常駐しています。何でも相談してください。


