MYU OPEN CAMPUS 2019

太白キャンパス

PROGRAM

Timetable
9:00

9:30

10:05

10:45

11:25

12:00

食産業学群
ガイダンス①

12:30

13:05

13:45

14:15

【全体図】

食産業学群
ガイダンス②
模擬講義①｜食資源開発学類

模擬講義①｜フードマネジメント学類

ヨーグルトで腸から元気に !!
乳酸菌と健康のサイエンス
五感で味わいや買いたさが変わる？
文系アプローチによるヨーグルトの
消費者心理学

全体ガイダンス

普段の食事から何が見える？

豚舎
模擬講義②｜フードマネジメント学類

食事を通して見た
油料作物の世界

入試ガイダンス

模擬講義②｜食資源開発学類

ヨーグルトで腸から元気に !!
乳酸菌と健康のサイエンス
五感で味わいや買いたさが変わる？
文系アプローチによるヨーグルトの
消費者心理学

施設開放 豚舎

①入試制度（2020 年度入学者選抜）説明（主に高校 3 年生対象）
②新入試制度
（2021 年度入学者選抜）
説明
（主に高校 2 年生対象）
を行います。
① 14:15 〜 14:55 ② 15:00 〜 15:30
※①②どちらかのみの参加，両方の参加も可能です。

普段の食事から何が見える？

食事を通して見た
糖料作物の世界

施設開放
水産実験棟

ヤギとのふれあい
講義棟

模擬講義｜基盤教育群

同内容を 2 回開催します。
① 10:45 〜 11:15 ② 12:30 〜 13:30

水産実験棟

メモリアル
ホール

北研究棟

入試ガイダンス

グラフ理論基礎講義

キャンパスツアー

【北研究棟・南研究棟】10:00~15:30

ガイダンス

食資源開発学類

全体ガイダンス

グローバルコモンズ共同企画

食産業学群ガイダンス

入試ガイダンス

共同実験室開放

グローバルコモンズ開放

図書館開放

9:30~10:00（ 30 分 ）

①10:05~10:35 ②12:00~12:30（ 各 30 分）

14:15~15:30（ 75 分）

北研究棟 3F 共同実験室 5

南研究棟 2F グローバルコモンズ

南研究棟 1F 図書館

講義棟 1F 大講義室

講義棟 1F 大講義室

講義棟 1F 大講義室

4 年次の卒業研究などで実験を行うスペースを開
放しています。

多様な文化や言語に触れながら学修出来る空間
です。 在 学 生による留 学 体 験の発 表を行います。
是非お越しください。

①入試制度（2020 年度入学者選抜）説明 14:15 〜 14:55（主に高校 3 年生対象）
②新入試制度（2021 年度入学者選抜）説明 15:00 〜 15:30（主に高校 2 年生対象）
※①②どちらかのみの参加，両方の参加も可能です。

地域連携センター

模擬講義
フードマネジメント学類

模擬講義

ヨーグルトで腸から元気に !!

乳酸菌と健康のサイエンス

五感で味わいや買いたさが変わる？

文系アプローチによる
ヨーグルトの消費者心理学

①10:45~11:15 ②12:30~13:00（ 各 30 分）
島津朋之助教，元木康介助教
講義棟 1F 大講義室
ヨーグルトは健康に良いというイメージありませんか？乳酸菌と健康との
関わりについて科学的に考えましょう。/ 心理学による文系アプローチで，
五感（色や重さ）がヨーグルトの味わい・買いたさにどう影響するかに
ついて考えていきます。（同内容 2 回開催）

食資源開発学類

模擬講義①

普段の食事から何が見える？

食事を通して見た油料作物の世界
模擬講義②

普段の食事から何が見える？

基盤教育群

模擬講義

学生による留学体験・異文化体験の発表

グラフ理論基礎講義

入試関連プログラム

カフェテリア（学食）
実験棟
カフェテリアにて，坪沼農場の学生実習で収穫したお米，
小豆等を販売しています。また，今話題の「ずんだちぎりパ
ン」
「チョコバナナパフェケーキ」
「大学生の大吟醸［宮城
大学］」
「山元いちご農園のいちごワイン」も販売しています。

ご家族向け相談コーナー

地域連携センター活動紹介

入試個別相談コーナー

学修支援・キャリア相談コーナー

南研究棟 1F ディスカバリーコモンズ

南研究棟 1F ディスカバリーコモンズ

南研究棟 1F ディスカバリーコモンズ

学びのフィールドを広げ，学生が自治体や企業等
と連携して取り組んだ活動を紹介します。金内教
授が山元いちご農園株式会社と共に開発したいち
ごワインをカフェテリアで絶賛展示販売中 !

希望する学群の先生に入試制度について相談でき
るほか，4 年間の学びや学群・学類の特色も相談
できます。

学生生活や将来の進路について，教職員が個別
に応じます。須田教授も参加します。お気軽にお
越しください。

（就職＆進路）

【講義棟 1F】

あなたはその食事にどんな作物が使われているか知っていますか？豊か
な食を支える油料・糖料作物の世界を紹介します。
（①と②は、内容が違います）

大講義室

全体ガイダンス (9:30~)
食産業学群ガイダンス (①10:05~②12:00~)

食資源開発学類模擬講義①(11:25~）
食資源開発学類模擬講義②(13:05~）

13:45~14:15（ 30 分）

食資源開発学類

1 年次の必修科目の紹介の後，簡単な図形を用いて論理的思考の
演習を行う。選択科目「数理科学」を体験してください。

カフェテリア（売店・学食）
10:00~15:30
学食 11:30~
坪 沼 農 場の学 生 実 習で収 穫したお米，
小豆等を販売しています。また，今話題
の「ずんだちぎりパン」「チョコバナナ
パフェケーキ」「大学生の大吟醸［宮
城大学］」「山元いちご農園のいちごワ
イン」も販売しています。

キャンパスツアー
食産在学生による
「キャンパスツアー」

食資源開発学類

WC

中村茂雄研究室紹介
食材としてのイナゴの養殖

菊地研究室紹介
植物の血管を見てみよう !

森本研究室紹介
解剖のススメ〜形態と機能の美しさ

実験棟 1F 生物物理実験室

実験棟 1F 生物物理実験室

実験棟 1F 生物物理実験室

日本の伝統昆虫食である「イナゴ」。採集ではな
く飼育の可能性を探ります。目の前でじっくり観察し
てみましょう。

人に血管があるように，植物にも養水分を運ぶため
の管があります。植物の血管はどんな風に張り巡ら
されているのか，その美しい世界を見てみましょう。

食と健康について考えるとき，動物やヒトの体の構造
としくみについてよく知っていることはとても大切です。
心臓や眼球を，実際に解剖しながら考えてみましょう。

堀田研究室紹介

ファーストフードのメニューを
比べてみよう！

入試ガイダンス (14:15~)

食資源開発学類

フードマネジメント学類
学生企画

共同実験室５
食資源開発学類研究紹介施設開放

基盤教育群模擬講義 (13:45~)

【実験棟】10:00~15:30

三浦幸平准教授
講義棟 1F 大講義室

【北研究棟・南研究棟 3F】

フードマネジメント学類模擬講義①(10:45~）
フードマネジメント学類模擬講義②(12:30~）

食事を通して見た糖料作物の世界
①11:25~11:55 ②13:05~13:35（ 各 30 分）
中村聡教授
講義棟 1F 大講義室

南研究棟

総合受付

売店

図書館

フードマネジメント学類

金内研究室紹介

WC

グローバルコモンズ
学生による留学体験・異文化体験の発表
フードマネジメント学類

食品マーケティング戦略演習Ⅰ

すごいぞ ! 発酵・醸造学

【北研究棟・南研究棟 2F】

シライシパン×宮城大学
東北を元気にするコラボパンの開発

10:00~15:30 キャノピー下スタート

実験棟 1F 生物実験室

実験棟 1F 生物実験室 及びカフェテリア

実験棟 1F 生物実験室 及びカフェテリア

宮城大学の施設や実験室を現役大学生とツアー形式
で回ることができます。太白キャンパスを探検しましょう!

外食各社の同じようなメニューを同時に比べてみる
ことはあまりないですよネ。メニューを比べることで新
しい発見があるかも ･････

微生物の作用で製造される清酒や醤油などの不思議
を科学的に解明。冬季は，酒造体験も行い「大学生
の大吟醸」
を醸します。カフェテリアで絶賛展示販売中 !

マーケティングについて実 践 的に学 ぶ 演 習科目
の中で行った袋 パンの開発についてご紹介します。
カフェテリアで展示販売中 !

大講義室前スペース

WC

コミュニティプランナー
プログラム研究紹介

図書館 2F
図書館開放

【実験棟 1F】
【北研究棟・南研究棟 1F】

南研究棟へ

ヤギとのふれあい【メモリアルホール横の草地】 【水産実験棟】
学生企画

【豚舎】
食資源開発学類

WC

食資源開発学類

【講義棟】

WC

図書館 1F
図書館開放

基盤教育群

コミュニティプランナープログラム
研究紹介 地域とともに学ぶ
- 地域連携型実践教育プログラム10:00~15:30 講義棟1F 大講義室前スペース
ずんだちぎりパン

チョコバナナパフェケーキ

大学生の大吟醸［宮城大学］

山元いちご農園のいちごワイン

地域での実践的な科目，
「地域フィールドワーク」，
「コ
ミュニティ・プランナープログラム」の紹介を行います。

生物物理実験室
中村茂雄研究室紹介
菊地研究室紹介
森本研究室紹介

ディスカバリーコモンズ
地域連携センター活動紹介
入試個別相談コーナー
学修支援・キャリア
（就職＆進路）
相談コーナー

実験棟へ
生物実験室
堀田研究室紹介
金内研究室紹介
食品マーケティング戦略演習Ⅰ

