MYU OPEN CAMPUS 2019

大和キャンパス

PROGRAM

Timetable
9:00

9:30

10:00

10:15

10:45

11:00
模擬講義 ｜看護学類①

看護学群ガイダンス

※初回のみ，会場席に限りがあるため，
総合受付で整理券を配付しております。
（先着 280 名）

娘すずめ。
仙台すずめ踊り
演舞

12:15

12:45 12:55

13:30

14:00

病いと共に生きるひとを支える
病棟看護師の仕事

模擬講義｜事業プランニング学類

事業構想学群
ガイダンス②

娘すずめ。
仙台すずめ踊り
演舞

12:00

14:15

【全体図】

【本部棟 4F】

模擬講義 ｜看護学類②

病いと共に生きるひとを支える
病棟看護師の仕事

事業構想学群
ガイダンス①

全体ガイダンス

11:35

「事業プランニング」って，
何するの？

入試ガイダンス

模擬講義｜地域創生学類

グローカルな地域の
価値を見つけ出す !

娘すずめ。仙台すずめ踊り演舞

模擬講義｜価値創造デザイン学類

価値創造デザイン学類での学び
- デザインすることは楽しいコト

娘すずめ。
仙台すずめ踊り
演舞

池前広場，雨天時講堂または１F エントランス
① 9:00~9:15 ② 10:45~11:00 ③ 12:45~13:00 ④ 14:00~14:15
県内外のイベントで活躍している娘すずめ。の華やかでフレッシュな演舞をぜひご覧ください !

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。

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
交流棟

本部棟
総合受付

娘すずめ。
仙台すずめ踊り
演舞

模擬講義｜基盤教育群

グラフ理論基礎講義

入試ガイダンス

WC

池

【本部棟 4F】10:00~15:30
事業プランニング学類

全体ガイダンス

看護学群ガイダンス

事業構想学群ガイダンス

入試ガイダンス

9:30~10:00（ 30 分 ）

10:00~10:45（ 45 分）

14:15~15:30（ 75 分）

本部棟 1F 講堂

本部棟 1F 講堂

①10:15~10:45 本部棟2F 大講義室
②11:00~11:30 本部棟1F 講堂（各30 分）
※ 2 回とも同様の内容で開催いたします。初回のみ，
会場席に限りがあるため，総合受付で整理券を配
付しております。（先着 280 名）

本部棟 1F 講堂

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。

模擬講義・看護学類プログラム［展示・紹介］
模擬講義

看護学類

病いと共に生きるひとを支える
病棟看護師の仕事
①11:00~11:30 ②12:00~12:30
（各 30 分）齊藤奈緒准教授
本部棟 3F 300 講義室
病気による苦痛を抱え，検査や治療を受けるため
に入院している患者さんへの看護の役割について
お話しします。
模擬講義

事業プランニング学類

「事業プランニング」って，
何するの？
11:35~12:05（ 30 分）高山純人講師

看護学類展示・紹介

災害看護プログラム［展示］

［学生によるプログラム紹介］

看護学類展示・紹介

国際看護プログラム［展示］

［学生によるプログラム紹介］

看護学類展示・紹介

養護教諭コース紹介
11:30~12:30（コース紹介）
（ 60 分）

10:00~15:30 プログラム展示
13:00~14:00 プログラム紹介（ 60 分）
本部棟 3F 313 講義室

本部棟 3F 311 講義室

災害活動論を学んだ看護学群の学生から，災害
看護プログラムや災害ボランティア活動の話を聴く
ことができます。

実践看護英語演習で，フィンランドの大学で学修
した学生の経験談を聴くことができます。国際看護
プログラムの紹介をします。

看 護 師 資 格を持つ養 護 教 諭を養 成しています。
他大学とは異なる本学の特徴について，担当教員
が説明いたします。

模擬講義

グローカルな地域の
価値を見つけ出す !
12:15~12:4 5（ 30 分）郷古雅春教授

模擬講義

価値創造デザイン学類

基盤教育群

模擬講義

価値創造デザイン学類での学び
- デザインすることは楽しいコト

グラフ理論基礎講義

12:55~13:25（ 30 分）中田千彦教授

13:30~14:00（30分）三浦幸平准教授

本部棟 1F 講堂

本部棟 1F 講堂

交流棟 2F PLUS ULTRA-

事 業を創 造 / 計 画することを実 践 的に学ぶ学 類
ですが，具体的にどんなことを学ぶのか ? について，
ちょっと紹介。

ローカルでありながら世界中にある地域。地域のも
つ価値について，世界農業遺産 「大崎耕土」を
事例として一緒に考えます。

デザイン（気づき＋イマジネーション）は，チャレン
ジを始め何度もやることから広がります。その活動の
入口に立ってみませんか。

大嶋研究室紹介

スチューデントコモンズ開放

本部棟 4F 423 演習室

本部棟 4F 424 演習室

本部棟 4F スチューデントコモンズ

事業プランニングに関連する，実証的研究等を紹
介します。

SNS などデジタル活用で社会課題の解決を実践 !
観光促進の観点から秋保温泉や空港，さらに東
京の大学と協働するプロジェクトを紹介。

在学生の普段の勉強空間です。志望学群のプロ
グラムの合間に，講義時間外の居場所の雰囲気
を感じに来てください。飲食ＯＫです。

風見研究室紹介
（コミュニティ創造ゼミ）

地域創生学類

地域創生学類
研究紹介 全10研究室

本部棟 2F 大講義室

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。

価値創造デザイン学類

価値創造デザイン学類

価値創造デザイン学類

価値創造デザイン学類

平岡研究室紹介

小地沢研究室紹介

鹿野研究室紹介

中田研究室紹介

交流棟 1F 製図室

交流棟 1F コミュニケーションエリア

交流棟 2F コミュニケーションエリア

ブリッジ棟 2F ギャラリー

都 市や地 域のデザインの最 先 端のトピックとして，
集落の拠点整備に関する実践的な取組みや研究
成果などを紹介します。

産学連携による共同研究のプロセスや，多様なビ
ジュアルデザインに関する研究を紹介します。

卒 業 研 究 作 品ピンナップ 展 示。 東 京オリンピッ
ク 2020 組市松紋をモチーフとしたデザインワーク
ショップを再現。「DECADE」 最新号配布中 !

「人と環境のより良い関係を空間デザインによって
実現する」をテーマにした，平岡研究室の様々な
活動や研究を紹介します。
価値創造デザイン学類

価値創造デザイン学類

価値創造デザイン学類

価値創造デザイン学類

蒔苗研究室紹介

鈴木研究室紹介

価値創造デザイン学類 演習紹介

土岐研究室紹介

交流棟 1F デザインラボ 1

交流棟 1F デザインラボ 1

交流棟 1F デザインラボ 2

サークル棟 1F 材料実験室（FAB）

インタラクションデザインに関する研究成果や，開
発した体験型コンテンツ，研究に使用する機器など
を展示・紹介します。

価値創造デザイン学類の演習の成果を時系列順に展
示。デザインの基礎的な学び，生活環境デザインコース
と感性情報デザインコースの専門性について紹介します。

3D プリンタやレーザーカッター等のデジタル工作
機 器を備えた造 形 工 房と，教員・学 生の研 究を
紹介します。

「空間と人間をつなぐ新たな情報環境の創出」を
テーマに，これまでの研究成果やバーチャルリアリ
ティを活用したシステムを紹介します。
価値創造デザイン学類

日原研究室紹介
交流棟 1F 地域連携センターブース
「商品デザイン開発」をテーマとした制作物や研
究成果について，ゼミ生の取り組みを中心にご紹
介します。

地域連携センター

地域創生学類活動

地域創生学類
教育・活動紹介 全10研究室

みちのく
よさこい祭りについて

本部棟 4F グループ演習室

本部棟 4F グループ演習室

本部棟 4F 401 講義室

風見ゼミの活動内容についてご紹介します。質問・
相談もお待ちしていますので、地域創生に興味・関
心がある人はぜひお越しください !

全 10 名の教員・研究室の研究成果の紹介を映像や
ポスターで展示するとともに，
研究紹介セッションをリレー
方式で行います。プログラムは教室に掲示しています。

各研究室の教員が担当する科目やその内容，学生ととも
に地域社会で行っている活動の紹介を行います。地域
創生学類の学生もいますので，遠慮なく質問してください。

みちのくYOSAKOI 祭実行委員会では，お祭りの紹介
やみなさんのお悩み相談，進路相談なんでもお答えしま
す ! 興味がある方，
お話ししたい方是非いらしてください !

学生広報部企画

学生広報部企画

合格資料館

Taiwa House

実録 ! 宮城大生の生態

本部棟 4F 412 講義室

本部棟 4F 416 講義室

本部棟 4F 425 演習室

本部棟 4F 426 演習室

不朽の名作「星の王子さま」の朗読劇を行います。
入退場自由ですので気軽にお越しください !

先輩方の模試の成績推移や実際に使用していた
参考書の展示，受験に関しての疑問や不安を質
問・相談ができる企画です。

宮城大生の一人暮らしの部屋をそのまま再現した
企画です。実際に使っている家具などを紹介して
おり，宮城大生とお話することができます !

宮 城 大 生が日頃どんな生 活をしているのか，スケ
ジュールや私物を紹介し，実際に学生とお話しでき
る企画です。

学生広報部企画

基盤

MYUVIX

コミュニティプランナー
プログラム 研究紹介

グローバルコモンズ開放

本部棟 4F 426・427 演習室間のスペース

本部棟 4F 427 演習室

本部棟 4F EV 前オープンスペース

本部棟 4F グローバルコモンズ

高校生のみなさんが気になるサークルの活動写真
と宮城大生の私服スナップを展示しています。
お気軽にお越しください !

大学や学生生活のことをかるたやルーティーン動画
で紹介する企画です。お菓子もあるので気軽にお
越しください。

※雨天時講堂または 1F エントランス

ナーシングラボ 3
在宅療養者の生活を体験してみよう！

313 講義室
看護学類展示企画
国際看護プログラム展示・紹介

WC

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。

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。

施設開放・研究紹介

施設開放・研究紹介

施設開放・研究紹介

在宅療養者の生活を体験してみよう!

体験してみよう !
小児看護と子どもと家族の気持ち

本部棟 3F ナーシングラボ 1

本部棟 3F ナーシングラボ 2

本部棟 3F ナーシングラボ 3

本部棟 3F ナーシングラボ 4

看護技術を体験し，授業で使用する教科書を見
て，大学での学びをイメージしてみましょう。

胃がん術後の再現スーツを着て患者さんの気持ち
になってみましょう。呼吸機能検査や看護の観察
の体験もできます。

自宅で療養する環境の一例を展示しています。ま
た，在宅療養で使用される福祉用具を実際に体
験してみましょう。

子ども用ベッドに寝てみたり，幼児になって検査の
説明を受けてみましょう。赤ちゃんの心臓と肺の音
を聞いてみましょう!

大学祭実行委員会

入試関連プログラム

【交流棟 2F】

311 講義室
養護教諭コース紹介

PLUS ULTRA価値創造デザイン学類模擬講義 (12:55~)

本部棟 3F ラウンジ
入試個別相談コーナー
学修支援相談コーナー
キャリア（就職＆進路）相談コーナー

WC

300 講義室
看護学類模擬講義①(11:00~)
看護学類模擬講義② (12:00~)

コミュニケーションエリア
鹿野研究室紹介

【本部棟 2F】

WC

ディスカバリーコモンズ（図書館）
施設開放 キャンパスレンジャー
在学生による相談コーナー（事業・看護）
図書館開放 (9:30~)

【交流棟 1F】

大講義室

地域連携センター
地域連携センター活動紹介
日原研究室紹介

事業構想学群ガイダンス①(10:15~)

大階段 キャンパスツアー
WC

小地沢研究室紹介

入試個別相談コーナー

学修支援・キャリア相談コーナー

本部棟 3F 329，330，331 演習室

本部棟 3F ラウンジ

本部棟 3F ラウンジ

宮 城 大 学の大 学 祭の魅 力を紹 介していますので，
お気軽にお越しください。

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。お気軽にお越しください。

※初回のみ，会場席に限りがあるため，
総合受付で整理券を配付しております
（先着 280 名）
基盤教育群模擬講義 (13:30~)

製図室

総合受付から

WC

データ & メディアコモンズ
オープンスタディ・メディアシアター開放

平岡研究室紹介
デザインラボ 2

価値創造デザイン学類
演習紹介
デザインラボ 1

ご家族向け相談コーナー

大学祭実行委員会

ナーシングラボ 4
体験してみよう！小児看護と子どもと家族の気持ち

329，330，331 演習室
大学祭実行委員会

学生による留学体験・異文化体験の発表

【本部棟 3F】10:00~15:30

蒔苗研究室紹介
鈴木研究室紹介

（就職＆進路）

【本部棟 1F】

講堂

【ブリッジ棟 2F】

ギャラリー
中田研究室紹介

全体ガイダンス (9:30~)

売店 売店開放 (9:30~)
WC

看護学群ガイダンス (10:00~)
事業構想学群ガイダンス②(11:00~)
※ 1 回目と同様の内容です

【本部棟 2F】10:00~15:30
ディスカバリーコモンズ企画

416 講義室 合格資料館
425 演習室 Taiwa House
427 演習室 MYUVIX
426･427 演習室間のスペース
写真企画 MYUSEUM
426 演習室 実録！宮城大生の生態

ナーシングラボ 2
手術を受ける患者と援助する看護師を体験しよう

312 講義室
看護学類展示企画
災害看護プログラム展示・紹介

コミュニケーションエリア

手術を受ける患者と
援助する看護師を体験しよう

422 演習室 風見研究室紹介
423 演習室 糟谷研究室紹介
424 演習室 大嶋研究室紹介
グループ演習室 地域創生学類
研究紹介 全 10 研究室
教育・活動紹介 全 10 研究室

ナーシングラボ 1
看護技術を見学・体験してみよう！

娘すずめ。仙台すずめ踊り演舞
(①9:00~②10:45~③12:45~④14:00~)

グローバルコモンズ共同企画

写真企画 MYUSEUM

看護技術を
見学・体験してみよう !

【池前広場】

学生広報部企画

演劇サークル Arco iris
朗読劇「星の王子様」

学生広報部企画

412 講義室 演劇サークル Arco iris
朗読劇「星の王子様」

【本部棟 3F】

みちのく YOSAKOI
まつり実行委員会

本部棟 4F 422 演習室

施設開放・研究紹介

【交流棟】
【ブリッジ棟】
【サークル棟】10:00~15:30

地域創生学類

スチューデントコモンズ
スチューデントコモンズ開放

401 講義室 みちのくよさこい祭りについて

スチューデントコモンズ企画

糟谷研究室紹介

演劇サークル

10:00~15:30 プログラム展示
①10:30~②11:30~③12:30~ 紹介（各20分）
本部棟 3F 312 講義室

地域創生学類

事業プランニング学類

EV 前オープンスペース
コミュニティプランナー
プログラム 研究紹介

サークル棟

ブリッジ棟

ガイダンス

WC

データ＆メディアコモンズ企画

データ＆メディアコモンズ企画
キャンパスレンジャー

オープンスタディ・
在学生による相談コーナー
（事業・看護）
メディアシアター開放

キャンパスレンジャー

地域連携センター活動紹介

ディスカバリーコモンズ開放

オープンスタディ・
メディアシアター開放

キャンパスツアー

交流棟 1F 地域連携センター

本部棟 2F ディスカバリーコモンズ

本部棟 2F データ＆メディアコモンズ

本部棟 2F メディ
ディスカバリ
アシアター
ーコモンズ

本部棟 2F 大階段

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。

昨秋改装されたディスカバリーコモンズ（図書館）
では，館内の見学と，学生おすすめの本を展示し
ています。どうぞお立ち寄りください。

PC を用いた学修のための空間です。メディアシア
ターでは映像作品を上映しているので，迫力の映
像音響空間を体感してみてください。

事業構想学群・看護学群に分かれて相談会をし
PC
を用いた学修のための空間です。メディアシア
ていま
ターでは映像作品を上映しているので，迫力の映
す ! AO や推薦入試のコツも !
像音響空間を体感してみてください。

キャンパス内を私たち宮城大生がツアー形式で案
内します ! どなたも大歓迎です !!

【サークル棟 1F】

材料実験室（ FAB）
土岐研究室紹介

事業プランニング学類模擬講義 (11:35~)
総合受付から

地域創生学類模擬講義 (12:15~)
入試ガイダンス (14:15~)

エントランス
カフェテリア カフェテリア開放 (11:30~)

