2022（令和4）年度 第2回名桜大学オープンキャンパス タイムテーブル （国際学部）
←キャンパスマップ
※学科プログラムは出入り自由です。複数学科への参加をご希望の方は、各学科のプログラム内容をご確認の上、お好きなタイミングでご移動ください。

■開催日：2022(令和4)年8月6日(土) 12:30～16:30

全体プログラム

総合案内

学科プログラム
国際学部

国際文化学科

（11:30～16:30）

国際観光産業学科

＊会場は「講義棟209・210教室」
11:30～12:30

■受付（総合受付）
～16:30

＊会場は「講義棟211・212教室」

11:30～12:30

11:30～12:30

■受付（総合受付）

■受付（総合受付）
12:30～13:30

12:30～13:30

■在学生との交流コーナー、キャンパスツアー
＠学生会館SAKURAUM 2階

■「ポスター展示・活動紹介」＜言語学習センター＞

全体プログラムにご参加ください

全体プログラムにご参加ください

＠SAKURAUM 4階・言語学習センター（LLC）

■「ポスター展示・活動紹介」＜数理学習センター＞
＠SAKURAUM 4階・数理学習センター（MSLC）

■「活動紹介・チューターとの交流」＜ライティングセンター＞
＠SAKURAUM 4階・ライティングセンター（MWC）

■教員養成支援センター ポスター展示
＠SAKURAUM 4階・研修室A

入試・広報課前

■海外留学相談コーナー
＠SAKURAUM 5階・国際交流センター

13:30～16:30（講義棟209・210教室）
会場1：209教室

■学生生活（奨学金、アパート等）相談コーナー
＠SAKURAUM 1階

【その他】

会場2：210教室

会場1：211教室

会場2：212教室

【第1部】（13:30～14:55）

【第1部】（13:30～14:55）

【第1部】（13:30～14:55）

【第1部】（13:30～14:40）

■13:30～13:45 学科説明

■13:30～13:45 学科説明

■13:30～13:45 学科説明

■進学相談会（教員／学生との個別相談）

■13:45～14:00 留学・現地実習の説明

■13:45～14:00 留学・現地実習の説明

■13:45～14:25 ミニ講義（20分×2）

■14:00～14:15 ミニ講義

■14:00～14:15 ミニ講義

「琉球王国の人々 ～260年前の史料から～」

■入試・進路相談コーナー
＠SAKURAUM 1階

13:30～16:30（講義棟211・212教室）

担当：屋良 健一郎先生
■14:15～14:30 学生報告

担当：伊良皆 啓先生

担当：ノーマン フィーウェル先生

「CMから読み解く企業のねらい」

■14:15～14:30 ミニ講義

「地域研究方法論」 授業紹介
■14:30～14:55 進学相談会

担当：大城 美樹雄先生

「イスラム教ってなんだ？～異文化を知るための方法論」

担当：中井 実優（国際学群3年次）

担当：坪井 祐司先生
■14:30～14:55 進学相談会

― 14:55～15:10 移動・休憩 ―

学内にて下記の部活動・サークルが活動しています！

「沖縄・ハワイにおける観光リゾートエリアの形成について探る」

「A Short History of the English Language」

■14:25～14:55 学生報告（15分×2）

・ブースA：学べる分野と授業科目について
・ブースB：学生生活について
・ブースC：実習と留学について
・ブースD：なんでも相談
― 14:40～14:55 移動・休憩 ―
【第2部】（14:55～16:20）

・ホテル実務

■14:55～15:10 学科説明

・学生活動

■15:10～15:50 ミニ講義（20分×2）

― 14:55～15:10 移動・休憩 ―

興味のある方は見学に行ってみましょう！（※体験不可）

【第2部】（15:10～16:20）

【第2部】（15:10～16:20）

【第2部】（15:10～16:20）

男女バスケットボール（12:00～15:00 ＠北部生涯学習推進センター）

■15:10～15:25 学科説明

■15:10～16:20 進学相談会

■進学相談会（教員／学生との個別相談）

男女バドミントン（15:00～18:00 ＠北部生涯学習推進センター）

■15:25～15:40 留学・現地実習の説明

・ブースA：学べる分野と授業科目について

卓球部（12:00～15:00 ＠体育館）

■15:40～16:20 進学相談会

・ブースB：学生生活について

「沖縄・ハワイにおける観光リゾートエリアの形成について探る」
担当：伊良皆 啓先生
「CMから読み解く企業のねらい」
担当：大城 美樹雄先生
■15:50～16:20 学生報告（15分×2）

男子サッカー／ラグビー（9:00～13:00 ＠多目的グラウンド）

・ブースC：実習と留学について

・ホテル実務

個人フットサル（15:00～18:00 ＠多目的グラウンド）

・ブースD：なんでも相談

・学生活動

空手道（15:00～18:00 ＠武道場2階）

★ 全 日 程 終 了 ★ ～ お疲れ様でした ～
※アンケートにご協力ください（右記または配布資料中のQRコードからご回答いただけます）
【オープンキャンパスに関する問合せ先】 名桜大学 教務部 入試・広報課
TEL：0980-51-1056
FAX：0980-54-2429

2022（令和4）年度 第2回名桜大学オープンキャンパス タイムテーブル （人間健康学部）
←キャンパスマップ
※学科プログラムは出入り自由です。複数学科への参加をご希望の方は、各学科のプログラム内容をご確認の上、お好きなタイミングでご移動ください。

■開催日：2022(令和4)年8月6日(土) 12:30～16:30

全体プログラム

総合案内

スポーツ健康学科

（11:30～16:30）

＊会場は「学生会館SAKURAUM 3階」＆「スポーツ健康学科棟」
11:30～12:30

■受付（総合受付）
～16:30

11:30～12:30

■「活動紹介・チューターとの交流」＜ライティングセンター＞
＠SAKURAUM 4階・ライティングセンター（MWC）

■教員養成支援センター ポスター展示
＠SAKURAUM 4階・研修室A

■海外留学相談コーナー
入試・広報課前

■12:30～12:35 看護学科から皆さんへ歓迎のあいさつ
■12:40～12:45 人間健康学部長 あいさつ

全体プログラムにご参加ください

＠SAKURAUM 1階

■学生生活（奨学金、アパート等）相談コーナー
＠SAKURAUM 1階

全体プログラムにご参加ください

■12:45～12:55 名桜大学看護学科 4年間で学ぶ内容（カリキュラム説明）
■12:55～13:00 名桜大学看護学科 合格への道（入試・受験に関する説明）

13:30～14:40（学生会館SAKURAUM 3階）

■13:00～13:20 ミニ講義 「総合看護」

■13:30～13:40 スポーツ健康学科長 挨拶

担当：横川 裕美子先生

― 13:20～13:25 移動・休憩 ―

■13:40～13:55 入試説明

■13:25～14:25 看護を体験しよう・看護を知ろう

■13:55～14:10 学科紹介

・ホワイト：バイタルサイン＆保健師課程の紹介

■14:10～14:40 ミニ講義 「学校における看護の基礎技術『コミュニケーション』
～2年次対象「看護学Ⅱ（演習形式）より～」
― 14:40～15:00 移動 ―

15:00～16:30（スポーツ健康学科棟）

13:30～16:30（講義棟106・107・108教室）
会場3：106教室（ミニ講義）

会場1：108教室（ミニ講義）

会場2：107教室（個別相談）

■13:30～13:35 人間健康学部長 挨拶

－

－

■13:35～13:50 学科説明

－

－

― 13:50～13:55 移動・休憩 ―

・ブルー：救急法＆ボランティアサークルVAGの紹介
・ピンク：赤ちゃん抱っこ＆国際看護・授業紹介

担当：神崎 園子先生 ■14:30～15:00 大学生と語ろう

＠SAKURAUM 5階・国際交流センター

■入試・進路相談コーナー

12:30～13:30

■12:35～12:40 スケジュール説明

＠SAKURAUM 4階・言語学習センター（LLC）
＠SAKURAUM 4階・数理学習センター（MSLC）

■受付（総合受付）

12:30～15:30（学生会館SAKURAUM 6階）

＠学生会館SAKURAUM 2階

■「ポスター展示・活動紹介」＜数理学習センター＞

＊会場は「講義棟106・107・108教室」
11:30～12:30

■受付（総合受付）

12:30～13:30

健康情報学科

＊会場は「学生会館SAKURAUM 6階」
11:30～12:30

■受付（総合受付）

■在学生との交流コーナー、キャンパスツアー
■「ポスター展示・活動紹介」＜言語学習センター＞

看護学科

学科プログラム
人間健康学部

■15:00～15:10 看護学科から皆さんへメッセージ
■15:10～15:20 アンケート入力

■13:55～14:45 ミニ講義（会場1-①） ■13:55～14:45 個別相談
「未定」 ※会場にてご確認ください
担当：大城 真理子先生

※診療情報管理士関連展示
※教員紹介、卒研紹介、PC museum

■13:55～14:45 ミニ講義（会場3-①）
「アップインベンター」
担当：アラスーン, ピーター M.先生

■教員との個別相談コーナー（スポーツ健康学科棟 1階）
■学生との個別相談コーナー（スポーツ健康学科棟 301教室・307教室）

― 14:45～14:50 移動・休憩 ―

■トレーニングルーム見学（トレーニングルーム）

【その他】

■学科紹介（スポーツ健康学科棟 201教室）

学内にて下記の部活動・サークルが活動しています！

■動作解析見学（スポーツ健康学科棟 202教室）

興味のある方は見学に行ってみましょう！（※体験不可）

■養護教諭に関する相談（スポーツ健康学科棟 309教室）

男女バスケットボール（12:00～15:00 ＠北部生涯学習推進センター）

■学生生活の様子（スポーツ健康学科棟 401教室）

男女バドミントン（15:00～18:00 ＠北部生涯学習推進センター）

■ゼミ紹介展示（スポーツ健康学科棟 403教室）

卓球部（12:00～15:00 ＠体育館）

■保健体育に関する相談（スポーツ健康学科棟 404教室）

男子サッカー／ラグビー（9:00～13:00 ＠多目的グラウンド）

■14:50～15:40 ミニ講義（会場1-②） ■14:50～15:40 個別相談
「アルゴリズム」

15:30～16:30

担当：佐久本 功達先生

※診療情報管理士関連展示
※教員紹介、卒研紹介、PC museum
― 15:40～15:45 移動・休憩 ―

全体プログラムにご参加ください

■15:40～16:30 個別相談

個人フットサル（15:00～18:00 ＠多目的グラウンド）

※診療情報管理士関連展示

空手道（15:00～18:00 ＠武道場2階）

※教員紹介、卒研紹介、PC museum

■15:40～16:30 ミニ講義（会場3-③）
「CG，VR」
担当：アラスーン, ピーター M.先生

★ 全 日 程 終 了 ★ ～ お疲れ様でした ～
※アンケートにご協力ください（右記または配布資料中のQRコードからご回答いただけます）
【オープンキャンパスに関する問合せ先】 名桜大学 教務部 入試・広報課
TEL：0980-51-1056
FAX：0980-54-2429

