２０１８．７．２１（土）
１０：００～１６：００

福岡教育大学オープンキャンパス ２０１８
～「世界」を変える，「自分」を育てる～
お願い

各種相談
コーナー

丸数字は，裏面のキャンパスマップ
上の赤丸の数字に対応しています。

・体験授業は開始時間の１０分前までに各教室へ集合してください。
・体験授業，説明会等の人数は，おおよその収容数を示します。
・実施内容は，都合により当日変更される場合があります。
・アンケート回収にご協力ください。
ご協力いただいた方には，記念品のプレゼン トがあります！！

◎各種コーナー，教室などの案内を行
います。分からないことがあれば，
何でも聞いてください。
１０：００～１６:００
※情報保障（ノートテイクなど）等の支
援が必要な場合はお申し出ください

◎入試相談・・・入試について説明します。
◎カリキュラム・修学相談・・・時間割の仕組みや授業について説明します。
◎免許・教育実習相談・・・免許や教育実習について説明します。
◎就職相談・・・就職支援・就職状況について説明します。
〔１１：００～１１：５０ワークショップを行います。（先着４０名）〕

◎学生生活相談・・・奨学金や寮について説明します。
◎留学相談・・・留学について説明します。
◎英語習得院説明・・・英語習得院について説明します。
※先輩学生による相談コーナーもあります！

総合案内

学生センター
前本部

①

１０：００～１６:００
共通講義棟 １階 １０７教室③

大学説明会
①１０：００～１０：５０
②１２：００～１２：５０
③１４：３０～１５：２０

※就職相談は，学生会館２階キャリア支援センター⑰ ※入試相談は，共通講義棟 １階 １０６教室③

学長による参加者へのメッセージ及び大学概要の説明等を行います。
事前予約制です。いずれの回も内容は同じです。
大学の概要（平成３１年度入試の概要含む），学生の指導体制（教職教育院）についても説明を行います。
アカデミックホール
※事前予約がない場合でも，会場内の状況に応じて当日受付も行います。状況によっては，ご案内できない場合もありますの
でご了承ください。また，当日受付の場合は，立ち見となります。

○体験授業及び課程・選修・専攻紹介等

：体験授業・見学ツアー

☆初等教育教員養成課程

１０：００～１１：００ ソーシャルスキル教育
１３：００～１４：００ ～対人関係能力の育成～

２階 ２１０教室
（各回４０名程度）

私たちの“学び”をめぐる今日的
１４：３０～１５：３０ 課題
～“アクティブ・ラーニング”から“ディープ・
ラーニング”への授業デザイン～

共通講義棟

２階 ２０８教室
（各回 ４０名程度）

１１：１０～１２：００
授業づくりの心理学
１４：３０～１５：２０

１階 １０２教室
（各回４０名程度）

１４：３０～１５：００

夜のくもざるは羊男の夢を見るか
―現代文の方法―

⑥

教育総合研究所
２階 大３番教室
（２００名程度）

⑥

共通講義棟１階
特Ⅱ教室
（各回１００名程度）

③

☆中等教育教員養成課程 社会科専攻

③
１０：３０～１１：３０

社会科専攻の紹介

２階 ２０４教室
（各回４０名程度）

☆中等教育教員養成課程 数学専攻
２階 ２０９教室
（５０名程度）

教育・心理教棟２階
コミュニケーションプラ
ザ

１０：３０～１１：２０ 数学専攻の紹介（数学教養科目の
１３：００～１３：５０ 一部も紹介します）

④
☆中等教育教員養成課程 理科専攻

⑤
ＤＮＡの働きを構造モデル作
りから学ぼう！
【随時体験可能。３０分程度】

１０：１０～１１：００
１３：００～１３：５０

核磁気共鳴装置を使った化
学物質の分析

１４：３０～１５：００ 幼児教育の魅力

教育総合研究所
１階 大２番教室
（各回２００名程度）

⑥

１１：３０～１２：００
１４：００～１４：３０

二酸化炭素による地球温暖
化のメカニズム

１０：００～１３：００
幼児教育選修ポスター展示
１５：００～１６：００

幼児教育教棟２階
幼児教育演習室

⑦

１１：１０～１１：３０

理科専攻の紹介

自然科学教棟

１０：００～１３：００
１４：００～１６：００

☆初等教育教員養成課程 幼児教育選修

１３：３０～１４：３０ 幼児教育選修の紹介

教育総合研究所
２階 大３番教室
（各回１２０名程度）

１５：００～１５：３０ 教員・学生による個別相談

２階 ２０１教室
（各回４０名程度）

１０：３０～１１：３０ 小学校・理科の観察・実験は意 自然科学教棟３階
１２：３０～１３：３０ 外に難しい！だけどちょっと工 生物学第１学生実験
１４：３０～１５：３０ 夫すると・・・？
室 （各回４０名程度）

初等カリキュラム関連授業の
紹介展示（ポスター発表），
１０：００～１６：００
学生による初等教育教員養成
課程何でも相談ブース

１３：３０～１４：１５ 教員・学生による国語専攻の紹介

１階 １１１教室
（３０名程度）

１０：００～１１：００ 「ことば」の実験を
１３：００～１４：００
楽しんでみよう

１１：１０～１２：１０ レポートを作成するときに知っ
１４：３０～１５：３０ ておきたい豆知識

：個別相談・ポスター等展示

☆中等教育教員養成課程 国語専攻

１０：００～１１：００ 「道徳」の授業をのぞいてみよう

１１：１０～１１：５０
ストレスマネジメント教育
１３：００～１３：４０

②

３階 生物学第２学
生実験室
（ブース形式，１名
～５名程度で実施）
４階 核磁気共鳴室
（各回１０名程度）

④

２階 理科大講義室
（各回３０名程度）
２階 理科大講義室
（５０名程度）

☆中等教育教員養成課程 英語専攻

１４：３０～１５：３０

英語専攻の紹介

共通講義棟１階
特Ⅱ教室
（６０名程度）

③

☆中等教育教員養成課程 音楽専攻

１０：００～１０：４５

☆中等教育教員養成課程 技術専攻

クラシックコンサート
【教員と学生による室内合奏】

ピアノ公開レッスン【在学生がモデ
１０：５０～１２：００
ルとなりレッスンを受けます】

音楽教棟１階
音楽１番教室
（各回８０名程度）

⑧

１３：３０～１５：３０ オペラ・アンサンブル・コンサート

１１：３０～１４：００

ものづくり創造教
技術専攻見学ツアー（実習室や農
育センターＢ棟
１０：００～１１：３０
場の案内をしながら技術専攻を紹介
技術ものづくり講
１３：３０～１５：００
します）
義室
（各回２０名程度）

音楽教棟１階
音楽専攻の紹介及び入試に関する
音楽３番教室
個別相談
（６０名程度）

１３：００～１３：１５ 音楽教棟ツアー（教室及び研究室
１４：００～１４：１５ の一部を見学できます）

☆中等教育教員養成課程 書道専攻

１１：１０～１２：１０
１３：３０～１４：３０

音楽教棟入口に
５分前に集合

１０：００～１０：３０

１０：００～１６：００ アトリエ開放（学生作品展示）※

１１：１０～１２：１０ 美術専攻の紹介と入試説明会

美術・書道教棟及
びものづくり創造教
育センターＡ棟
（制作体験は，各ア
トリエ１０名程度で
実施）

⑨
⑩

美術・書道教棟
２階総合演習室２
（５０名程度）

⑨

☆中等教育教員養成課程 保健体育専攻

③

☆中等教育教員養成課程 家庭専攻
１０：００～１０：３０
家政教棟見学ツアー
１３：３０～１４：００

家政教棟入口集合
（各回１５名程度）

１１：１０～１２：１０ キッチンの設計をしてみよう！

家政教棟２階
住居学実験実習室
（２０名程度）

１０：００～１１：００ 家庭専攻について
１３：００～１６：００ の個別相談コーナー

家政教棟３階
家政科講義室

⑪

○家政教棟内に卒論発表ポスター等展示（展示物等の撮影はご遠慮ください）

特別支援教育
第一教棟 特演１
（各回８０名程度）

１４：００～１４：５０ 特別支援教育の概説

⑨

特別支援教育教員養成課程の専攻 附属特別支援教
別体験プログラム
育センター

⑥
⑫
⑬

☆学術情報センター図書館

１３：１５～１３：５５ 図書館ツアー

１０：００～１６：００

共通講義棟１階
特Ⅰ教室
（各回８０名程度）

美術・書道教棟
書道演習室１
（各回３０名程度）

教育総合研究所
特別支援教育教員養成課程の紹介
１階 大２番教室
（全体説明会）
（１２０名程度）

１０：５０～１１：４０ ザ・体験 知的障害児教育

１０：３０～１５：００

※アトリエは，美術教育，彫刻，立体構成デザイン，平面構成デザイン，油彩
画，日本画，工芸の７箇所あり， 工芸のみ，ものづくり創造教育センターＡ
棟 １階が会場です。

１１：１０～１２：１０
１３：００～１４：００ 保健体育専攻の紹介
１５：００～１６：００

書道専攻の紹介及び入試に関する
説明

☆特別支援教育教員養成課程

☆中等教育教員養成課程 美術専攻
１０：００～１１：００
アトリエ体験（制作体験）※
１３：３０～１４：３０

⑩

学術情報センタ－
図書館

謎解きゲーム
（いつでも参加できます。）

⑭

★救護（場所：健康科学センター ⑮）
体調不良等を感じたらすぐに来てください。医師・看護師が待機しています。体験施設
を開放していますので，自由に見学可能です。
★食事・休憩
食堂（フィオーレ⑯，セレーノ⑰）及びコンビニ（リモーネ⑰）等を気軽にご利用ください。
フィオーレ，セレーノは，営業時間外であれば，休憩所としてご利用になれます。
※１０８，１０９教室（場所：共通講義棟２階 ③）を休憩所として開放しますのでご利用く
ださい。学生会館１・２階の各談話室⑰も食事場所として開放します。

営業時間

場所

食堂（フィオーレ）

１１：００～１５：００

学生センター１階

食堂（セレーノ）

１１：００～１５：００

学生会館１階

コンビニ（リモーネ）

１０：００～１５：００

学生会館１階

売店（ステラ）

１１：００～１５：００

学生会館２階

福岡金文堂

１０：００～１６：００

学生会館１階

⑯

⑰

丸数字は，裏面のキャンパスマップ上の青丸の数字に対応しています。

※練習時間は予定であり，変更となる場合があります。また，サークルによっては，都合により中止される場合もありますので，あらかじめご了承ください。

