
time 　table
 

イベント マップ番号

オープニング

2022 年度入試説明会

保護者のための説明会

個別相談コーナー〈入試 / 就職 / 奨学金〉

学科説明

個別相談（コース別）

地域研究とは何をするのか -私たちの日常との接点-

テレビ番組を作ってみよう！

自分で制作した地形をクルマでドライブしよう！

学科説明

個別相談（学科）

居心地のよいリビング -暮らし方別タイプと家具選び-

 

織物のしくみを知ろう -オリジナルミサンガ作り-

学科説明

個別相談（コース別）

学科説明

個別相談（学科）

10：00 12：0011：3011：0010：30

海外研修＆GCP 説明会

在学生とのおしゃべりブース

資料＆動画閲覧（＃サンマナ）コーナー

留学生のための説明会

12：30

10：00-10：10

10：00-12：30

10：10-10：40

10：10-10：20

-

11：00-12：30

インボディ測定 11：00-11：45（随時個別対応）

経済・経営⑧ 国際英語⑨ 観光⑪ スポーツ⑫

－

食クリ⑱ ファッション⑲ 住空間⑳

➀ （1103 号室）

⑦ （1202 号室）

➂ （1101 号室）

➃ （1104 号室）

⑤ （1105 号室）

⑥ （CSD前）

⑧ （1401 号室）

⑧ （1401 号室）

⑨ （1305 号室）

⑪ （1304 号室）

⑫ （1302 号室）

（110 号室）

⑬ （スタジオ）

⑯ （第２コンテンツ）

⑰ （1303 号室）

⑱ （調理実習室Ⅱ）

⑲ （家政実習室）

⑳ （生活実習室）

㉑ （臨床栄養実習室）

㉒ （栄養教育実習室）

㉓ （食事室）

12：00-12：30

10：30-12：30

10：30-12：30

10：10-10：35

 

 -11：10

 

 

01 ：10-10：30

10：10-10：25

110：30-1 ：00

11：00-11：45（随時個別対応）

11 ：00-12：30

プログラムの詳細は
コチラから▶

【08.09 Mon.】　午前の部 10:00～12：30●

チョコレートの世界 10：25-11：10

10：25-11：10

10：25-11：10

11：10-12：30

かんたんスマホ撮影＆編集体験

３Ｄキャラクターをプログラミングして動かそう！

10：35-11：05

10：35-11：05

10：35-11：15

10：35-12：30

⑩ （編集室）

⑭ （コンテンツルーム）

（3101⑮ 号室）

11：20-11：50

11：20-11：50

■プログラムの内容は変更になる可能性があります。

あなたの食事をチェックしよう!! 何が多いの？足りないの？

㉑ （臨床栄養実習室）アスリートの水分補給 -スポーツドリンクを作ってみよう-

② （1102 号室）

3①

③ （1101 号室）

経済学・経営学ってナニするの？

新型コロナパニックとオリンピック

❶総合型選抜 ❷公募制・一般選抜 ❶ ❷ 12:00-12:2011:20-11:40

(個別相談 )

11:20-11:50

11:20-11:50

11:20-11:50

10:45-11:15

10:45-11:15

10:45-11:15

10:45-11:15

11:15-12:30

つながれない時代のつながる旅 -これからの観光はどうなる？-

（随時個別対応）

山路を登りスポーツドリンクを作ってみようながら



time 　table
 

イベント マップ番号

オープニング

2022 年度入試説明会

保護者のための説明会

個別相談コーナー〈入試 / 就職 / 奨学金〉

学科説明

個別相談（コース別）

地域研究とは何をするのか -私たちの日常との接点-

テレビ番組を作ってみよう！

自分で制作した地形をクルマでドライブしよう！

学科説明

個別相談（学科）

居心地のよいリビング -暮らし方別タイプと家具選び-

 

織物のしくみを知ろう -オリジナルミサンガ作り-

学科説明

個別相談（コース別）

学科説明

個別相談（学科）

13：30 15：3015：0014：3014：00

海外研修＆GCP 説明会

在学生とのおしゃべりブース

資料＆動画閲覧（＃サンマナ）コーナー

留学生のための説明会

16：00

13：30-13：40

13：30-16：00

13：40 -14：10

13：40 -13：50

-

14：30 -16：00

インボディ測定 14：30 -15：15（随時個別対応）

経済・経営⑧ 国際英語⑨ 観光⑪ スポーツ⑫

－

食クリ⑱ ファッション⑲ 住空間⑳

➀ （1103 号室）

⑦ （1202 号室）

➂ （1101 号室）

➃ （1104 号室）

⑤ （1105 号室）

⑥ （CSD前）

⑧ （1401 号室）

⑧ （1401 号室）

⑨ （1305 号室）

⑪ （1304 号室）

⑫ （1302 号室）

（110 号室）

⑬ （スタジオ）

⑯ （第２コンテンツ）

⑰ （1303 号室）

⑱ （調理実習室Ⅱ）

⑲ （家政実習室）

⑳ （生活実習室）

㉑ （臨床栄養実習室）

㉒ （栄養教育実習室）

㉓ （食事室）

15：30-16：00

14：00-16：00

14：00-16：00

10：10 -10：35

 

 -11：10

 

 

31 ：40 -14：00

13：40 -13：55

414：00 -1 ：30

14：30 -15：15（随時個別対応）

41 ：30 -16：00

プログラムの詳細は
コチラから▶

【08.09 Mon.】　午後の部 13:30～16：00●

チョコレートの世界 13：55-14：40

13：55-14：40

13：55-14：40

14：40-16：00

かんたんスマホ撮影＆編集体験

３Ｄキャラクターをプログラミングして動かそう！

14：05-14：35

14：05-14：35

14：05-14：35

14：05-16：00

⑩ （編集室）

⑭ （コンテンツルーム）

（3101⑮ 号室）

14：50 -15：20

14：50 -15：20

■プログラムの内容は変更になる可能性があります。

あなたの食事をチェックしよう!! 何が多いの？足りないの？

㉑ （臨床栄養実習室）アスリートの水分補給 -スポーツドリンクを作ってみよう-

② （1102 号室）

3①

③ （1101 号室）

経済学・経営学ってナニするの？

新型コロナパニックとオリンピック

❶総合型選抜 ❷公募制・一般選抜 ❶ ❷ 15:30-15:5014:50-15:10

(個別相談 )

14:50-15:20

14:50-15:20

14:50-15:20

14:15-14:45

14:15-14:45

14:15-14:45

14:15-14:45

14:45-16:00

つながれない時代のつながる旅 -これからの観光はどうなる？-

（随時個別対応）

山路を登りスポーツドリンクを作ってみようながら


