


自転車・バイク駐輪場

北
門

オープンキャンパスマップ

食堂等利用案内

施 設 名

大学会館
第一食堂（400 席）

購　買

GENKI（130 席）

フルール（70席）

Pitter-Patter（70 席）

11：00～15：00

  9：30～16：00

11：00～14：00

11：00～14：00

9：00～17：00

  9：00～16：00

 

11：00～16：00
ふれあい会館

附属図書館

営業時間 ホール利用時間

アンケートにご回答いただいた方に、大学オリジナルグッズを差し上げます。
（総合案内でアンケートと引換いたします。）

クリエ（協働教育センター）
学生プロジェクト紹介

システム工学部B棟
教育学部音・美・技棟

教育学部 附属教育実践総合センター棟

システム工学部A棟

教育学部本館棟

教育学部講義棟

学生生活等個別相談・
閲覧コーナー

基礎教育棟

学生広報チームPRism
『和大生控室』

『動画で和大を紹介！』
『わだにゃんとの記念撮影』案内

和歌山大学生協
在学生による大学生活相談

和歌山大学生協
在学生による大学生活相談

海外短期研修プログラム紹介
（ポスター展示等）

経済学部講義棟

学生寮

経済学部本館棟

観光学部棟

宇宙教育研究所
12mパラボラアンテナ
人工衛星受信の紹介

大学会館・生協（食堂・購買）

ふれあい会館（食堂）

附属図書館（カフェ〔軽食〕）

経済学部会場

観光学部会場

システム工学部
会場

27 1907

総合案内
アンケート回収場所

27 1907

総合案内
アンケート回収場所

附属図書館　自由見学
紀州研　常設展
　　　　百人一首カルタ
自校史　和歌山大学史展示

教育学部会場
【午前】

教育学部会場
は【午後】は【終日】

アンケートにご協力ください！

（北門）

（正門）

p1

和歌山大学
マスコットキャラクター
わだにゃん

第 1回学部紹介※1

企業との協働演習
  ・「コーオプ演習」の紹介　サーティーワン /イッツ・コーポレーションとの取組　
     31アイスクリームの販売も行います。※個数限定

・入試・授業・大学院進学質問コーナー（担当教員が説明）
・就職・進路・学生生活質問コーナー（担当教員が説明）
・授業の成果発表／授業の紹介
・エキスパート・コースの学生による研究発表・懇談コーナー

・和大で音楽しよう
・見てみよう！みせてみよう！～和大の美術
・特別支援教育を知ろう！
・話題の家庭科！和大にあり！　

キャンパスイベント

学部紹介（1回目）※1

学部紹介

各メジャー デモンストレーション・展示等

メジャー紹介
(午前の部 )

理系女子（リケジョ）相談コーナー

メジャー紹介
(午後の部 )

質問コーナー

在学生との昼食懇談 

学部紹介※1 模擬講義① 模擬講義② 音楽演奏学生リレートーク

進学相談コーナー 進学相談コーナー

学部紹介ＤＶＤ上映・学生懇談コーナー

模擬講義

学部紹介※1

10：00～10:50

10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：009：30

10:00～10:50

10:00～10:30

10:00～10:30

紀州経済史文化史研究所 百人一首カルタにチャレンジ ～和歌の国，和歌山からの発信～
13:30～15：00

附属図書館 開館 ( 自由見学 )9:30～15:00

学生広報チームPRism 『和大生控室』・『動画で和大を紹介！』・『わだにゃんとの記念撮影』案内9:30～15:00

10:30～11:00 11：15～12：00 13:00～13:30

着物イベント「和大ＫＩＭＯＮＯキャンパス2015」12:30～15:00

お茶一服いかがですか　観光学部生によるおもてなし12:30～15:00

13:30～14:00

質問コーナー：入試、留学、教務・学生 質問コーナー：入試、留学、教務・学生10:30～13：00 13:30～15:00

14:00～14:30

12:00～13:00

 10:00～14:30 

10:00～13:00

10:30～11:30 13:30～14:30

13:40～14:30

12:00～14:30

10:30～14:30

第 2回学部紹介※1
11:10～12:00 12:30～14:30

10:00～12:00 13:00～14:30

13:00～13:50

10:00～14:30　

総合案内9:30～15:00 （オープンキャンパス・プログラム、会場案内図の配布、アンケート回収など）

・学部紹介
・入学者選抜等について
・学生生活、就職等について

Ⅰ：一緒に創りましょう、商品企画 !!
Ⅱ: どう出せるのか、人のやる気 !?

・学部、学科紹介
・入学者選抜について
・大学院進学
・就職状況等※1 ※2　

学部紹介
13:00～13:30

・学部、学科紹介
・入学者選抜について
・大学院進学
・就職状況等※1 

（各メジャー別）※1※2 （各メジャー別）※1
日頃学生が食べている
学内販売の弁当を食べ
ながら先輩学生と話して
みませんか。
持参されたお弁当でも
かまいません。

ＧＩＰ（海外インターンシッププログラム）・ＬＩＰ（地域インターンシッププログラム）展示＋説明10：00～15:00

教員紹介パネル展示＋オープンラボ10：00～15:00

※1 これらのプログラム（学部紹介、コース・メジャー等紹介）は、第 1 回・第 2 回とも同内容です。　※2 来場者多数の場合は12:00 までの間に複数回実施します。
○ 昼食は、キャンパス内の食堂が利用できます。また、お弁当を持参している方も食堂等で食べることができます。

平成27年度 和歌山大学 オープンキャンパス・プログラム
平成27年7月19日(日)

（教員による学生生活・進路等の相談・説明）

（大学生活の質問に、先輩が何でも答えます。）

（教員による学生生活・進路等の相談・説明）

「防災教育から災害に備えよう！」

模擬講義
13:00～14:30

はじめて学ぶ経営講座

・学生生活等個別相談（障がい学生支援含む）
・閲覧コーナー

13:00～14:30

（過去試験問題・正解解答例・履修手引など）

見学ツアー（1回目）

各回 先着60名程度
( 在学生が経済学部内を
ご案内します。)

学部紹介（2回目）※1
11:00～11:50
・学部紹介
・入学者選抜等について
・学生生活、就職等について

10:10～10:30
見学ツアー（2回目）

各回 先着60名程度
( 在学生が経済学部内を
ご案内します。)

11:10～11:30

観光デジタルドームシアター上映「360 体゚験！皆既日食 in 北極圏」（約 15分上映、収容人員約 20名による入れ替え制）10：00～15:00

和歌山大学生協　在学生による大学生活相談10:00～14:30

海外短期研修プログラム紹介（ポスター展示等）10:00～14:30

クリエ　学生プロジェクト紹介（学生主体で行っているプロジェクトの内容を所属学生が直接紹介します。）10:00～14:30

宇宙教育研究所　12ｍパラボラアンテナを使用した人工衛星受信の紹介 10:00～14:30

自校史等資料保存活用作業部会　和歌山大学史展示室開館 ( 自由見学 )10:00～15:00

紀州経済史文化史研究所　常設展「和歌山大学のなりたちと和歌山」 ( 自由見学 )10:00～15:00
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NI-1,NI-2,II -1,II -2

MT-6,MT-7MT-6,MT-7

EM-3EM-3

EM-5EM-5

EM-4EM-4

EM-6EM-6

昼食懇談（デザイン情報）昼食懇談（デザイン情報）

昼食懇談（光メカトロニクス）昼食懇談（光メカトロニクス）

II-4,II-5

MT-3,MT-4MT-3,MT-4

8F

3F

6F

4F

3F

1F

1F

2F

6F

SE-1SE-1

SE -1SE -1

EM-1,EM-2,
MT-1,MT-2
EM-1,EM-2,
MT-1,MT-2

AP-4,AP-5,
CH-3,CH-4
AP-4,AP-5,
CH-3,CH-4

AP-3AP-3

ED-5ED-5

SE-2 ,SE-3SE-2 ,SE-3

A101A101

A104A104

A103A103

ES-3,ES-4,ES-5,
ED-3,ED-4

ES-3,ES-4,ES-5,
ED-3,ED-4

リフレッシュ
ラウンジ
リフレッシュ
ラウンジ

A601A601

WCWC
WCWC

MD-1,MD-2,
S I - 1 , S I - 2
MD-1,MD-2,
S I - 1 , S I - 2

MD-3,MD-4,MD-5,MD-6,MD-7,S I - 3MD-3,MD-4,MD-5,MD-6,MD-7,S I - 3

S I - 4 , S I - 5S I - 4 , S I - 5

A308A308
A305A305

玄関ホール玄関ホール

玄関ホール玄関ホール

昼食懇談（精密物質）昼食懇談（精密物質）

B101B101

WCWC
WCWC

AP-1,AP-2,
CH-1,CH-2
AP-1,AP-2,
CH-1,CH-2

CH-5,CH-6,CH-7CH-5,CH-6,CH-7

WCWC
WCWC

B202B202

B206B206

ES-1, ES-2,ED-1, ED-2,ES-1, ES-2,ED-1, ED-2,
昼食懇談（環境システム）昼食懇談（環境システム）

昼食懇談（情報通信システム）

B104B104

NI-3,NI-4,NI-5,NI-6
NI-7,NI-8,NI-9

5F

リフレッシュ
ラウンジ
リフレッシュ
ラウンジ

WCWC
WCWC

ラウンジラウンジ

MD - 8MD - 8

II-6, II-7,II-8

A401A401

A405A405

A402A402
WCWC

WCWC

MT-5MT-5

WCWC
WCWC

B608B608

B610B610

リフレッシュ
ラウンジ
リフレッシュ
ラウンジ

ES-6ES-6

B106B106

AP-6,AP-7AP-6,AP-7

A608A608リフレッシュ
ラウンジ
リフレッシュ
ラウンジ

A605A605

I I - 3I I - 3

リフレッシュ
ラウンジ
リフレッシュ
ラウンジ

A802A802
WCWC

WCWC

A803A803

A808A808

A409A409

MT-8MT-8

A408A408

WCWC
WCWC

屋上屋上
ED-3ED-3
屋上屋上

WCWC
WCWC

S306S306

WCWC
WCWC

学内池（噴水）【A棟前】ES-5

A棟
S棟

B棟

ようこそ
へ

共通プログラム共通プログラム

第1回【AP-1】（B101）10：30 ～ 11：30
第２回【AP-2】（B101）13：30 ～ 14：30

応用物理学応用物理学 B棟
1階

化学化学 B棟
1,2階

システム工学部の学科再編、大学院進学、就職状況
について説明します。

■学部紹介
●第１回（A101）10:00 ～ 10:30
●第2回（A103）13:00 ～ 13:30

【SE-1】

各メジャーの教育・研究内容の説明を行います。

※第１回は学部説明終了後に教員が会場にご案内します。
※第２回は各会場に直接お集まりください。

■メジャー紹介
 ●第 1回 10:30 ～ 11:30
 ●第 2回 13:30 ～ 14:30

女子学生が少ないイメージのある理系ですが、理系の
良さ、先輩女子学生の修学状況や女子学生キャリア支援
など、女子高生やその保護者のご相談にお答えします。

■理系女子（リケジョ）相談コーナー
（A棟 1階玄関ホール）10:00 ～ 13:00【SE-2】

■メジャー紹介

知能情報学知能情報学 A棟
6階

■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）

第１回【II-1】（A601）10：30 ～ 11：30
第２回【II-2】（A601）13：30 ～ 14：30

（Ａ605）
【II-3】ロボットのデモ

（A 棟 6 階リフレッシュラウンジ）
【II-4】2 枚の顔画像のミキシング
【II-5】リアルタイム画像検索

【II-6】広域人物追跡
【II-7】マジックライト
 　　　　－プロジェクタカメラ系による見かけの制御－

【II-8】コンピュータグラフィクスのデモ

■メジャー紹介
メディアデザインメディアデザイン

A棟
8階

第1回【MD-1】（A803）10：30 ～ 11：30
第２回【MD-2】（A803）13：30 ～ 14：30

（Ａ棟8 階リフレッシュラウンジ・廊下）
【MD-3】学生の作品展示

（Ａ棟8 階リフレッシュラウンジ）
【MD-4】造形の世界

【MD-5】CG による空間デザイン表現

【MD-6】MD,SI 共通の演習説明

【MD-7】立体視ディスプレイ

（Ａ808）
【MD-8】音や声をデザインする聴覚メディア研究 

第 1回【SI-1】（A803）10：30 ～ 11：30
第２回【SI-2】（A803）13：30 ～ 14：30

■メジャー紹介

社会情報学社会情報学 A棟
8階

■メジャー紹介

ネットワーク情報学ネットワーク情報学

■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）

第１回【NI-1】（A601）10：30 ～ 11：30
第２回【NI-2】（A601）13：30 ～ 14：30

（A棟 5階リフレッシュラウンジ）
【NI-3】東日本大震災時のツイートのトピック系列の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   可視化と分析

【NI-4】ソーシャルネットワーク分析による
　　　　　　　　オープンソースコミュニティの可視化

【NI-5】災害に備える情報通信技術
（A棟 5階リフレッシュラウンジ・パネル展示）
【NI-6】無線周波数資源有効利用のための
　　　　　　　　ヘテロジニアスネットワーク（HetNet）

【NI-7】パズルで学ぶデータ配信の工夫

【NI-8】情報検索・推薦・インタラクション
【NI-9】スマホ時代の社会を支える
　　　　　　　　　　　　　　　無線ＬＡＮの仕組み

A棟
5,6階

入試制度に関するご質問にお答えします。
平成 28年度推薦入試学生募集要項も配布します。

■質問コーナー  
【SE-3】（A棟 1階玄関ホール）13:40 ～ 14:30

日頃学生が食べている学内販売のお弁当を食べなが
ら先輩学生と話してみませんか。持参されたお弁当
でもかまいません。　　   ※以降も食事はできます。

■在学生との昼食懇談
 ● 情報通信システム学科（A608）
 ● 光メカトロニクス学科（A棟 3階リフレッシュラウンジ）
 ● 精 密 物 質 学 科（B棟 1階リフレッシュラウンジ）
 ● 環 境システム学科（B202）
 ● デザイン情報学科（A棟 8階リフレッシュラウンジ）

12:00 ～ 13:00 

第 1 回【MT-1】（A104）10：30 ～ 11：30
第２回【MT-2】（A104）13：30 ～ 14：30
■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）

■メジャー紹介

機械電子制御機械電子制御 A棟
1,4階

（A401）
【MT-3】重量物運搬支援パワーアシストスーツ

【MT-4】移動ロボット

（A402）
【MT-5】構造物の振動と制御

（A405）
【MT-6】人間型ロボットの遠隔操作

【MT-7】生体信号を測る

（A409）
【MT-8】ロボット・シミュレーション

第 1回【EM-1】（A104）10：30 ～ 11：30
第２回【EM-2】（A104）13：30 ～ 14：30
■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）

■メジャー紹介

（A305）
【EM-3】人工筋肉（高分子アクチュエータ）

（A308）
【EM-4】超音波による材料内部の画像探傷システム

（S306）
【EM-5】微細加工技術によるマイクロデバイスのデモ

（A408）
【EM-6】～光の技術～ホログラフィの魅力

電子計測電子計測 S棟
3階

A棟
1,3,4階

■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）

■メジャー紹介

（B104）
【AP-3】走査電子顕微鏡による微細構造の観察

（B 棟１階玄関ホール）
【AP-4】 ＥＬ発光材料とディスプレイのしくみ
          　    　※化学メジャーと共同・午前のみ

【AP-5】シミュレーションで見るミクロな世界
（B106）
【AP-6】光デバイスを使ってみよう
          　    　※体験実験教室・午後のみ

【AP-7】身の回りの光スペクトル
          　    　※体験実験教室・午後のみ

■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）

第 1回【CH-1】（B101）10：30 ～ 11：30
第２回【CH-2】（B101）13：30 ～ 14：30

■メジャー紹介

（B 棟１階玄関ホール）
【CH-3】ＥＬ発光材料とディスプレイのしくみ
          　    　※応用物理学メジャーと共同・午前のみ

【CH-4】計算先導によるミクロな世界の理解と予測

（B206）
【CH-5】光照射により色が変わる有機化合物
【CH-6】発光材料の合成
          　    　※体験実験教室・午後のみ

【CH-7】理論計算で見る分子の世界
          　    　※体験実験教室・午後のみ

■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）

環境科学環境科学 B棟
2,6階ほか

第 1回【ES-1】（B202）10：30 ～ 11：30
第２回【ES-2】（B202）13：30 ～ 14：30

■メジャー紹介

（B 棟 2 階）
【ES-3】ウォーターバー

【ES-4】空中写真実体視でみる新旧和歌山

（B 棟 2 階・学内池）
【ES-5】池の中の環境、水の流れと環境

（B610）
【ES-6】水の化学分析

■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）

環境デザイン環境デザイン B棟
2,6階ほか

第 1回【ED-1】（B202）10：30 ～ 11：30
第２回【ED-2】（B202）13：30 ～ 14：30

■メジャー紹介

（B棟 2階・屋上）
【ED-3】屋上にある温室の施設見学
（B棟 2階）
【ED-4】家具、住宅から街並まで、建築デザイン
（B608）
【ED-5】天井走行介助リフトと高齢者模擬装置の体験

■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）
■デモンストレーション・展示 等（10:00 ～ 14:30）
（Ａ棟8階リフレッシュラウンジ）
【SI-3】インタラクティブコンテンツ

（Ａ802）
【SI-4】コミュニケーション支援システム

【SI-5】社会情報支援システム
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平成27年度 和歌山大学オープンキャンパス バス時刻表

【 行 き 】

【 帰 り 】

平成27年7月19日（日）
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JR 和歌山駅発　④番のりば 
【大人片道 340 円・小児 170 円】

発時分 経由
8 時台

8：22 市駅・梶取・次郎丸
8：39 土入橋・狐島宮前・延時
8：45 土入橋・狐島宮前・延時 ⇒
8：50 市駅・梶取・次郎丸

9 時台
9：00 土入橋・狐島宮前・延時
9：10 土入橋・狐島宮前・延時
9：20 市駅・梶取・次郎丸 ⇒
9：30 土入橋・狐島宮前・延時
9：40 土入橋・狐島宮前・延時
9：50 市駅・梶取・次郎丸

10 時台
10：00 土入橋・狐島宮前・延時
10：20 市駅・梶取・次郎丸 ⇒
10：40 土入橋・狐島宮前・延時

11 時台
11：00 土入橋・狐島宮前・延時
11：20 市駅・梶取・次郎丸 ⇒
11：40 土入橋・狐島宮前・延時

12 時台
12：00 土入橋・狐島宮前・延時
12：20 市駅・梶取・次郎丸 ⇒
12：40 土入橋・狐島宮前・延時

JR 和歌山駅（和歌山市駅）行
【大人片道 340 円・小児 170 円】

発時分 経由
10 時台

10：02 延時・狐島宮前・土入橋
市 10：16 次郎丸・梶取・市駅

10：32 延時・狐島宮前・土入橋
11 時台

11：02 延時・狐島宮前・土入橋
　市 11：16 次郎丸・梶取・市駅

11：32 延時・狐島宮前・土入橋
11：59 延時・狐島宮前・土入橋

12 時台
市 12：16 次郎丸・梶取・市駅
　12：32 延時・狐島宮前・土入橋

12：59 延時・狐島宮前・土入橋
13 時台

市 13：16 次郎丸・梶取・市駅
13：20 延時・狐島宮前・土入橋
13：32 延時・狐島宮前・土入橋
13：59 延時・狐島宮前・土入橋

14 時台
市 14：16 次郎丸・梶取・市駅
　12：32 延時・狐島宮前・土入橋

12：59 延時・狐島宮前・土入橋
15 時台

15：10 延時・狐島宮前・土入橋
市 15：16 次郎丸・梶取・市駅

15：32 延時・狐島宮前・土入橋
15：59 延時・狐島宮前・土入橋

市＝南海和歌山市駅経由 JR 和歌山駅行きです。（その他の便は南海和歌山市駅を経由しません。）

 

南海和歌山市駅発　⑥番のりば
【大人片道 340 円・小児 170 円】

発時分 経由
8 時台

8：37 梶取・次郎丸

9 時台
9：05 梶取・次郎丸

9：35 梶取・次郎丸

10 時台
10：05 梶取・次郎丸

10：35 梶取・次郎丸
11 時台

11：35 梶取・次郎丸

12 時台
12：35 梶取・次郎丸

和歌山大学前駅発
【大人片道 100 円・小児 50 円】

発時分
8 時台

8:29
8:45

9 時台
9:12
9:17
9:20
9:30
9:42
9:45
9:50
9:56

10 時台
10:10
10:13
10:17
10:26
10:41
10:45
10:50
10:56

11 時台
11:10
11:26
11:56

12 時台
12:10
12:26
12:56

和歌山大学前駅発
【大人片道 100 円・小児 50 円】

発時分
10 時台

10:03
10:23
10:51
10:55

11 時台
11:03
11:23
11:51
11:55

12 時台
12:03
12:05
12:23
12:30
12:45
12:51

13 時台
13:03
13:25
13:30
13:40
13:51

14 時台
14:03
14:23
14:25
14:45
14:51

15 時台
15:03
15:10
15:23
15:51

①スルッとKANSAIカードはご利用いただけますが、PITAPA/ICOCA等のICカードは利用できません。
②他社バスカード（南海バス・りんかんバス等）はご利用できません。
③当日は両替が困難になります。あらかじめ釣り銭のいらないように小銭のご準備をお願いいたします。
④道路状況によりダイヤが乱れることがありますのでご了承ください。

【通常の所要時間】
　　・JR 和歌山駅⇔和歌山大学　　 約 30 分
　　・南海和歌山市駅⇔和歌山大学　約 20 分
　　・和歌山大学前駅⇔和歌山大学　約 4 分




