
プレス発表資料 

平成 29 年 6 月 21 日 

秋 田 大 学 

 

 

秋田大学オープンキャンパス 2017開催 
 

7月 29日（土）午前 10時から 

 

秋田大学は 7月 29日（土）、オープンキャンパスを手形・本道の両キャンパスで開催し

ます。 

学部の概要説明や研究室の紹介、模擬授業を行うほか、学生サークルによるアトラクシ

ョンなども行います。また、職員による入試・奨学金・就職関係等の相談コーナー、在学

生による相談コーナーも設けます。 

 

 

日時：平成 29年 7月 29日（土）午前 10時から 

会場：国際資源学部、教育文化学部、理工学部への参加希望者・・・手形キャンパス 

   医学部（医学科・保健学科）への参加希望者・・・本道キャンパス 

原則として事前の参加申込みが必要。申込み締切：平成 29年 7月 21日（金） 

 

詳細は別紙実施要項をご確認ください。 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

国立大学法人秋田大学入試課長 工藤 

TEL：018-889-2267 
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　　国際資源学部、教育文化学部、理工学部
　　手形キャンパス（秋田市手形学園町１番１号）・・・・・・・・・・

　　医学部（医学科・保健学科）
　　本道キャンパス（秋田市本道１丁目１の１）・・・・・・・・・・・

　◎申込み方法

　  １．秋田県内高等学校等生徒及び保護者

　　　【医学部医学科以外を希望される方】

　　　【医学部医学科を希望される方】
　　　   個人での申込みが必要です。ホームページからお申込みください（URLは下記２を参照）。
　　　   なお、会場の収容人数に限りがあり、多くの生徒さんに参加していただきたいという
　　　　 趣旨から、生徒に対し保護者の付添は１名までとさせていただきますので、ご理解願

　  ２．上記１以外の希望者

　　　　ホームページからお申込みください。

　  ３．身体の障害等により自家用車でのご来場を希望する場合は事前にご連絡ください。
　　   　(秋田大学入試課　TEL:018-889-2256)

　◎申込み締切日：7月21日(金)

 秋田大学

・ホームページ（PC）　http://www.akita-u.ac.jp/　 
・モバイルサイト　　　http://daigakujc.jp/akita-u/

オープンキャンパス2017

7/29(土)午前9時30分から

AKITA UNIVERSITY OPEN CAMPUS '17

原則として事前申込みが必要です

 　　国際資源学部・教育文化学部・医学部保健学科・理工学部では全体説明会や各課程・専攻等
　　 の説明会を複数回実施します。
　　 例年、午前の部は大変混み合いますが、午後の部はゆったりと参加できますので参考に
　　 してください。（国際資源学部は午前のみ説明会を実施します。）

　　　   高等学校長等宛に申込書を送付しています。生徒および保護者の方は学校の先生に
　　　　 お申込みください。個人での申込みの必要はありません。

9:00 受付開始

9:30 受付開始

　 ※医学科は会場の収容人数に限りがあるため、事前申込み(保護者を含む先着200名)をしていない場合、
　　 原則として参加することはできません。また、参加される方は申込み完了時に自動で配信される
     申込み完了通知メールを当日受付で必ず提示（携帯電話やスマートフォンの画面を見せる、プリント
     アウトした紙を見せる等）してください。

　　　　 います。また、参加する保護者も必ずエントリーしてください。

※本学では、広報の充実を目的に、オープンキャンパスの様子を写真・ビデオで撮影しています。
  これらは、広報媒体素材として使用させていただくことがありますので、何卒ご了承ください。
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■総合受付

■なんでも相談コーナー（10:00～16:00）

　・入試、奨学金、寮、就職、学生サポートについての相談

　・秋大生への相談

■楽しく英語を学べる「ALL Rooms」体験コーナー（10:00～16:00）

[学生支援棟２階ALL Rooms]

■学食体験(無料体験チケット)（11:00～13:30）

■アトラクション（12:45～13:30）

［インフォメーションセンター前広場］

■施設見学

　手形キャンパス内の以下の施設を自由にご覧いただけます。
　　○インフォメーションセンター（9:00～）　○鉱業博物館（9:00～）
　　○情報統括センター（10:00～）　○中央図書館（10:00～）

■交通アクセス

　・大学構内に駐車場はありませんので、自家用車での来場はご遠慮ください。
　・手形キャンパスと本道キャンパス間の移動は、無料シャトルバスをご利用ください。
　　　シャトルバス乗り場：【手形】地方創生センター１号館（旧ベンチャーインキュベーションセンター）前
　　　　　　　　　　　　　【本道】保健学科棟前
　　　運行時間（予定）：11:00～14:30

　手形キャンパスの大学会館「クレール」で、学食体験ができます。（無料）
　※医学部保健学科の参加者には、受付時に学食無料体験チケットを配付しますが
　　ご利用は手形キャンパスの学食のみとなります。
　　（手形－本道キャンパスの移動は無料シャトルバスをご利用ください）
　※医学部医学科の参加者には、本道キャンパスでお弁当引き替えチケットを配付します。

　秋田大学竿燈会による「竿燈の妙技」、学生サークルよさとせ歌舞輝による「ヤートセ」演舞
　等を予定しています。

　　在学生による相談コーナーを設けます。
　　大学での授業やサークル活動、その他大学生活について先輩たちに話を聞くことができます。

　　入試、奨学金、授業料免除制度、学生寮、卒業後の進路、心身の機能の障害等
　　に対するサポートに関する相談コーナーを設けます。

　総合受付で資料、学食体験チケット（無料お食事券）等を配付します。
　必ず総合受付に立ち寄ってから各学部会場へ移動してください。
　
　なお、医学部（本道キャンパス）の受付は9:30からです。
　医学部への参加希望者は直接本道キャンパスにお越しください。
　本道キャンパスにて資料、学食体験チケット（無料お食事券）またはお弁当引替えチケット等を
　配付します。（お弁当引替えチケットは医学科参加者のみ配付）

 総合受付・全体企画（手形キャンパス）　9:00～16:00

　秋田大学の英語教員・ALL Rooms学生スタッフと一緒に「英語自律学習システム」を使った英語
　学習を体験できます。
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手形キャンパス 国際資源学部・教育文化学部・理工学部

  9:00～     　受付開始

 10:00～10:45  全体説明会①

　　　　 学部概要、コース紹介、進路・就職、
　　　　 入学者選抜の概要、
　　　　 学生による海外資源フィールドワーク体験談、
　　　　 質疑応答

 11:15～12:00　全体説明会②

　　　　 学部概要、コース紹介、進路・就職、
　　　　 入学者選抜の概要、
　　　　 学生による海外資源フィールドワーク体験談、
　　　　 質疑応答

 ※全体説明会について
・①～②は同じ内容です。


・当日先着順で受け付けます。（各回先着200名）

  9:00～     　全体説明会①、②の整理券配付開始

 10:00～10:45　全体説明会①

　　　　　　　　 学部・課程・学科概要、
　　　　　　　　 入試情報、進路、就職

 11:10～       全体説明会②開場

 11:30～12:15　全体説明会②

　　　　　　　　 学部・課程・学科概要、
　　　　　　　　 入試情報、進路、就職

 12:50～       全体説明会③の整理券配付開始

 13:00～       全体説明会③開場

 13:30～14:15　全体説明会③

　　　　　　　　 学部・課程・学科概要、
　　　　　　　　 入試情報、進路、就職

 ※全体説明会について

 教育文化学部　9:00～15:00

 会場　教育文化学部３号館ほか

 国際資源学部　9:00～15:00

 会場　全体説明会：一般教育２号館　１０３教室

 　　　研究室企画：図書館横テント村、国際資源学部２号館ほか

 　　　海外資源フィールドワーク写真展：インフォーメーションセンター

・①～③は同じ内容です。
・整理券の配付により先着順で受け付けます（各回先着500名。うち300名は別会場での映像配信と
　なります）。整理券はお一人様１枚のみ受け取れます。
・整理券の配付場所は国際資源学部１号館前です。
・午前の回については、①の整理券がなくなり次第、引き続き②の整理券を配付します。回の指定
　はできませんのでご了承ください。
・整理券のない方は全体説明会会場へ入場できませんので、必ず整理券をお受け取りください。

10:00～15:00 
★研究室企画 

 各コースにおいて、ミニ講義や研究室公開、 

 実験・実演等を行います。 

ご自由にご参加ください。 

 

★海外資源フィールドワーク写真展 

 インフォーメーションセンターにて開催し 

 ます。 

※詳細は 当日国際資源学部受付にて配付する 

 リーフレットでご確認ください。 

 

※学部ホームページにて、オープンキャンパ

ス情報や企画内容について随時更新中です。 

 （URL：http://www.akita-u.ac.jp/shigen/） 

 

      （国際資源学部HPのQRｺｰﾄﾞ） 
 

 

9:30～15:00 

★各コース企画 
整理券はありません。ご自由にご参加

いただけます。詳細は、当日配布する

学部パンフレットでご確認ください。 

 

★相談コーナー 
学部、課程、学科、入試 

どんなことでも相談してください。 
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 【午前の部】
  9:00～     　全体説明会受付開始(理工学部１号館)

 10:00～10:20　全体説明会

    　         大学生活、学部概要、入試概要、
　　　　　　　 進路・就職、大学院、質疑応答

 10:25～10:50　コース紹介①

 10:55～11:20　コース紹介②

 11:25～11:50　コース紹介③

 【午後の部】
 12:30～     　全体説明会受付開始(理工学部１号館)

 13:00～13:20　全体説明会  内容は午前の部と同じ

 13:25～13:50　コース紹介①

 13:55～14:20　コース紹介②

 14:25～14:50　コース紹介③

 ※例年、午前の部は大変混み合いますが、午後の部はゆったりと参加できます。

本道キャンパス 医学部医学科・医学部保健学科

※手形キャンパスの見学希望者は無料シャトルバスをご利用ください。

  9:30～     　受付開始（申込み完了通知メールを受付で必ず提示してください）

 10:00～10:30　医学科の概要、学生生活、卒業後の進路等

 10:30～11:10　入学者選抜の概要、質疑応答

 11:20～12:10　模擬授業「医師らしい医師、医師らしくない医師－医師としての進路の多様性－」
　　　細胞生物学講座　八月朔日　泰和　教授

　 （昼食）　　午後の施設見学にも参加する人にはお弁当を配付します。

 13:00～14:00　施設見学：講義室、実験室、附属施設等

  9:30～     　受付開始 9:30～15:00

 10:30～11:00　各専攻の概要説明①

 11:30～12:00　各専攻の概要説明②

 13:30～14:00　各専攻の概要説明③

　オープンキャンパスの詳細については秋田大学のホームページでもご覧いただけます。
　　　　　　　http://www.akita-u.ac.jp/　　　　　　　　　 　QRコードはこちら→
　　　　　　　お問い合わせ：秋田大学入試課　TEL:018-889-2256

 会場　保健学科棟　大講義室ほか

施設見学、体験授業(各専攻の実習室で行います)、

相談コーナー(教員・在学生が大学の勉強、生活の相談に
対応します)
☆詳細は当日配付するリーフレットでご確認ください。

 ※各専攻の概要説明について①～③は同じ内容です。当日先着順で受け付けます。
   ①の参加希望者が定員を超えた場合は、②または③にご参加ください（①のみ整理券配付）。

 医学部医学科　9:30～14:00

 会場　医学系研究棟　６講義室

 医学部保健学科（看護学専攻、理学療法学専攻、作業療法学専攻）　9:30～15:00

 理工学部　9:00～16:00

 会場　理工学部１号館

 ※全体説明会およびコース紹介は午前の部と午後の部を同様に行います（当日先着順で受け付けま
　 す）。午前の部参加希望者が定員を超えた場合は午後の部にご参加ください。

10:00～16:00 

★キャンパス探検 
各コース等において研究室公開、実

験・実演等を行います。興味のある

コース等をご自由にご覧ください。

(詳細は、ウェブサイトや当日配付す

るリーフレットを参照してくださ

い。) 

疑問に思ったことは遠慮せずに近く

にいるスタッフへ質問してください。 

理工学部 

オープンキャンパス 

ウェブサイト 
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