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インフォメーション
センター

一般教育２号館
中央図書館

秋 田 大 学

●学部全体説明会
●相談コーナー
●学生協議会コーナー
●模擬授業フェス
●教育実践コース
（説明会・体育・家庭企画）
●英語教育コース（説明会）
●理数教育コース（説明会・物理・化学
生物・地学・数学・数学教育企画）
●地域文化学科（説明会）
●地域社会コース
●国際文化コース
●心理実践コース

●学部全体説明会整理券配布
●教育文化学部資料配布

教育文化学部
▶

▶

▶

教育文化学部３号館前
（教育文化学部受付）

9：00

9：30

プログラム

受付開始、資料配布

▶

教育文化学部３号館

▶

▶

教育文化学部２号館

南門

●理数教育コース
（理科教育企画）
●特別支援教育コース

▶

教育文化学部５号館

11：00

【１回目】
１０：００̶１０：４５
（開場９：１０）
①学部長あいさつ
②学校教育課程説明
③地域文化学科説明
④卒業後の進路・就職情報
⑤入試情報説明

アトラクション

【教育文化学部３号館１階１４５講義室】
アカペラサークルixi、秋田大学競技ダンス部による
歌とダンスを披露します。

教育文化学部４号館

教育文化学部全体説明会
【２回目】
１１：３０̶１２：１５
（開場１１：００）

12：00

①学部長あいさつ
②学校教育課程説明
③地域文化学科説明
④卒業後の進路・就職情報
⑤入試情報説明

教育文化学部３号館
【会場Ａ】１階１４５講義室
【会場Ｂ】２階２５５講義室（配信）
【会場Ｃ】２階２５４講義室（配信）

13：00

秋大名物模擬授業
フェスティバル

アカペラサークルixi、秋田大学競技ダンス部による
歌とダンスを披露します。

教育文化学部３号館
●教育実践コース（音楽企画）
●教育実践コース（美術企画）

※「学部全体説明会」の「整理券」は以下の時間帯・場所で配布します
（先着順）。
《１回目・２回目》９時から 《３回目》１２時５０分から
《配布場所》教育文化学部３号館前

アトラクション

【会場Ａ】１階１４５講義室
【会場Ｂ】２階２５５講義室（配信）
【会場Ｃ】２階２５４講義室（配信）

●こども発達コース

※「学部全体説明会」は、
「整理券」
をお持ちでないと会場へお入りいただけません。

【教育文化学部３号館１階１４５講義室】

教育文化学部全体説明会
10：00

整理券が
必要です！

（土）
2018.7.28

9：30̶10：45

相談コーナー
１０：００̶１５：００
入学試験に対する疑問や、
課程・学科・コースに
ついての質問に
お答えします
【会場】
教育文化学部３号館２階
第４会議室
※整理券は必要ありません
※会場へ直接お越し下さい

学生協議会
コーナー
①総合案内所
学生が各コース会場をご案
内します。
お気軽にお声が
けください。
【教育文化学部３号館１階
ピロティ】

参加高校生を児童生徒に見立て
て，先生としての力を身につけ
た先輩学生が授業をします。
・小学校2年国語「ばけくらべ」
・小学校5年算数「速さ」
・中学校3年数学「y=ax2」
・小学校5年体育「バスケットボール」
【会場】
教育文化学部3号館3階342講義室

②キャンパスライフ相談窓口
学生がキャンパスライフにつ
いての質問にお答えします。
【教育文化学部３号館１階
１２１講義室】
③教育文化学部キャンパス
ラリー
教育文化学部３・４号館各
コース会場周辺にてキャン
パスラリーを開催します。
QRコードから読み取れるク
イズを解き、
景品を手に入
れましょう！
（景品は総合案
内所にてご用意しています）

秋大名物模擬授業
フェスティバル
11：30̶12：05
参加高校生を児童生徒に見立て
て，先生としての力を身につけ
た先輩学生が授業をします。
・小学校5年算数「速さ」
・中学校3年数学「y=ax2」
・小学校5年体育「バスケットボール」
・小学校2年国語「ばけくらべ」
【会場】
教育文化学部3号館3階342講義室

アトラクション

【教育文化学部３号館１階１４５講義室】
秋田大学競技ダンス部によるダンスを披露します。

学校教育課程

地域文化学科

「子ども」と向き合う

「地域」に寄り添う

・教育実践コース
・英語教育コース
・理数教育コース

秋田大学
Akita University

・特別支援教育コース
・こども発達コース

・地域社会コース
・国際文化コース
・心理実践コース

教育文化学部全体説明会
【３回目】
１３：３０̶１４：１５
（開場１３：００）

14：00

教育文化学部３号館
【会場Ａ】１階１４５講義室
【会場Ｂ】２階２５５講義室（配信）
【会場Ｃ】２階２５４講義室（配信）

教育文化学部
〒010-8502
秋田県秋田市手形学園町１−１
TEL：018-889-2509
FAX：018-833-3049

http://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/

①学部長あいさつ
②学校教育課程説明
③地域文化学科説明
④卒業後の進路・就職情報
⑤入試情報説明

秋大名物模擬授業
フェスティバル
13：30̶14：15
参加高校生を児童生徒に見立て
て，先生としての力を身につけ
た先輩学生が授業をします。
・小学校5年体育「バスケットボール」
・小学校2年国語「わたしと小鳥とすずと」
・小学校5年算数「速さ」
・中学校3年数学「y=ax2」
【会場】
教育文化学部3号館3階342講義室

※整理券は必要ありません
※会場へ直接お越し下さい

ホームページ
はこちら

課程・学科・コースの紹介企画９：３０̶１５：００
15：00

各企画の内容は次のページに！ ▶▶
※整理券は必要ありません ※会場へ直接お越し下さい

教育文化学部を見て、聞いて、体感しよう！
～課程
～課程・
・学科
学科・
・コースの紹介企画～
コースの紹介企画～

2018
学校教育課程
時間

教育実践コース

●全体の紹介
●各教科の紹介
【教育文化学部3号館150講義室】
以下の企画は
コース全体の紹介の後に行います。

10：45

●全体の紹介
●各教科の紹介
以下の企画は
コース全体の紹介の後に行います。

【教育文化学部３号館１５０講義室】

【教育文化学部２号館１０４音楽ホール】

スポーツ施設見学ツアー

【教育文化学部３号館150講義室】

12：15

●概要説明
●学生による模擬授業
●英語の歌
●模擬授業
【教育文化学部３号館１４６講義室】

103

215

コースの学生・教員が受験勉強や大学
生活について、
直接相談に応じます。
【教育文化学部3号館343講義室】

30
12

地域文化学科説明会

10：00

生き物の特長を
実験・観察を通して知ろう

ー頭だけで決めつけずに実験をしようー
【教育文化学部3号館343講義室】

あつまれ

数学の森

11：30

英語教育コース説明会
●概要説明
●学生による模擬授業
●英語の歌
●模擬授業
【教育文化学部３号館１４６講義室】

・電子の世界
(電子がもたらす超伝導・
グラフェンの反磁性と電気伝導)
・原子の世界
(原子の構造と放射線)
・分子の世界
(鏡像異性体とフレーバー )
・分子集団(クラスター )の世界
(水の状態変化とダイヤモンドダスト＝
大気中の降水現象の出発点)
・宇宙の観察
(天文台ドーム・望遠鏡の見学)
【教育文化学部3号館301地学実験室
（受付）
、
天文台】

大学生が教える
楽しい科学実験教室
【教育文化学部4号館219理科教育学生実験室】

こども発達コースでの
学びと生活①

【教育文化学部４号館５１３講義室】

ー保育者・教員志望の先輩たちにきい
てみようー

《コース紹介》

●学生による授業紹介
●何でも相談

特別支援教育コースでの
学びと生活①
●コース学生によるコース紹介
●何でも相談
【教育文化学部４号館５０７講義室】

先輩たちがどのような大学生活を
送っているのか、高校生の時にど
のように進路決定したのか、等を高
校生にお話しします。また、参加
者からの質問にもお答えします。

●子ども発達シアター！
各領域の部屋ごとに、授業や実
習の様子を上映します。

10：00

11：15

障がいの疑似体験②

こども発達コースでの
学びと生活②

【教育文化学部４号館５１３講義室】

ー保育者・教員志望の先輩たちにきい
てみようー

《コース紹介》

●学生による授業紹介
●何でも相談

特別支援教育コースでの
学びと生活②
●コース学生によるコース紹介
●何でも相談
【教育文化学部４号館５０７講義室】

先輩たちがどのような大学生活を
送っているのか、高校生の時にど
のように進路決定したのか、等を高
校生にお話しします。また、参加
者からの質問にもお答えします。

●子ども発達シアター！

【教育文化学部5号館407（メイン）、
402、
403、406講義室】

30

15：00

分 【教育文化学部２号館 美術教室】

30

【教育文化学部２号館１０４音楽ホール】

14：15

時 分〜 時

14

音楽教育研究室紹介と施設見学、
学生の演奏（声楽）

14：30

心理実践カフェ

11：30

説明会②
●学科の概要
●コースの特徴
●教育体制・カリキュラム
●コアカリキュラム説明
●外国語修得プログラム・
留学支援体制
●地域連携ゼミ模擬発表
●学生による留学体験報告
【教育文化学部３号館３４４講義室】

在学生と教員が、日常の学習
内容、授業時間割、研究活動
から学生生活まで、来場者・
質問者にお応えするかたち
で、地域社会コースで学ぶ多
様な楽しさ、さまざまな情報
をお伝えいたします。

●カフェ形式でのコース紹介
●カフェ
飲み物を提供しながら、学生
お茶等でおもてなししつつ、 や教員がコースでの授業や学
さまざまな疑問・質問に在学 生生活について説明します。
生と教員がお答えします。
●資料展示
●ポスター・教材・デモ機器を 授業内容や海外体験を紹介す
用いたプレゼンテーション
るポスターや教材等の資料を
展示します。
【教育文化学部3号館341生活・環境実習室】

12：05

国際文化コースの授業内容や
学生の活動をポスター及びプ
レゼンテーションにより紹介
します。また教員と在学生が，
来場者とともに気軽にお茶を
飲みながら，大学での勉強や
学生生活について様々な質問
に答えます。

●プレゼンテーション
研究内容や授業成果をプレゼ
ンテーションにより紹介しま
す。
【教育文化学部３号館２３２・２３４講義室】

30

【教育文化学部３号館１５０講義室】

公認心理師制度スタート！

【教育文化学部３号館３４４講義室】

12：00

We look forward to
seeing you there !

教育実践コース説明会

家庭科の魅力紹介と
食品実験

《心理実践コース企画》

●学科の概要
●コースの特徴
●教育体制・カリキュラム
●コアカリキュラム説明
●外国語修得プログラム・
留学支援体制
●地域連携ゼミ模擬発表
●学生による留学体験報告

11：00

14

13：30

英語教育コース説明会
●概要説明
●学生による模擬授業
●英語の歌
●模擬授業
【教育文化学部３号館１４６講義室】

10：00

10：35

各領域の部屋ごとに、授業や実
習の様子を上映します。

13

以下の企画は
コース全体の紹介の後に行います。

国際文化カフェ

【教育文化学部5号館407（メイン）、
402、
403、406講義室】

30

【教育文化学部3号館150講義室】

●全体の紹介
●各教科の紹介

地域社会カフェ

説明会①

125

13：30

9：30

《地域社会コース企画》《国際文化コース企画》

9：45

障がいの疑似体験①

●理数の実験を体験しよう

知恵の輪やゲーム・クイズで
楽しむ参加型模擬授業
【教育文化学部3号館343講義室】

We look forward to
seeing you there !

11

こども発達コース

9：30

自然科学のミクロスケール
からマクロスケールへ

分【教育文化学部３号館 講義室】

音楽教育研究室紹介と施設見学、
学生の演奏（器楽）

英語教育コース説明会

30

９時 分〜 時

家庭科の魅力紹介と
食品実験

10：00

45

分〜 時

【教育文化学部3号館150講義室】

教育実践コース説明会

特別支援教育コース

●理数教育コースへの道

10

時

11：30

45

理数教育コース
9：30

分

【教育文化学部３号館150講義室】

分〜 時

スポーツ施設見学ツアー

14

分 【教育文化学部２号館 木材工芸室、４号館 構成・デザイン室】

【教育文化学部2号館104音楽ホール】

45

９時

音楽教育研究室紹介と施設見学、
学生の演奏（器楽）

分〜 時

【教育文化学部3号館150講義室】

９時

家庭科の魅力紹介と
食品実験

図工の教え方を教えます

10：00

美術の実習を体験しよう！

【教育文化学部3号館150講義室】

教育実践コース説明会

スポーツカフェ〜体育の先生になりたい人・スポーツを学びたい人へ〜 （授業紹介、相談コーナー等）

9：30

英語教育コース

地域文化学科

13：30

13：30

【教育文化学部４号館５１３講義室】

こども発達コースでの
学びと生活③

《コース紹介》

ー保育者・教員志望の先輩たちにきい
てみようー

障がいの疑似体験③

特別支援教育コースでの
学びと生活③
●コース学生によるコース紹介
●何でも相談
【教育文化学部４号館５０７講義室】

●学生による授業紹介
●何でも相談
先輩たちがどのような大学生活を
送っているのか、高校生の時にど
のように進路決定したのか、等を高
校生にお話しします。また、参加
者からの質問にもお答えします。

13：30

説明会③
●学科の概要
●コースの特徴
●教育体制・カリキュラム
●コアカリキュラム説明
●外国語修得プログラム・
留学支援体制
●地域連携ゼミ模擬発表
●学生による留学体験報告

●子ども発達シアター！

207

各領域の部屋ごとに、授業や実
習の様子を上映します。

We look forward to
seeing you there !

【教育文化学部5号館407（メイン）、
402、
403、406講義室】

14：30

【教育文化学部３号館３４４講義室】

14：05

教員、大学院・学部の先輩学生
による、講義・研究、心理学体験
を提供します。
さまざまな立場からおもしろ心
理学体験の解説、プレゼンテー
ションを実施します。
●カフェ
（相談コーナー）
飲み物片手に、教員や先輩学生に
聞きたいことをきき、相談したいこ
とが相談できる貴重なチャンス！
●心理実践コースの紹介
コースの魅力、取得できる心理専
門資格についてのご紹介
●「心理学研究法演習」
心理学をどのように学ぶのか、詳し
く見てみよう
●「卒業研究」紹介
先輩たちの学びの結晶，心理学
研究の成果をご紹介！
●心理学トリビア
知っているようで知らない、心理学
の面白さに触れてみよう
●錯視・錯聴、コラージュ体験
分かっていても起きる目や耳の錯
覚、芸術療法としても用いられるコ
ラージュを体験してみよう
『視線追跡装置』
（アイカメラ）体験
●
「あなたの目はいま何を捉えてる？」
視線追跡装置を使ったデモンスト
レーションで、心理学実験の一端
をかいま見てみよう
●カウンセリングルーム見学ツアー
めったにみられないカウンセリング施
設
（臨床心理相談室）
の見学と
「箱庭」
体験
①１１：００～ 第１グループ
②１１：１５～ 第２グループ
③１３：３０～ 第３グループ
【教育文化学部３号館３１８講義室】

