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入試・広報・キャリア支援センターお問い合せ

■ 西鉄電車
駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください

(貝塚線)／西鉄香椎駅から徒歩約12分、香椎花園前駅から徒歩約10分
■ JR九州(鹿児島本線 )／JR香椎駅から徒歩約15分
■ 西鉄バス／天神（郵便局前)から都市高速経由の21A・26Aで約15分（福岡女子大前）下車 
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受付9：00～（随時） 9：20～16：002018年8月5日㊐  最寄駅からのアクセスマップ

 OPEN CAMPUS
■ 大学概要説明会
■ 各学科説明会
■ 模擬授業
■ 研究室見学
■ 個別相談コーナー
　（入試・留学・在学生相談など）

■ 外国人留学生との交流会
■ 寮見学ツアー
■ キャンパスツアー
■ 保護者向け就職支援説明会
■ 留学支援・国際交流説明会

 主な
プログラム
内容
（予定）

申し込み不要 午後からの参加もOK！入退場自由

旧旧



午前中は大変混み合いますので、お昼頃からの参加をおすすめします。また、近隣の商業施設等への無断駐車は絶対に行わないでください。

実施内容は変更になる場合があります。

□ 各学科コーナー
□ 学術英語プログラム（AEP）コーナー
□ 体験学習コーナー
□ 過去問題閲覧コーナー

□ 入試コーナー
□ 就職支援コーナー
□ 国際交流・海外留学コーナー
□ 大学院コーナー

□ 外国人留学生相談コーナー
□ 寮・サークル・奨学金コーナー
□ 在学生相談コーナー個別相談コーナー

国際教養学科

環境科学科

食・健康学科

学術英語プログラム(AEP)

開催中は図書館もオープン
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教員による個別相談

教員による個別相談
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研究室見学ツアー

研究室見学
ツアー

食・健康学科

学術英語プログラム（AEP）
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自由見学

キャンパス&寮見学ツアー 随時開催

模擬授業

留学生交流会
ー外国人留学生との国際交流イベントー

2018 受付9：00～（随時）
9：20～16：00

8月5日㊐ 
プログラム・スケジュール

随時開催研究室見学
環境科学科、食・健康学科の研究室を見学
できます。

各学科・学術英語プログラム（AEP）の教員による
オープンキャンパスのための授業です。大学の授業
を体験してください。

キャンパス（研究棟、図書館棟、講義棟、スポーツ
キューブ（体育館）等）と、なでしこ寮を在学生が
ご案内します。在学生ツアーガイドへキャンパスラ
イフについての質問もOKです。

本学の学部留学生やＷＪＣ（短期留学プログラム）
留学生と楽しく国際交流しながら外国語で会話をす
るプログラムです。お楽しみに！

広々とした光溢れる図書館をぜひ見学してください。
また、学内には多数の美術作品が展示されています
ので、あわせてお楽しみください。

11:20～12：00
 

留学支援・
国際交流説明会
本学の特徴の 1 つである海外への留学支援
と、国際交流の取り組みについて説明します。

模 擬 授 業 内 容

12:10～12：30保護者向け
就職支援説明会
本学の就職の現状と取組みについて説明
します。

ランチ・飲食スペース
ランチタイムには学食とカフェ「Nanの木」が
OPENします！「Nanの木」では、ランチの他
に学生に大人気のスイーツが味わえます。

20分

20分

30分

20分

30分

60分

20分

30分

30分

大学の沿革や、国際文理
学部の7つの特色につい
て説明します。

■日本言語文化履修コース
▶①10:30-11:00　③12:50-13:20
「ネタとしての古典文学」
▶②11:40-12:10
「外国人はどのように日本語を修得するのか」

■欧米言語文化履修コース
▶①10:30-11:00
「ドイツの文化：ノイシュワンシュタイン城を考える」
▶②11:40-12:10「文化のしくみ：異文化理解入門」
▶③14:20-14:50
　「Glimpses of Fukuoka through Foreign Visitors‘Eyes: 
Edo, Meiji, and Heisei」

■東アジア地域研究履修コース
▶①10:30-11:00「今日の中国政治をどう見るべきか（仮）」
▶②11:40-12:10
「多文化教育の現状と課題－日韓に焦点を当てて」
▶③12:50-13:20「東アジア地域研究のおもしろさ（仮）」

■国際関係履修コース
▶①10:30-11:00「ブレトン・ウッズ体制って何だろうか」
▶②11:40-12:10「世界銀行って何だろうか」
▶④14:20-14:50「国際通貨基金 IMＦって何だろうか」

■国際経済・マネジメント履修コース
▶①10:30-11:00「国際ビジネスとその将来」
▶②11:40-12:10
　「なぜその製品を買ってしまうのか
     　～マーケティングの基本～」
▶③12:50-13:20「経済学の初学び」 

■環境物質履修コース 
▶②11:40-12:10　③12:50-13:20
「虹と原子から発生する光の話」

■環境生命履修コース 
▶①10:30-11:00
　「人間の祖先を猿よりもっと遠くまでたどってみると・・・」
▶④14:20-14:50「生物多様性とは何か」

■環境生活履修コース
▶①10:30-11:00　③12:50-13:20
「住まいと風土の話」

■国際環境政策履修コース
▶②11:40-12:10　④14:20-14:50
「クイズで学ぶ地球温暖化」

▶①10:30-11:00　③12:50-13:20
「栄養状態はどのように評価・判定するのか」
▶②11:40-12:10　④14:20-14:50
「食品成分のはたらきを考える」

▶「Interactive English Learning」（テーマ共通）

※AEPとは英語を「学びに必要なツール」と捉え、「聞く」「読む」
「話す」「書く」の 4 つの技能を育成するとともに、思考や
表現力養っていくプログラムです。

OPEN CAMPUS

終日開催
9:20～16:00


