
MAP、詳細は中面をCheck

Big Valley Cafe●MAP■13
●クラブ紹介コーナー（10：30～15：00）
学生談話室2●MAP■1

❶11:00 ❷12:00 ❸13：00 ❹14：00出発時間

●在学生とのフリートークコーナー（9：45～15：00）
●スタンプラリー ゴール地点！

※上記以外でも随時出発しますのでスタッフにお声がけください。

● 先生にきく学科別相談
● 学生生活・入試相談
● なんでも相談
● GLOBAL SQUARE
 （海外留学）

「わたしの研究室
  ちょっとのぞいてみませんか？」

先生の個人研究室訪問イベント

個別相談コーナー／響流館1Fギャラリー●MAP■9

「大学ってどんなところ？」という疑問を
解消できる、模擬授業や在学生による学
び紹介などのイベントが盛りだくさん！
大学選びをスタートさせた人はもちろん、
先生をめざす方は必見のオープンキャン
パスです。
さあ、春の風を感じながら大谷大学で、
一足早い学生気分を味わってください！

終日開催イベント 学生イベント

当日大谷大学新聞社がオープンキャンパスの様子を取材します。
取材した内容は、後日大学HPに記事を公開予定!

［入試情報ホームページアドレス］ 
http://www.otani.ac.jp/nyushi/

詳細はHPをチェック

〒603-8143 京都市北区小山上総町 ［入学センター］ TEL.075-411-8114（直通） ［テレホンサービス］ TEL.075-411-8000 ［E-mail］ nyushi-c@sec.otani.ac.jp
※本学キャンパスは大学の休日を除いて自由に見学できます。  ※自動車での来学はご遠慮ください。

交通 ●JR・近鉄・地下鉄「京都」駅・阪急「烏丸」駅から地下鉄烏丸線「北大路」駅下車、６番出口すぐ。　●京阪「出町柳」駅から市バス・西賀茂車庫前行「北大路バスターミナル」下車。

スマートフォン
サイトはこちら

詳細は中面
をチェック !

●キャンパス見学ツアー（Big Valley Cafe前集合）

※スケジュールは変更になる場合があります。

□ 2号館
講義教室のほか、学
生が自由に使用でき
る短期大学部の仏
教科一般研究室、
幼児教育保育科一
般研究室、ピアノレ
ッスン室、音楽実習
室などがあります。
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□ 至誠館
キャンパス中央に位置し、学生生活全般を支援する教務課、学生支
援課、キャリアセンターの事務室があります。

4 □ サンクンガーデン 
キャンパスの中央にある学生の憩いの場です。
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□ 体育館
1階にはリズム体操室兼剣道場、トレーニング室、卓球場、空手道場があり、2階
はバレーボール、バドミントン、バスケットボールの公式戦ができるアリーナになっ
ています。体育の授業のほか、体育会のクラブ活動に使用されています。

11 □ 部室棟（クラブBOX)
体育会16団体、文化総部17団体、社会総部10団体、音楽総部
10団体と新聞社、放送局、同好会10団体が活動しています。その
活動拠点がこの部室棟です。

12 □ 学内食堂
［講堂棟地下1階］／授業期間中の営業時間は午前10時から午後7時
まで。朝はモーニング、お昼はランチ・定食・丼・単品のおかず、夕方はディ
ナーなど多彩なメニューを安価で提供しています。
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大谷大学エッセイコンテスト
「エッセイの書き方」講座

同日開催イベント

想いをどのように文章として表現すればいい
のかを「大谷大学エッセイコンテスト」の審査
委員長をつとめた本学の教員がコンテストの
講評をかねて説明します。 
＊大谷大学エッセイコンテスト表彰式を最初に行います。

キャリアセンター開室
11：00～15：00

※大学説明会、個別相談、キャンパス見学、模擬授業、在学生による学び紹介、在学生とのフリートーク、先生
　の個人研究室訪問等のイベントを実施予定です。

※大学説明会、個別相談を実施予定です。

昨年度のオープンキャンパスの様子

2014年度
イベント 日程

◆６月１５日（日） ◆７月２０日（日）
◆８月 ２日（土） ◆８月 ３日（日）
◆８月２３日（土） ◆８月２４日（日）
◆９月２１日（日） ◆３月２１日（土）

● ７月２６日（土）13：00～17：00
●１０月１１日（土）13：00～17：00
●１２月１３日（土）9：45～13：00

オープン
キャンパス
各回 時間：
9：45～15：00

大谷大学
進学相談会

※詳細は本学ホームページをご覧ください。

2015年

9：45 －
10：00 －

11：00 －

12：00 －

13：00 －

14：00 －

15：00 －

受付開始

大学説明会 おおたにキッズ
キャンパス

エッセイ
コンテスト

10：00～10：40
大学説明会（講堂）
●大学説明
●進路就職支援について

講堂
1号館1113教室

1号館
1113教室

5号館
5204教室

3号館
3103教室

4号館 尋源館
J103教室

10：50～11：30
「エッセイの書き方」
講座

13：30～14：10
模擬授業
｢体ほぐしでこころも変わるの？
体験して確かめてみよう！｣
（4103教室）

14：20～15：00
模擬授業
｢やってみよう
ストレスチェック｣

同日開催イベント

11：40～12：10
在学生による学び紹介
｢子どもと楽しむあそび｣

10：50～11：30
在学生による学び紹介
｢学生目線で紹介する
大谷大学の学び｣

10：45～12：15
｢だいすき！図画工作
おもいでのペン立て
を作ろう♪｣
※見学可能

14：20～15：00
大学説明会（1113教室）
●大学説明
●進路就職支援について

12：20～12：40（音楽）
在学生による学び紹介
「音楽物語『とべないホタル』に挑戦した先輩たち」
（4203教室）

12：50～13：20（工作）
在学生による学び紹介
「学外活動から学んだこと～宇治まなびんぐ～」
（4102教室）

将来先生を
めざしている人には
□のイベントが
おすすめ！

人文情報
学 科

幼児教育
保 育 科

2014 
OPEN CAMPUS
2014 
OPEN CAMPUS

受付開始 9:45 -15:OO日3/22土3/22

先生をめざす方必見の

オープンキャンパス
先生をめざす方必見の

オープンキャンパス

教育・心理学科
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烏丸通りは交通量が多く大
変危険です。必ず横断歩道
をご利用ください。

キャリアセンター
開室

11：00～15：00

語学などクラス別の授業が行われる語学教室、
講義教室、情報処理教室の他、焼きたてのパン
が食べられるBig Valley Cafeがあります。

■キャンパス見学ツアー 集合場所

■在学生とのフリートークコーナー
　時　間● 9:45～15:00

C A M P U S M A P

地上5階、地下1階からなる建物で授業が行われる演
習室や、先生の個人研究室があります。入学センター
はこの建物の1階にあります。

C A M P U S M A P

❶11：00 ❷12：00 
❸13：00 ❹14：00

出発
時間

施設にスタンプポイント（★印）を設置。
スタンプを4つ以上集めた方には、
「Big Valley Cafe」で特別記念品をプレゼントします！
ぜひご参加ください。　 は必須ポイントです。
たすきを付けている学生スタッフに
スタンプを押してもらってくださいね！

理科室や図工室、音楽室、ピアノレッ
スン室などの実験・実習のための教室
があり、また、教職に関する相談窓口
となる教職支援センターがあります。

教育・心理学科

■模擬授業／4103教室
テーマ● 体ほぐしでこころも変わるの？
 体験して確かめてみよう！
講　師● 井上摩紀准教授
時　間● 13：30～14：10
小学校体育の「体ほぐし」。運動で人と
関わり合うことで心と体をほぐすことがね
らいです。特に新学期など、新しい人間
関係に出会う時期には小学生も心や体
が固まっているのです。でも、本当に体
で関わるだけで心も変わるの？初めて出
会う人たちと一緒に簡単な心理テストを
してからだを動かしてみて実際に確かめてみましょう。

■在学生による学び紹介／4203教室
テーマ● 音楽物語｢とべないホタル｣に挑戦した先輩たち
氏　名● 家本侑奈・猪野香菜子・井上彩子・
  今田秀亮・鈴木未央・藤本彩加・森野洋平
時　間● 12：20～12：40
｢音楽物語｣は、歌や楽器による表現、朗読等の音声によ
る表現、身体表現等を伴った自己表現活動です。個々の
工夫を凝らした表現が、仲間の
感性とひびき合い、豊かな表現
を生み出します。教員として必要
とされる表現力・創造力・協調性
を高めるために、ゼミで取り組み
ました。ご覧ください。

■在学生による学び紹介／4102教室
テーマ● 学外活動から学んだこと～宇治まなびんぐ～ 
氏　名● 西村有人・竹迫綾乃・帖佐鈴奈
時　間● 12：50～13：20
2月8日に宇治市生涯学習センターで開催された「宇治まな
びんぐ」に教育・心理学科第2学年の在学生が参加しました。

地域の子どもたちと工作を通じて学ん
だことを発表します。また、実際に参加
者ひとり1つずつ、「紙コップかざぐるま」
を一緒に作ってみたいと思います。

先生の個人研究室訪問イベント
■わたしの研究室 ちょっとのぞいてみませんか？
●草野顕之教授（大谷大学長／日本仏教史＜中世＞・真宗史）博綜館3F　10：30～15：00
●村山保史准教授（西洋哲学・日本哲学）博綜館4F 11：00～14：00
●市川郁子准教授（教育学・音楽科教育）4号館1F 10：30～15：00
●井川利尾講師（教育学・図画工作教育）4号館1F 13：30～15：00

※時間内に一時的に閉室している場合があります。

高校には先生がおられる場所として主に職員室がありますが、大学には先生それぞれ
の個人研究室があります。この機会にぜひ、先生の個人研究室を訪問してみてくださ
い。個人研究室を訪問した方に素敵な大学オリジナル記念品をプレゼントします！

個性あふれる
先生方が
みなさんを

お待ちしています！

おおたにキッズ
キャンパス

5号館 5204教室
10:45～12：15

「だいすき！図画工作
おもいでのペン立てを

作ろう♪」

見学可能
同日開催

※上記以外でも随時出発しますのでスタッフに
　お声がけください。

★

訪問して
スタンプをもらったら
Big Valley CafeへGo!

ス タ ン プ ラ リ ー

1号館1

3号館3

博綜館
はく  そう かん

4・5号館10

Big Valley Cafe13

キャンパス オススメの歩き方

はじめて
オープン
キャンパスに
参加する方

●

大学説明会

MAP■8

●
幼児教育保育科
在学生による
学び紹介
MAP■5

●

個別相談
コーナー

MAP■9

●
在学生との

フリートークコーナー
アンケート記入
MAP■13

●
人文情報学科
在学生による
学び紹介
MAP■3

1913年に完成した大谷大学のシンボル（旧本館）。昨年11月、大谷大学が
東京から現在の地に移転開校して100年を迎えました。現在も１階は教室と
して使用しています。２階には「尋源講堂」があり毎朝勤行が行われています。

幼児教育保育科

工作

音楽

デジタルコンテンツを制作するためのスタジオやデジタル
ライブラリー、デジタルミュージアムなどの4つの演習室、
デジタルデータの加工室、その他基礎演習のための情
報処理教室などが配置されています。

人文情報学科
■在学生による学び紹介／3103教室
テーマ● 学生目線で紹介する
 大谷大学の学び 
氏　名● 宮戸田彩音・籔内駿・辻井潤
時　間● 10：50～11：30
人文情報学科の在学生が、大谷大学の魅力を学生
目線で紹介するプロジェクトを立ち上げて広報映像を制作しました。企画から出演交渉、撮影、
編集まで全て学生が行いました。プロジェクトの経緯を説明しながら映像を鑑賞し、同時に人
文情報学科で学ぶことの意味と楽しみを紹介したいと思います。 

尋源館5

●

教育・心理学科
模擬授業

MAP■10

●
わたしの研究室
ちょっとのぞいて
みませんか？
MAP■7

7

図書館・博物館・総合研究室・真宗総
合研究所・メディアホール・GLOBAL 

SQUAREなどが集まる、教育と学術研究の総合
的拠点です。

■個別相談コーナー／1Fギャラリー
時　間● 10：30～15：00

学生生活の不安や学科への疑問を個別に相談できます。大学での
学び相談から入試の相談まであらゆる質問に答えます。じっくり聞いて
不安や疑問を解消しましょう！

響流館9
こう  る かん

じん げん かん

先生にきく学科別相談
GLOBAL SQUARE（海外留学）

なんでも相談学生生活・入試相談

礼拝堂施設の機能を担う、4階の高さまで吹き抜けになった講堂と、多目的
ホール・談話室などがあります。入学式や卒業式、各講演会の会場として使用
されています。

■大学説明会
・大学説明 ・進路就職支援について
時　間●10:00～10:40（講堂）／14:20～15:00（1号館1113教室）
大谷大学の学科の概要や学びをはじめ、進路就職支援について最新情報をお話しします。

スタンプラリー
ゴール地点！

講堂棟8

谷大のことがわかる！

■クラブ紹介コーナー／1F学生談話室2
　時　間● 10:30～15:00
大谷大学には様 な々クラブ・サークルがあります。それぞれの活動を学生会が展示や資料を用意して紹介します。どん
なクラブやサークルがあるのかいち早く知りたい方は、ぜひ足を運んでください。　※練習風景等の見学はできません。

■「エッセイの書き方」講座／1113教室
　時　間● 10:50～11:30

■在学生による学び紹介／J103教室
テーマ● 子どもと楽しむあそび
氏　名● 糸井裕奈・五十嵐奈都子・
  池川由恵・井上希絵・川口寛徳・
  河村遼・西川萌 ・々米田日和
時　間● 11：40～12：10
幼児教育保育科では、机上での勉強はもちろんですが、笑顔でコミュニケーションをとったり、歌っ
たり、体を動かしたりする表現力を高めることも大切にしています。1年間学んできた学生が、手あそ
びや絵本、紙芝居などを披露します。さあ何が飛び出すかお楽しみに！

■模擬授業／J103教室
テーマ● やってみようストレスチェック
講　師● 安田誠人教授
時　間● 14：20～15：00
保育士は保育所などで子どもたちの保育を行いますが、保育は専門的知識、技術を必要とするた
め、保育士の受けるストレスもかなりあります。今回の模擬授業では保育士を目指している皆さんが
ストレスに強いか、又はストレスを受けやすいかを心理テストでチェックしてみます。また同時に今ど
れ位のストレスを受けているかについてもチェックしてみたいと思います。

同日開催

幼児教育保育科
在学生とのフリートーク開催
（幼児教育保育科一般研究室）

9：45～15：00

2
号
館

2

教育・心理学科
在学生とのフリートーク開催
（4101教室）9：45～15：00

1F★

1F★
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