薬学科
診療放射線学科 臨床工学科
ナノ物質工学科 機械創造工学科 電子情報工学科
文化財学科 日本文学科 英語英米文化学科

香川薬学部
村崎サイメモリアルホール
診療放射線学科
体験学習入口

茶意庵（茶室）
入口

【プログラム】

（12:30〜15:00）

体育館
11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

P3体験学習
参照

薬剤師体験や実験等が体験できるよ。
学びのおもしろさや楽しさを体験してみよう！

11:20〜11:40

13:20〜14:00

理工学部・
保健福祉学部

入口

テニスコート

香川薬学部 学部説明会 体験学習

学生駐車場

14:20〜15:00

入口

保健福祉学部 学部説明会 体験学習
説明会では学びや実習内容、資格、入試などについて説明。
診療放射線技師や臨床工学技士を体験してみよう。

理工学部 学部説明会 体験学習
実験、実習やミニ講義の体験できるよ。
学びのおもしろさや楽しさを体験してみよう！

文学部 学部説明会 体験学習
ミニ講義や実習が体験できるよ。
学びのおもしろさや楽しさを体験してみよう！

P3体験学習
参照

臨床工学科
11:15〜11:45

P3体験学習
参照

11:15〜11:45

P3体験学習
参照

11:15〜11:45

体験学習13:00〜15:30（随時）

学生駐車場

13:00〜13:50

入口

総合
案内

体験学習13:00〜14:30

診療放射線学科

14:00〜14:50

入口

東門

入口

学生駐車場

13:00〜13:40

食堂 学食体験は

バス発着場所

13:50〜14:30

ココ!!

西門

学科別相談コーナー

各学部受付
より誘導

カリキュラムや資格取得サポート体制、
実習内容など気になることはココで解決！

駐車場

文学部・リサーチアンド
メディアライブラリー（図書館）

11:00〜15:30

オススメ！

イベント

食堂

クラブサークルの活動を紹介します。

イベント 茶道部によるお茶室体験
茶意庵（さいあん）でお茶しませんか。

オススメ！

就職サポート、AO･推薦入試説明会、全学共通教育センター紹介
就職活動をする際の本学の支援方法、
ＡＯ・推薦入試について詳しく説明します。

入試・就職・学生生活・学費奨学金・一人暮らし
し

個別相談コーナー

オススメ！
オススメ！

様々な疑問・質問に個別で相談できます。ぜひご利用ください。
ひご利用ください

駐輪場

12:00〜12:20

正門

茶意庵
（茶室）

学生サポート
センター２Ｆ

12:00〜15:30

【体験学習】

12:20〜12:55

学生サポート
センター１Ｆ

学部

学科

時間

香川薬学部

薬学科

13:20～14:00、14:20～15:00

11:00〜15:30

学生サポート
センター１Ｆ

過去問題の資料などがあります。
ご自由にお持ち帰りください。

語学センター・国際交流案内

臨床工学科

11:00〜15:30

理工学部

図書館１Ｆ
語学センター

語学センターの紹介と国際交流の状況を紹介します。

図書館見学

13:30〜15:30

学食体験 (無料)

機械創造工学科

13:00～13:50、14:00～14:50

電子情報工学科

11:00〜15:30

日本文学科

英語英米文化学科

11:30〜14:00

今、注目の資格 臨床工学技士の仕事を体験してみよう！

13:00～13:30、13:30～14:00、
診療放射線技師の仕事を体験してみよう
14:00～14:30

ナノ物質工学科

文学部
食堂

昼食は学食で♪学生気分で学食を利用してみてね☆
当日は無料でランチを提供しています。

文理カフェ (有料)

図書館

13:00～15:30

体験学習内容
模擬薬局体験学習「一日薬剤師体験」

診療放射線学科

文化財学科

最先端の情報システムと豊富な資料をそろえた
インテリジェント・ライブラリー。じっくり見学してみよう！

N

290台駐車可能
学生専用駐車場を設置しているので、
通学にも便利です。

保健福祉学部

資料コーナー

スマホスタンドを作ろう

保健福祉学部5F 医工学シミュレーションセンター
【ｷｬﾝﾊﾟｽﾏｯﾌﾟ】診療放射線学科入口
保健福祉学部1F 診療放射線実習室
理工学部1F 実習工場

13:00～13:50

プログラミング入門

14:00～14:50

音をきれいにするノイズ除去の実験

13:00～13:50、14:00～14:50

場所
香川薬学部５F 模擬薬局

メダカを通して生命科学の謎に迫る

理工学部3F ターミナル室３
理工学部2F ナノバイオ実習室

13:00～13:40

ミニ講義「わかりやすく『人に伝える』には」

図書館４Ｆ ゼミ室１

13:50～14:30

ミニ講義「襖の裏貼りを開いて見ると・・」

図書館４Ｆ ゼミ室２

13:00～13:40

ミニ講義「和本に親しむ」

13:50～14:30

ミニ講義「教員の魅力」

13:00～13:40

ミニ講義「英語学習に便利なサイト紹介」

13:50～14:30

学科教員、在学生と話してみよう

図書館２Ｆ グループ学習室
図書館１F

ﾗｰﾆﾝｸﾞｺﾓﾝｽﾞ

休 憩

文理大生お気に入りのカフェも営業しています。
す。
ゆっくり休憩するならココ!!

ヤマザキＹショップ (有料)
コンビニの商品はもちろん、勉強に必要な筆記用具や教科書な
どを販売してます。見学してみてね。

食堂１Ｆ

学生サポート
センター１Ｆ

11:00〜15:30

11:00〜15:30

徳島文理大学 香川キャンパス 最新ニュース
英語暗誦コンテスト

オススメ情報！

たとえば、こんな疑問はこちらへ

AO･推薦入試説明会
就職サポート説明会
全学共通教育センター紹介

・どの入試を受けようか
・指定校の対象高校は？
・入試の難易度が知りたい！
・お金（学費など）について知りたい
・奨学金について知りたい
・一人暮らしの家賃ってどのぐらい？
・どんなクラブ・サークルがあるの？
など

６月から始まるＡＯ入試や推薦入試
など、早期の入試を考えている方必見の
AO・推薦入試について説明します。
また、最近の就職事情や就職のための
さまざまなサポート内容や充実した基
礎学力向上をサポートするセンターに
ついて紹介いたします。

個別相談コーナー
あなただけの質問に応えます。
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薬用植物園

学生サポートセンター

アンケート回収BOX
各学部受付に設置しています。
ご協力をお願いいたします。

Kagawa Campus

キャンパス

香川薬学部
保健福祉学部
理工学部
文学部

アンケート

Kagawa Campus

香川

トイレは
全館1Fにあります。

【キャンパスマップ】

■学部・学科

イベント
クラブサークル紹介を行います。
また、学生サポートセンター西側では、
小豆島、屋島、五剣山を眺めながら茶道
部によるお茶会を行っておりますの
で、ぜひご参加ください。

高校生の皆さんも参加できる英
語暗誦コンテストを、徳島キャン
パスで2017年11月18日(土)に開
催します。美しい英文を気持ちを
こめて暗誦し、表現することで、
英語の世界にひたってみませんか
高校生の申込期間は7月3日(月)
から7月14日(金)です。
詳しくは、図書館1階、語学セ
ンターまでどうぞ！

公開講座2017
徳島文理大学は、毎年各界で
活躍するリーダーをお招きし
て、公開講座を無料で開催して
います。講演後には、パネル
ディスカッションも行っていま
す。香川キャンパスでは、
5/26「学問を大衆文化にする」
6/9「下町ボブスレー 大田区の
夢と想いをカタチに！」
6/23「創薬とﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ」
の３講座を行います。
ぜひ、ご友人やご家族とお誘い
合わせてご来場ください

NHK学生ロボコン出場
★6月11日（日）大田区総合体育館
で行われるＮＨＫ学生ロボコン
2017に本学ロボコンチーム
「Re:RSteel」が、出場します。
中・四国の大学では唯一の出場とな
ります。

3

