
イベントイベントイベントイベント概要概要概要概要
説明会開催説明会開催説明会開催説明会開催のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

（（（（保護者保護者保護者保護者・・・・高校教諭高校教諭高校教諭高校教諭のののの皆皆皆皆さんへさんへさんへさんへ））））

・気になる学科があるけれど、
受験で必要な科目が分からない…

・山口大学工学部に入学したら、
どのような学生生活を送るのだろう… など。

受験生の視点だけでなく、保護者の方、高校の
先生方の視点からの不安や疑問を解消するため、
保護者・高校教諭を対象とした説明会 (工学部か
らのメッセージ) を開催します。
希望される方へは、説明会後に学生寮の見学ツ
アーも行いますので、ぜひご参加ください。

工学部からのメッセージ工学部からのメッセージ工学部からのメッセージ工学部からのメッセージ

(保護者・高校教諭対象説明会保護者・高校教諭対象説明会保護者・高校教諭対象説明会保護者・高校教諭対象説明会)

開催時間：１３時１５分～
場所：D講義棟１階 D１１講義室

内容： ・山口大学工学部の紹介
・奨学金、留学、就職について
・入試について
・学生寮の見学ツアー

山口大学工学部HP

http://www.eng.yamaguchi-u.ac.jp/

時間時間時間時間 イベントイベントイベントイベント 内容内容内容内容

9:00 参加者受付開始
Ｄ講義棟
１階 ロビー

10:00

～
学科紹介、
学科イベント

Ｄ講義棟の
各講義室 他
キャンパス内

昼食
福利厚生棟
２階食堂 他

13:15

~

14:15

工学部からの
メッセージ
（保護者・
高校教諭対象
説明会）

Ｄ講義棟
Ｄ１１講義室

16:00 イベント終了

開場開場開場開場 9:00

イベントイベントイベントイベント 10:00 ～～～～ 16:00

工学工学工学工学部内を自由部内を自由部内を自由部内を自由にににに
見学見学見学見学していただくことができますしていただくことができますしていただくことができますしていただくことができます。。。。

★スタンプラリー★スタンプラリー★スタンプラリー★スタンプラリー も開催中も開催中も開催中も開催中 !!

※学科別の入試相談コーナーも併設します。
お気軽にご質問ください。

工学部は工学部は工学部は工学部は
創立８０周年創立８０周年創立８０周年創立８０周年ですですですです。。。。
新時代を創るのは新時代を創るのは新時代を創るのは新時代を創るのは
キミだキミだキミだキミだ!!!!!!!!

スケジュールの詳細は、スケジュールの詳細は、スケジュールの詳細は、スケジュールの詳細は、
次次次次ページの一覧をご確認ください。ページの一覧をご確認ください。ページの一覧をご確認ください。ページの一覧をご確認ください。

無料バス無料バス無料バス無料バスの運行予定はの運行予定はの運行予定はの運行予定は
裏面裏面裏面裏面をご確認ください。をご確認ください。をご確認ください。をご確認ください。

インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーションはははは

３ケ所３ケ所３ケ所３ケ所あります。あります。あります。あります。
キャンパス内で迷ったキャンパス内で迷ったキャンパス内で迷ったキャンパス内で迷った !!!!
イベントの場所はどこだろうイベントの場所はどこだろうイベントの場所はどこだろうイベントの場所はどこだろう????

困ったらインフォメーションへ困ったらインフォメーションへ困ったらインフォメーションへ困ったらインフォメーションへGOGOGOGO
MAPMAPMAPMAPをご確認ください。をご確認ください。をご確認ください。をご確認ください。



循環環境工学科循環環境工学科循環環境工学科循環環境工学科

感性デザイン工学科感性デザイン工学科感性デザイン工学科感性デザイン工学科

知能情報工学科知能情報工学科知能情報工学科知能情報工学科

電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科

応用化学科応用化学科応用化学科応用化学科

社会建設工学科社会建設工学科社会建設工学科社会建設工学科

機械工学科機械工学科機械工学科機械工学科

冷たい麦茶をご用意してお待ち
しております。
入館時はカウンタースタッフに
お声かけください。

新鉱物の展示新鉱物の展示新鉱物の展示新鉱物の展示

図書館オープンライブラリー図書館オープンライブラリー図書館オープンライブラリー図書館オープンライブラリー

10：00～12：00 ①１階 ロビー

11：00～12：00／ 13：00～14：00 

①１階 ロビー
11：00～，12：50～，13：50～，14：50～
各回40分 ②Ｂ講義棟１階 Ｂ１１

山口大学工学部の学生が実際に受ける
講義を体験できます。

ラジオ番組の公開”生生生生”放送を行います。

受付：9：00～ ①１階 ロビー
工学部に着いたらまずはここへ。

キャンパス内各所で研究室を公開しています。

研究室ごとに見学可能な時間が違いますので、

ご注意ください。

スタンプはイベントごとに用意されています。

４学科以上を回り、スタンプを６個以上集めて、

Ｄ講義棟１階受付に持って行くと、くじ引きが

できます。当たるといいな！
景品の数には限りがあるのでお早めに。

★印のイベントが、スタンプラリーの対象です。

9：00～16：00

9：00～16：00

⑰⑰⑰⑰図書館図書館図書館図書館

⑯⑯⑯⑯学術資料展示館学術資料展示館学術資料展示館学術資料展示館

①①①①Ｄ講義棟Ｄ講義棟Ｄ講義棟Ｄ講義棟

国内外の鉱石標本を展示している
ユニークな博物館で、鉱石標本
収蔵数では日本最大です。

10：00～10：30／13：30～14：00

①Ｄ講義棟 １階 Ｄ１２

10：30～11：00／13：00～13：30

①Ｄ講義棟 ２階 Ｄ２１

総合案内・スタンプラリー受付総合案内・スタンプラリー受付総合案内・スタンプラリー受付総合案内・スタンプラリー受付 入試相談コーナー入試相談コーナー入試相談コーナー入試相談コーナー

10：00～16：00 ①３階 Ｄ３４

12：00～16：00 ①３階 Ｄ３３

山大相談所山大相談所山大相談所山大相談所
～～～～大学生に聞いてみよう～大学生に聞いてみよう～大学生に聞いてみよう～大学生に聞いてみよう～

★おも★おも★おも★おもしろしろしろしろプロジェクト・プロジェクト・プロジェクト・プロジェクト・
学生学生学生学生自主活動ルームの紹介自主活動ルームの紹介自主活動ルームの紹介自主活動ルームの紹介

ＦＭきらら「ススメ！工学部」ＦＭきらら「ススメ！工学部」ＦＭきらら「ススメ！工学部」ＦＭきらら「ススメ！工学部」

10：00～10：30／13：30～14：00

①Ｄ講義棟 ２階 Ｄ２２

10：00～10：25／11：00～11：25／
12：30～12：55

①Ｄ講義棟 ３階 Ｄ３１

10：00～10：40／13：30～14：10

①Ｄ講義棟 ４階 計算機室

10：00～10：30／11：00～11：30

①Ｄ講義棟 ３階 Ｄ３２

10：30～10：55／12：30～12：55

①Ｄ講義棟 ４階 Ｄ４１

スタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー

工学部各学科説明会工学部各学科説明会工学部各学科説明会工学部各学科説明会
各学科の教員がそれぞれの学科の
特徴等を紹介します。

工学部からのメッセージ工学部からのメッセージ工学部からのメッセージ工学部からのメッセージ
（保護者・高校教諭対象説明会）（保護者・高校教諭対象説明会）（保護者・高校教諭対象説明会）（保護者・高校教諭対象説明会）
13：15～14：15 ①１階 Ｄ１１
詳しくは表面をご覧ください。

★山口大学の学生全員が学ぶ★山口大学の学生全員が学ぶ★山口大学の学生全員が学ぶ★山口大学の学生全員が学ぶ
「知的財産」教育とは「知的財産」教育とは「知的財産」教育とは「知的財産」教育とは

②②②②Ｂ講義棟Ｂ講義棟Ｂ講義棟Ｂ講義棟

11：00～13：00 14：00～16：00

⑮本館南 １階 １０２号

学生特別支援室相談コーナー学生特別支援室相談コーナー学生特別支援室相談コーナー学生特別支援室相談コーナー



建　　物建　　物建　　物建　　物 教　　室教　　室教　　室教　　室

★小型無人航空機の飛行実験 ③ 体育館

★風洞見学会で航空宇宙エネルギー工学を体感しよう！　　　※
宇宙船の大気圏突入　～アーク風洞～／航空機の翼設計～低速風洞～ ⑪ 機械実習棟 応用熱工学実験室 ※各時間帯で先着15名程度※各時間帯で先着15名程度※各時間帯で先着15名程度※各時間帯で先着15名程度

★ロボット工学・制御の技術を活用した安全性の高い放射線治療の実現 ⑨ プレハブ実験棟 103号室

★～メディカルデータテクノロジー入門～
「医療画像から人体3Dバーチャルモデルを作る方法を学ぼう」 ① Ｄ講義棟 １階　D12

★機械工学科の学生と話してみよう ① Ｄ講義棟 １階　D12

★機械工学科パネル展示 ① Ｄ講義棟 １階　D12

★箸？端？？橋！ ～橋のおはなし～ ⑤ 機械・社建棟 1階　社会建設工学科会議室

★大学でまちづくり・地域づくりを学ぶ ⑤ 機械・社建棟 1階　社会建設工学科会議室

★地盤が君をいつ襲うか？ ⑩ 社建・機械実習棟 1階　

★Drone&VR/AR体験 ⑤ 機械・社建棟 1階　入口ホール

★現役学生に相談しよう！ ⑤ 機械・社建棟 1階　ロビー

★山口大学で化学しよう：未来を拓くサイエンスの底力（講義） ① Ｄ講義棟 ２階　D22

★身近な商品から夢の材料まで～プラスチックを学ぼう！ ⑬ 本館西 4階　425室（学生実験室）

★研究機器見学会 ⑫ 本館北 4階　447室

★医薬品を分ける化学 ⑬ 本館西 4階　425室（学生実験室）

★目で見る電気化学 ⑬ 本館西 4階　425室（学生実験室）

★エネルギーを作り出す結晶とダイナミックに振る舞う結晶の成長 ⑬ 本館西 4階　425室（学生実験室）

★電気電子工学科って？パネル展示と現役学生による学生生活紹介 ⑦ 電気電子棟 1階　107実験室

★現役学生が受講している学生実験を体験しよう ⑦ 電気電子棟 1階　105講義室前

★自分色LEDの作製 ～LEDイルミネーションの仕組み～ ⑦ 電気電子棟 1階　107実験室

★ワイヤレスで電力を送る ～無線電力伝送～ ⑦ 電気電子棟 2階　204講義室

★制御工学ってなに？ ～「動き」をデザインするとは～ ⑦ 電気電子棟 ２階　セミナー室１

★パワーエレクトロニクス技術で鉄道模型を走らせよう！ ⑦ 電気電子棟 1階　105講義室

★プログラミングをしてみよう   　　※各回50名整理券配布 ① Ｄ講義棟 ４階　計算機室 ※各回50名整理券配布※各回50名整理券配布※各回50名整理券配布※各回50名整理券配布

★パソコンを組み立ててみよう　　　※各回30名整理券配布 ① Ｄ講義棟 ２階　D23 ※各回30名整理券配布※各回30名整理券配布※各回30名整理券配布※各回30名整理券配布

★バーチャルリアリティ体験コーナー ① Ｄ講義棟 ２階　D24

★研究・ソフトウェア作品紹介 ① Ｄ講義棟 ２階　吹抜

★ビデオで学ぶ情報技術者の仕事・学科 紹介動画 ① Ｄ講義棟 ２階　吹抜南側

★建築計画の入り口 —建物やフィールドワークを通して地域の課題を考える－ ⑮ 本館南 ３階　305室

★建築構造に関する展示 ⑮ 本館南 ３階　305室

★室内環境測定について ⑮ 本館南 ２階　201室

★山大生が考えるまちなか再生とは ⑮ 本館南 ３階　324室

★建築設計の愉しみ（全国卒業設計展） ⑮ 本館南 ３階　324室

★環境ミステリー実験　　　　　　※当日整理券配布予定 ① Ｄ講義棟 ４階　404室（MOT講義室） ※

★先輩学生・先生に聞いてみよう ① Ｄ講義棟 ４階　404室（MOT講義室）

★環境問題解決に役立つカラフルなナノ粒子～金ナノ粒子って金色？～ ④ 環境共生系専攻棟 １階　110号室・ロビー

★ミクロな世界を見てみよう ④ 環境共生系専攻棟 １階　110号室・ロビー

★みかんの皮ってすごい・・・？捨てるなんてもったいない！ ④ 環境共生系専攻棟 １階　110号室・ロビー

工学基礎
教育

★台車でGO！！～反作用を体感しよう～ ③ 体育館

★はスタンプラリー参加イベント★はスタンプラリー参加イベント★はスタンプラリー参加イベント★はスタンプラリー参加イベント

イ　ベ　ン　ト　一　覧イ　ベ　ン　ト　一　覧イ　ベ　ン　ト　一　覧イ　ベ　ン　ト　一　覧 MAPMAPMAPMAP
会　　　　場会　　　　場会　　　　場会　　　　場
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15:0015:0015:0015:00 16:0016:0016:0016:00
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応
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化
学
科

12:0012:0012:0012:00 13:0013:0013:0013:00

14:25～～～～15：：：：25

11:00～～～～11：：：：30 13:00～～～～13：：：：30 14:00～～～～14：：：：30

13:00～～～～13：：：：30

14:00～～～～14：：：：30

10:55～～～～11：：：：55

10:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～15：：：：00

10:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～16：：：：00

11：：：：20～～～～11：：：：50 12：：：：40～～～～13：：：：10 14：：：：00～～～～14：：：：30

10:55～～～～11：：：：55 14:25～～～～15：：：：25

10:30～～～～16：：：：00

10:30～～～～16：：：：00

10:30～～～～16：：：：00

9:00～～～～16：：：：00

9:00～～～～16：：：：00

9:00～～～～16：：：：00

9:00～～～～16：：：：00

9:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～15：：：：00

10:00～～～～15：：：：00

11:00～～～～11：：：：30

13:00～～～～13：：：：30

14:00～～～～14：：：：30

10:00～～～～15：：：：00

10:40～～～～11：：：：10 14:10～～～～14：：：：40

9:00～～～～16：：：：00

9:00～～～～16：：：：00

9:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～12：：：：00 13:00～～～～16：：：：00

9:00～～～～14：：：：00 ※※※※常時参加可。実験の見学は一定間隔で開放。常時参加可。実験の見学は一定間隔で開放。常時参加可。実験の見学は一定間隔で開放。常時参加可。実験の見学は一定間隔で開放。

10:30～～～～12：：：：00 14:00～～～～16：：：：00

10:30～～～～12：：：：00

13:00～～～～13：：：：30

14:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～16：：：：00

10：：：：40～～～～11：：：：10 12：：：：00～～～～12：：：：30 13：：：：20～～～～13：：：：50

10:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～16：：：：00

10:00～～～～15：：：：00

9:30～～～～16：：：：00

9:30～～～～9：：：：50 11:00～～～～11：：：：20 11:50～～～～12:10 13:10～～～～13：：：：30 14:20～～～～14：：：：40

11:00～～～～11：：：：30

13:00～～～～13：：：：30

13:00～～～～13：：：：3010:30～～～～12：：：：00 14:00～～～～16：：：：00



安全安全安全安全にオープンキャンパスをにオープンキャンパスをにオープンキャンパスをにオープンキャンパスを楽しんでいただくために楽しんでいただくために楽しんでいただくために楽しんでいただくために
学内には重要な研究を実施中の機械や危険な器具があります。

事故防止のため、許可なく機械・器具に触れないよう、ご協力をお願いします。

大きな荷物をお持ちの方は、荷物の端が当たらないようにご注意ください。

また、イベント会場以外の部屋に勝手に入らないようお願いします。

荷物は各自で管理してください。盗難等については一切責任を負えません。

昼食には福利厚生棟２階の学生食堂も利用できます。

随所で写真撮影をしております。オープンキャンパスの様子をホームページ等で紹介

するためですが、どうしても写りたくない方は、撮影者にお知らせください。

体調がすぐれない場合は、お近くの学生スタッフか職員にお申し出ください。

お困りの際は、Ｄ講義棟１階ロビーに総合案内、本館玄関と機械・社建棟玄関に

インフォメーションを設けておりますのでご利用ください。

新山口駅行新山口駅行新山口駅行新山口駅行
13:00以降以降以降以降
状況状況状況状況にににに応じて随時応じて随時応じて随時応じて随時運行運行運行運行
最終便最終便最終便最終便 16:30発発発発

下関下関下関下関、、、、岩国岩国岩国岩国、、、、徳山駅行徳山駅行徳山駅行徳山駅行
16:00発発発発

常盤キャンパスには男子寮、女子寮、
国際寮(MUSUBI)が整備されています。
平成27年度に完成した国際寮は
日本人、外国人留学生混住型の寮で、
学習面のみならず生活体験を通じて
疑似留学体験ができるように各フロア
に談話室が設けてあります。
全室個室（キッチン/バス/トイレ/机/

ベッド/エアコン等備え付け）、
女子専用フロアも完備されています。
※室内は開放しておりませんので、外観をご覧ください。

総合総合総合総合案内案内案内案内
D講義棟1階ロビー

工学部からのメッセージ（保護者・高校
教諭対象説明会)／13：15～，D講義棟
D１１講義室）終了後、学生寮の見学
ツアーを行います。（希望者のみ）
実際に寮で生活する学生が案内します
ので、ぜひご参加ください。

無料バス乗り場無料バス乗り場無料バス乗り場無料バス乗り場

来年桜咲く来年桜咲く来年桜咲く来年桜咲く
キャンパスでキャンパスでキャンパスでキャンパスで
また、お会いまた、お会いまた、お会いまた、お会い
しましょう！しましょう！しましょう！しましょう！

常盤寮常盤寮常盤寮常盤寮
（男子寮、（男子寮、（男子寮、（男子寮、女子寮女子寮女子寮女子寮、、、、国際寮）国際寮）国際寮）国際寮）

学生食堂学生食堂学生食堂学生食堂

福利厚生棟２階福利厚生棟２階福利厚生棟２階福利厚生棟２階 営業時間営業時間営業時間営業時間 11:0011:0011:0011:00～～～～14:0014:0014:0014:00
※但し、食堂ホールは10:00～16:00まで開放しています。

セット定食メニュー（メイン＋ライス＋味噌汁＋小鉢）
・鶏ポン唐揚げ定食 ・豚肉生姜焼き定食
・和風ハンバーグおろし定食

丼物，麺類（予定）
・ソースかつ丼 ・麻婆丼 ・カレーライス ・カツカレー
・冷やし中華冷麺 ・ぶっかけおろしうどん
・温玉ぶっかけうどん ・ぶっかけうどん ほか

シュークリームのサービスがあるよ！
☆１Ｆ生協ショップ（売店）にて、お菓子をプレゼント！

山口大学は敷地内
全面禁煙を実施し
ています。
クリーンな環境で
充実したキャンパス
ライフを提供します。

インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーション
本館玄関ロビー
機械・社建棟ロビー
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