ノートルダム清心女子大学

9月オープンキャンパス（高3生・卒業生対象）
2020年９月2７日（日）
時間：10：00～12：00（受付 9：30～）
対象学科…英語英文学科・日本語日本文学科・児童学科
13：30～15：30（受付13：00～）
対象学科…現代社会学科・人間生活学科・食品栄養学科
※事前予約制。プログラムによって，定員の制限があります。

場所：ノートルダム清心女子大学
内容：学科ミニ講義，入試概要説明，各学科相談，入試相談

予約について
９月１日（火）11：00～ 本学HPにて予約開始予定！
※予約受付は，9月24日（木）までですが，定員になり次第，締め切りと
なりますのでご了承ください。
※できるだけ多くの対象の方にご参加いただくため，来場者（受験生）
1名につき，付添者（保護者等）1名とさせていただきます。
※ご予約と詳細は，受験生サイトをご確認ください。
ノートルダム清心女子大学受験生サイト ➡

備考
・「入試概要説明」は８月23日（日）・30（日）に開催する「8月入試説
明会」での説明内容と同じです。8月入試説明会にご参加の方は，
今回の同プログラムへのお申し込みはできるだけご遠慮ください。
・本イベントには在学生は出席いたしません。
・受験生ご本人のご参加が難しい場合，保護者の方のみでもご参加い
ただけます。
・学内に十分な駐車スペースがございません。ご来学の際は，できるだ
け公共交通機関をご利用ください。
【お問い合わせ先】ノートルダム清心女子大学
〒700-8516

岡山県岡山市北区伊福町2-16-9

入試広報部
TEL 086-255-5585

スケジュール
10：00～12：00（受付 9：30～） 対象学科…英語英文学科・日本語日本文学科・児童学科
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11:30 – 12:00
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13：30～15：30（受付13：00～） 対象学科…現代社会学科・人間生活学科・食品栄養学科
プログラム
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15: 00
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話せる言葉について学ぶことの意味

David Ramsey 教授

星野

佳之

准教授

We will practice meeting, greeting, and

「言葉を学ぶ」ことは「話せない言葉を学

fun,

れだけ「日本語」について知っているで

making new friends in English through a
question-answer

“People Search.”

activity

called

We will also watch,

listen to, and practice a short dramatic

conversation, filling in missing words on
a print.

ぶ」ことだけではありません。私たちはど

しょうか。振り返れば、思った以上に複雑

な振る舞いをする、私たち自身の姿がある
はずです。

現代社会学科

人間生活学科

15:00~15:30

13:30~14:00

自動運転車の倫理とグローバル化
福田

雄

歴史から住まいを考える

講師

成清

仁士

准教授

自動運転技術の開発と実用化をめぐる問題

皆さんが将来住みたい住まいは、どのよう

宗教ー文化的影響を検討するとともに、社

できる住まいは、どのようなものでしょう。

をとりあげ、私たちのもつ道徳についての
会学の基本的考え方を紹介します。

なものでしょうか。また、人と自然が共存
住まいの歴史を紐解くことを通して、これ

からの住まいのあり方について考えてみま
しょう。

児童学科

食品栄養学科

11:30~12:00

14:15~14:45

算数の文章題が解けるように
なりたいな
杉能 道明 准教授

水分補給の基礎知識

算数・数学という教科は好き・嫌いがはっ

熱中症予防のためには，ただの水を飲むよ

を聞くと，文章題，割合の問題が苦手だか

クを飲む方がよいといわれます。どうして

きりしている教科です。嫌いだという理由
ら，というものが多いようです。文章題が

解けるようになる秘訣を一緒に考えてみま
しょう。

林

泰資

教授

り，アイソトニック飲料やスポーツドリン
なのでしょうか？この理由について，実際

に本学で行っている実験授業をもとに解説
します。

2020 年 8 月 5 日
高校生・保護者の皆様へ
ノートルダム清心女子大学

入試広報部

9 月オープンキャンパスについて
9 月 27 日（日）に予定しております「オープンキャンパス」について，新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から，実施方法や内容を見直しました。その結果，実施時間・対象学科を午

前と午後に分け，限定したプログラム内容で実施することにいたしました。従来の開催内容を想
定し，来場をご予定いただいていた皆様には大変申し訳ございませんが，ご理解の程お願い申し
上げます。

なお，今後の状況次第では，さらに変更が生じる場合もございますが，最新情報は本学ホーム

ページにて随時お知らせいたしますので，ご確認ください。
記

9 月オープンキャンパス（高 3 生・卒業生対象） ※詳細は別紙をご参照ください

日時：9 月 27 日（日）

10：00～12：00 英語英文学科・日本語日本文学科・児童学科

13：30～15：30 現代社会学科・人間生活学科・食品栄養学科

※事前予約制です。プログラムによって，定員の制限があります。

場所：ノートルダム清心女子大学

内容：学科ミニ講義（30 分）
，入試概要説明（30 分），各学科相談，入試相談

備考：
「入試概要説明」は８月 23 日（日）
・30（日）に開催する「8 月入試説明会」での説明内
容と同じです。8 月入試説明会にご参加の方は，今回の同プログラムへのお申し込みは
できるだけご遠慮ください。

本イベントには，在学生は出席いたしません。

9 月 1 日（火）11：00 から本学ホームページにて予約開始予定です。予約受付は 9 月 24
日（木）までですが，定員になり次第，締め切りとなりますのでご了承ください。

できるだけ多くの対象者の方にご参加いただくため，来場者（受験生）1 名につき，付添
者（保護者等）1 名とさせていただきます。

受験生ご本人のご参加が難しい場合，保護者の方のみでもご参加いただけます。

学内に十分な駐車スペースがございません。ご来学の際は，できるだけ公共交通機関を
ご利用ください。

以上
【本件についてのお問い合わせ先】
ノートルダム清心女子大学 入試広報部
TEL：086-255-5585
e-mail：apoffice@post.ndsu.ac.jp
＜事務取扱時間＞
平日 8:30～16:30 土曜 8:30～12:30

