2021 年 2 月 25 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

3 月オープンキャンパスについて
3 月 20 日（土・祝）に予定しております「3 月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
3 月オープンキャンパス（新高校 2・3 年生対象）

日時：3 月 20 日（土・祝）

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）
，学科教員とのフリートーク，入試相談，
キャンパスツアー（20 分）

備考：本イベントには，本学在学生は出席いたしません。

3 月 1 日（月）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 3 月 17 日（水）17：00 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

ノートルダム清心女子大学

3月オープンキャンパス
2021年3月20日（土・祝）
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，学科教員とのフリートーク，
入試相談，キャンパスツアー

予約について
3月１日（月）11：00～ 本学HPにて予約開始予定！
※予約受付は，3月17日（水）17：00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
・本イベントには本学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
プログラム

9: 30

英語英文学科
ミニ講義

10: 00

10: 30

11: 00

11: 30

12: 00

10:00 – 10:30

学科教員との
フリートーク

10:00 - 12:00

日本語日本文学科
ミニ講義

10:45 – 11:15

学科教員との
フリートーク

10:00 – 12:00

児童学科
ミニ講義

11:30 – 12:00

学科教員との
フリートーク

10:00 – 12:00

入試概要説明

10:00 – 10:30

入試相談

10:00 - 12:00

キャンパスツアー

10:00 – 10:20

10:45 – 11:15

10:30 – 10:50

11:00 – 11:20

11:30 – 11:50

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

13: 00

13: 30

14: 00

14: 30

15: 00

現代社会学科
ミニ講義

15:00 – 15:30

学科教員との
フリートーク

13:30 - 15:30

人間生活学科
ミニ講義

13:30 – 14:00

学科教員との
フリートーク

13:30 - 15:30

食品栄養学科
ミニ講義
学科教員との
フリートーク
入試概要説明
入試相談

キャンパスツアー

15: 30

14:15 – 14:45
13:30 - 15:30

13:30 – 14:00

14:15 – 14:45

13:30 - 15:30

13:30 – 13:50

14:00 – 14:20

14:30 – 14:50

15:00 – 15:20

学科ミニ講義

英語英文学科

日本語日本文学科

10:00~10:30

10:45~11:15

Recycling Fashion!

仮名を学ぶ

Carolyn Swierski 准教授

家入

博徳

講師

We'll talk about clothes and fashion

古典作品を参考に仮名を学んでいきます。

people

体仮名という仮名も用いられています。ま

and find out how we can help other
with

our

old

clothes.

We'll

watch a short DVD, and catch the
lyrics to a Taylor Swift song. We hope
to see you there!

書における仮名は平仮名だけではなく、変
た、それ以外にもある様々な仮名の特徴に
ついて見ていきます。

現代社会学科

人間生活学科

15:00~15:30

13:30~14:00

清朝皇帝の「観光」旅行と中華料理
鈴木

真

子ども食堂から広がる
人の輪、支援の輪

准教授

中井

俊雄

准教授

旅行といえば、旅先の景色・風物を見る観

子ども食堂が生まれた経緯や貧困の実態、

清 朝 時 代 （ 1636 ～ 1912 ） の 皇 帝 の 「 観

践し、広がりつつある岡山の子ども食堂の

光や、ご当地グルメでしょうか。今回は、

光」旅行や、豪華中華料理の代名詞ともい
える「満漢全席」についてお話します。

コロナ禍でも工夫しながら想いをもって実
活動などから、必要とされている地域での
生活支援についてお伝えします。

児童学科

食品栄養学科

11:30~12:00

14:15~14:45

みんなちがっていい！
「学び方」を学ぼう。
土居

現代の「食」について
裕士

教室の中には色んなタイプの子どもがいま
す。なのに「学び方」はみんな同じ？自分

に合った「学び方」とは何でしょうか。社

会科の授業を通して、「学び方」を学ぶ体
験をしてみましょう。

若本

准教授

ゆかり

准教授

「食」はその時代の社会状況やライフスタ
イルを反映し、多様化が進んでいます。そ

んな現代の「食」を取り上げながら、

「食」について学ぶ楽しさや難しさ、そし

て「食」に求められるニーズについてお話
します。

