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留学・グローバルフロンティアリーダー
（GFL）　ガイダンス Ｃ－１ 留学制度やGFL コースの概要をご紹介し

ます。
グローバルフロンティアリーダー
（GFL）　個別相談コーナー Ｃ－２ GFL コース所属学生が、活動内容を詳し

くご紹介します。（ブース形式） 10:00～15:00

女子カフェ　【女子生徒限定企画】 Ｄ－１
女の子だけで話したい本音トークで盛り上
がりませんか？女子の先輩たちに、いろい
ろ聞いてみよう！

10:00～15:00

グローバル
ラウンジ

留学生によるフリー
トークコーナー

Ｌ－２

海外からの留学生が、母国と群馬の生活に
ついて日本語と英語で紹介する、気軽なお
しゃべりコーナーです。

海外留学経験者による
報告会

海外への留学経験者が、海外留学の魅力や
その意義についてお話しします。

海外留学等に関する個
別相談コーナー

海外留学についてのご質問に、担当職員が
お答えします。 10:00～15:00

英語「多読」教材紹介 Ｌ－１ 群馬大学の英語教育の特色である「多読」
について、ご紹介します。

外国人教員
（～13:20）

外国人教員
（～14:50）

教養教育英語の体験授業 Ｃ－３ 群馬大学で学ぶ「教養教育英語」の授業を
体験してみよう！

日本人教員
（～10:50）

外国人教員
（～11:50）

大学生活トークショー Ｅ－５ 在学生たちが、大学生活の実態を語ります。

群大生の１日ムービー Ｅ－６ 群大生の１日を、在学生が撮影した映像で
ご紹介します。

キャンパスツアー Ｅ－４
荒牧キャンパスの見どころを、在学生がご
案内します。「次世代モビリティ社会実装
研究センター」も、ツアー限定でご紹介！

10:00 ～ 14:30 の間で 30分ごとに出発（１周30分程度）

個別相談
コーナー

入学試験、学生支援（学
生寮、奨学金） Ａ－３ 入試制度や学生支援（学生寮、奨学金）に

ついてのご質問にお答えします。 10:00～15:00

障害学生支援 Ｂ－４ 障害のある方へのサポート体制について、
ご説明します。 10:00～15:00

就職 Ｆ 就職状況や、サポート体制を知りたい方は
こちらへ！ 10:00～15:00

保護者向け説明会

Ｃ－４

教育や就職等、群馬大学で学ぶメリットに
ついて、教員がお話しします。

入学試験ガイダンス
大学入試についてまだ知らない・よくわか
らない、というあなたに、大学入試のしく
みをやさしく解説します。

サークル・
部活の
体験 ･見学

Ｅ－３ 折紙研究会メンバーの力作を展示していま
す。ぐんまちゃん折紙も折れます！ 10:00 ～ 15:00

群馬大学フィルハーモ
ニックオーケストラ Ｅ－２ 楽器体験や紹介動画の上映を実施します。色

んな学部の先輩とも話せるチャンス！ 10:00 ～ 15:00

群馬大学概要紹介（動画上映） Ｅ－１ 群馬大学の全体像を紹介する動画（25分
程度）を上映しています。 常時上映（10:00～ 15:00）

図書館体験（自由見学） Ｌ 大学の図書館を、自由にご覧ください。 10:00 ～ 15:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  10:00　　  10:30　　  11:00　　  11:30　　  12:00　　  12:30　　  13:00　　  13:30　　  14:00　　  14:30　　  15:00 

ト
ン
ベ
イ
部
学

教育学部

学部紹介「教育学部っ
てこんなところ」

Ｅ－７
教育学部の概要を紹介します。

体験授業「教育学部で学
ぶこと入門」 教育学部の授業を体験してみよう！

個別相談コーナー、
パネル展示 Ｅ－９ 教育学部についてのご質問に、在学生・教

職員がお答えします。 10:00～15:00

教育学部紹介動画上映 Ｅ－８ 教育学部の各専攻を紹介する動画（25分
程度）を上映しています。 10:00～15:00

社会情報
学部

学部紹介「社会情報学
部ってこんなところ」

Ｓ－３
社会情報学部の概要を紹介します。

体験授業「社会情報学
部で学ぶこと入門」 社会情報学部の授業を体験してみよう！

社会情報学部生の活動
紹介 Ｓ－２

冊子制作団体である、「パンフレット制作
学生委員会」や「SIJ」の活動内容をご紹
介します。 フ

ン
パ

SIJ
フ
ン
パ
SIJ

フ
ン
パ

SIJ

個別相談コーナー、
パネル展示　　　　　　　　　　　　　　Ｓ－１ 社会情報学部についてのご質問に、在学生・

教職員がお答えします。 10:00～15:00

医学部
医学科

学部紹介「医学部医学
科ってこんなところ」 Ａ－４ 医学部医学科の概要を紹介します。 

体験授業「医学部医学
科で学ぶこと入門」 Ａ－５ 医学部医学科の授業を体験してみよう！

在学生体験発表 Ａ－２ 医師を目指す学生生活を、在学生がご案内
します。

個別相談コーナー　　　　　　　　　　　　　　　Ａ－１ 医学部医学科についてのご質問に、在学生・
教職員がお答えします。 10:00～15:00

医学部
保健学科

学部紹介「医学部保健
学科ってこんなところ」

Ｂ－１
医学部保健学科の概要を紹介します。

体験授業「医学部保健
学科で学ぶこと入門」 医学部保健学科の授業を体験してみよう！

医療系学生の世界へよ
うこそ：看護・検査編

Ｂ－３

看護師や臨床検査技師を目指す学生生活
を、教員と在学生がご案内します。

個別相談コーナー、パ
ネル展示（看護・検査）

皆さんの様々なご相談に、在学生や教員が
お答えします。なんでも質問してみよう！

医療系学生の世界へよ
うこそ：理学・作業編

Ｂ－２

理学療法士や作業療法士を目指す学生生活
を、教員と在学生がご案内します。

個別相談コーナー、パ
ネル展示（理学・作業）

皆さんの様々なご相談に、在学生や教員が
お答えします。なんでも質問してみよう！

理工学部

学部紹介「理工学部っ
てこんなところ」 Ｃ－５ 理工学部の概要を紹介します。

体験授業「理工学部で
学ぶこと入門」 Ｃ－８ 理工学部の授業を体験してみよう！

学生によるキャンパス
ライフ紹介 Ｃ－７ 在学生が、理工学部のキャンパスライフに

ついてご紹介します。

個別相談コーナー　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ－６ 理工学部についてのご質問に、在学生・教
職員がお答えします。 10:00～15:00

他
の
そ
学生食堂 Ｄ－２ 安い！早い！美味しい！３拍子そろったラ

ンチをお楽しみください。 10:00 ～ 15:00 （オーダーは10:00～ 14:30）

生協売店 Ｄ－３ 群大生が１日に１度は利用する売店です。 10:00～15:00
記念撮影コーナー Ｄ－４ ご来場の記念に、ご利用ください。 10:00～15:00

資料コーナー Ｄ－５ 群馬大学が発行している各種資料を入手で
きます。休憩所としてもご利用ください。 10:00～15:00

群馬大学オープンキャンパス

GU'DAY 2018 タイムスケジュール
群馬大学オープンキャンパス

GU'DAY 2018 タイムスケジュール
グッデイ

説明会等の混雑状況によっては、立ち見をお願いしたり、入場をお断りすることもありますが御了承ください。
本学教職員・学生広報大使が、本日の様子を写真・ビデオで撮影し、本学Webサイト・SNSや広報資料などに使用しますので、 御了解ください。なお、撮影されて困る場合は、その旨を撮影
者にお伝えください。
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