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❹ 大学で英語力も高めたい、というあなた
大学１年次で学ぶ「教養教育英語」を体験してみよう！グローバルラウンジで、ネイティブの先生との英会話を楽しんでみるのもいいですね(「イングリッ
シュカフェ」)。英語「多読」教材の紹介も、ぜひ聴いてください！
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❺ 在学生の声をたくさん聴きたい、というあなた
大学生活トークショーや、在学生が参加する学部イベントを聴いてみよう！キャンパスツアーやサークル・部活の見学に参加するのもオススメです。女子
生徒の方は、女子カフェで、先輩女子との本音トークをお楽しみください。

❸ 海外留学やGFLに興味がある、というあなた
グローバルフロンティアリーダー（GFL）に興味がある方は、紹介コーナーで在学生から詳しく聴いてみよう。
海外留学に興味がある方は、ぜひグローバルラウンジへ！外国人留学生とお話ししたり（「グローバルカフェ」）、留学経験者の体験談を聴いてみよう
(「海外留学について」)。留学制度の詳細については、個別相談コーナーで質問してね！
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「GU'DAY 2017」では、たくさんのイベントを、繰り返し実施しています。皆さんの興味・関心や、時間の都合
にあわせて、自由に各イベントへ参加してください！以下のプランは、ほんの一例です

❶ 群馬大学をよく知らない、というあなた
群馬大学の全ての学部の紹介を１日で聴けるのが、１日体験デーの良いところ。気になる学部の学部紹介や、体験授業に参加してみよう！さらに詳しく知
りたくなったら、個別相談コーナーで質問してね。

❷ めざす学部を詳しく知りたい、というあなた
めざす学部のイベントをコンプリート！さらに詳しく知りたいことは、個別相談コーナーで質問しよう！

《プラン例》

「GU'DAY 2017」参加ガイド

キャンパス内には、このポロシャツを着た在学生が大

勢います。彼（彼女）らは「学生広報大使」。学生の視

点で群馬大学の魅力をPRするため、活動しています。

「GU'DAY 2017」にも運営スタッフとして携わってい

るので、分からないこと・困ったことがありましたら、

お気軽に声を掛けてくださいね。

「GU'DAY 2017」に参加された感

想等をお寄せください。専用ページ

（右のQRコード）から申込時のID・

パスワードでログインした後、「アン

ケート回答」ボタンをクリックして、回答してくだ

さい。アンケート完了画面を受付で提示いただけ

れば、オリジナルグッズをプレゼントします！

このポロシャツに
注目！！

このポロシャツに
注目！！ アンケートに御協力ください！
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グローバルフロンティアリーダー
（GFL）紹介コーナー

Ｄ－７　　　　　　　　　　　　　　
Ｄ－８

GFLコースについて、所属学生がご紹介し
ます。ポスター展示もあります。

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？スイーツを食べながら、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

グローバルカフェ

Ｌ－１

外国人留学生とのフリートークを楽しも
う！

イングリッシュカフェ 外国人教員との英会話を体験してみよう！

海外留学について 留学経験者の体験を聴きたい方はこちら
へ！

英語「多読」教材紹介 Ｌ－２ 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
（～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！

外国人教員
（～10:50）

日本人教員
（～13:50）

Ｃ－５ 外国人教員
（～10:50）

外国人教員
（～11:50）

日本人教員
（～12:50）

大学生活トークショー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ａ－１ 在学生たちが、大学生活の実態を語ります。

キャンパスツアー Ｃ－１ 荒牧キャンパスの見どころを、在学生がご
案内します。 10:00～14:30の間で15分ごとに出発（１周20分程度）

個別相談コーナー（キャンパスライ
フ、各学部での学修、入試制度、留
学、学生寮、奨学金など）

Ｄ－７ 皆さんの様々なご相談に、在学生や教職員
がお答えします。なんでも質問してみよう！ 10:00～15:00

個別相談コーナー（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。

サークル・　　　　　　　　　　　　
部活の    　　　　　　
体験･見学

茶道部 Ｄ－６ 茶道部よりお茶，和菓子を添え，おもてな
しいたします。 10:30～14:30

落語・コント研究会 Ｄ－５ 落語・コント研究会による、落語や漫才を
お楽しみください。

11:30
～

11:50

12:30
～

12:50

13:30
～

13:50

Origin折紙研究会 Ｃ－２ 折紙研究会メンバーの力作を展示していま
す。 常時展示 （10:00～15:00）

群馬大学概要紹介（動画上映） Ａ－２ 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
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教育学部

学部紹介「教育学部っ
てこんなところ」 Ｅ－２ 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」 Ｅ－３ 教育学部の授業を体験してみよう！

専攻別説明

詳しい案内
図をＥ入口
で配付しま
す。

教育学部の13専攻を、詳しくご紹介しま
す。

教員採用試験に向け
たサポート及びその後
の就職状況説明

Ｅ－１ 高い教員採用試験合格率に結びついてい
るサポート体制を、ご紹介します。

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」 Ｓ－２ 社会情報学部の授業を体験してみよう！

社会情報学部学生の
体験紹介 Ｓ－１ パンフレット制作学生委員会が作成してい

る学部パンフレットについて紹介します。

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－３ 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－４ 医学部医学科の授業を体験してみよう！

医学生の世界へようこ
そ Ａ－５ 医師を目指す学生生活を、在学生がご案内

します。

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」 Ｂ－４ 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。

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。

理工学部

学部紹介「理工学部っ
てこんなところ」 Ｃ－６ 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－７ 理工学部の授業を体験してみよう！

僕と私のキャンパスラ
イフ Ｃ－８ 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。

そ
の
他

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－８ 群馬大学が発行している各種資料を入手
できます。 10:00～15:00

群馬大学１日体験デー

GU'DAY 2017 タイムスケジュール
群馬大学１日体験デー

GU'DAY 2017 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。


