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■社会福祉学科■

学科紹介、模擬講義、相談・懇談

大学構内案内図

図書館

講 堂学生寮

学生寮見学ツアーに参加の方は、

学生寮に直接来てね！！栄養学科受付

■栄養学科■

ガイダンス、見学･体験、相談

学生寮

受付

看護学科

受付

理学療法学科

受付

社会福祉学科

受付

■看護学科■

学科紹介、模擬講義､体験･展示､ 相談

■理学療法学科■

学科紹介、模擬講義 ■理学療法学科■

体験・見学
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13:00～15:00

目　　次

全体プログラム

看護学科プログラム

構内案内図

理学療法学科プログラム

社会福祉学科プログラム

栄養学科プログラム

学生寮見学会（あずまし寮）

English at AUHW ～Video introduction～

Ａ棟１Ｆ・Ａ棟２Ｆ　案内図

6

Ａ棟３Ｆ・Ｂ棟１Ｆ　案内図

1

2

3

4

5

参加される皆さまへのお願い／大学祭のご案内 13

巻末

7

8

9

10

11

12

Ｂ棟２Ｆ・Ｂ棟３Ｆ　案内図

Ｃ棟１Ｆ・Ｃ棟２Ｆ　案内図

Ｃ棟３Ｆ・Ｃ棟厚生棟　案内図



～ ～ ～ 受付

～ ～ ～ ■学科紹介

～ ～ ～ ■模擬講義　　看護学科　講師　小池祥太郎

　テーマ「採血技術の基礎知識」

～ ～ ■相談コーナー

～ ～ ～ ■体験・展示コーナー (詳細はp.2をご覧ください。)

～ ～ ～ 受付

～ ～ ～ ■学科紹介

■模擬講義　　理学療法学科　教授　岩月宏泰

　テーマ「理学療法士と健康増進」

～ ～ ～ ■体験・見学コーナー (詳細はp.3をご覧ください。)

■相談コーナー

～ ～ ～ 受付

～ ～ ～ ■学科長あいさつ

～ ～ ～ ■学科紹介（カリキュラム他）

～ ～ ～ ■模擬講義　　社会福祉学科　助教　葛西孝幸

　テーマ「保健医療福祉とＭＳＷ」

～ ～ ～ ■コーナー説明・移動

～ ～ ～ ■相談・懇談コーナー、動画上映（B110）

～ ～ ～ 入れ替え (詳細はp.4をご覧ください。)

～ ～ ～ ■相談・懇談コーナー、動画上映（B110）

～ ～ ～ 受付

～ ～ ～ ■学科ガイダンス

～ ～ ～ ■見学・体験・相談コーナー (詳細はp.5をご覧ください。)

～ ～ ■学生寮見学会(詳細はp.6をご覧ください。)

～ ～ ■図書館自由見学

全 体 プ ロ グ ラ ム

学　　科 場　所 プ ロ グ ラ ム 内 容

看 護 学 科

8:30 9:00

A101

A109･A110

9:45 11:00 A棟2F･3F各教室

9:20 9:40

9:00

第３部

12:30 13:00

13:20 13:40

社会福祉学科

8:30 9:00

B110

B305

9:50 11:00

理学療法学科

8:30 9:00

A111
9:00 9:40

B棟3F各教室

9:00

9:05

9:35

10:05 10:10

9:35

10:05

9:05

10:10 B棟1F各教室

10:30

10:35 10:55 B棟1F各教室12:35 12:55

10:30

10:35

11:05

■English at AUHW～Video introduction～
　（詳細はp.7をご覧ください。）

9:00 9:15

9:15 11:00

8:30

10:30 11:00

11:00 11:40

12:00 12:00

11:45 13:00

第１部 第２部

10:30 11:00

11:20 11:40

9:00 9:20 11:00 11:20

10:30 11:00

11:00

11:05 11:35

11:50 13:00

11:00 11:15

11:15 13:00

10:30 11:00

11:35

12:05 12:10

12:10

12:30

12:05

12:30

12:35

12:30 13:00

13:00 13:40

13:00

13:00

13:05

13:35

13:35

14:05

13:05

13:50 15:00

13:00 13:20

～ 15:00

13:00 13:15

13:15 15:00

12:30 13:00

14:05 14:10

14:10

14:30

14:35 14:55

14:30

14:35

12:30

15:00

13:45 12:00

国際科・人間総
合科学科目

C棟1F玄関前

C棟3F N2教室

C棟1F･2F各教室

学 内 見 学
15:30 あずまし寮

15:00 図書館9:00

9:00 ～
A107,A112,

B115,
C1F認定演習室

栄 養 学 科

8:30 9:00



OPEN CAMPUS 2021

看護学科へ

体験・展示コーナー 〖9:45～11:00/11:45～13:00/13:45～15:00 〗
会場：A棟2階・A棟3階

相談コーナー〖 9:00～12:00 /12:00～15:00〗 会場：A棟1階 A109・A110教室

学科紹介・模擬講義等 〖 9:00～9:40 / 11:00～11:40/13:00～13:40 〗
会場：A棟1階 A101教室

□参加申し込み時に相談コーナー参加を申し込んだ方が対象です。時間は当日受付でお知らせします。

看護を体験しよう♪

時 間 内 容

9:00～9:20 11:00～11:20 13:00～13:20 看護学科紹介（木村恵美子 学科長、学生）

9:20～9:40 11:20～11:40 13:20～13:40 模擬講義「採血技術の基礎知識」 小池祥太郎 講師

実施場所 体験・展示コーナーの企画内容

A
コ
｜
ス

① 基礎・成人実習室 A棟3階
A306教室

手洗いチェック「あなたの手洗い大丈夫？」
‐看護の基本は手洗いから！‐

基礎看護学

② A305講義室 A棟3階
A305教室

こころの不思議
「あなたには見える、見えない？」

精神看護学

B
コ
｜
ス

① 母性小児看護
実習室

A棟3階
A302教室

「聴けるかな？胎児心音♪」
「思春期ピアカウンセラーによる展示」
「赤ちゃんのお世話をしよう」

母性看護学
助産学
小児看護学

② 地域・老年看護
実習室

A棟3階
A301教室

高齢者疑似体験
-高齢者の世界を覗いてみよう-

老年看護学

お家で介護する部屋をのぞいてみよう 在宅看護学

C
コ
｜
ス

① シミュレーションラボ A棟2階
A212教室

最新式のシミュレーターでの看護体験！
「シムマンさんの担当看護師になろう！」

成人看護学

② フィジカルイグザミ
ネーションルーム

A棟3階
A304教室

看護を目指す方必見！看護の道
健康教育論の授業の様子お見せします！

看護管理学
保健学

※担当者がA,B,Cいずれかのコースをご案内します。皆さんは2か所を体験します。



皆様のお越しを教職員・在学生一同お待ちしております！

学科紹介

模擬講義 ① 9:00～9:40

②11:00～11:40

③13:00～13:40

場所：

A棟1階

A111

体験，見学，相談コーナー

① 9:50～11:00

②11:50～13:00

②13:50～15:00

場所：

B棟3階

各教室

※ 模擬講義①②③のテーマ

● テーピングコーナー（第1運動療法学実習室：B308）
理学療法で使われるテーピングの巻き方などが体験できます。

● 物理療法コーナー（物理療法学実習室：B310）
電気や光線，あるいは水などを用いた治療機器の体験ができます。

● 運動解析コーナー（運動学実習室：B301）
動作を分析するための3次元動作解析装置紹介をします。

● 生体機能計測コーナー（運動学実習室：B301）
呼吸・循環・代謝機能計測装置，筋電計など，
人の身体機能を計測するための設備を紹介します。

● 日常生活活動コーナー（日常動作学実習室：B309）
病気や怪我のために，日常生活の動作が不自由になった方への
便利な機器や道具などを展示紹介します。

● 解剖学コーナー（解剖学実習室：B307）
人の骨や筋肉，脳などの模型を展示します。

相談コーナーを含め、各コーナーを引率し紹介します。

「理学療法士と健康増進」

岩月 宏泰 学科長

学生と教員による相談コーナーを（生理学実習室：B305）で開催します。

大学での授業や生活のこと，入試のことなど， お気軽にご相談ください。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆プログラム 9:00～10:55 11:00～12:55 13:00～14:55 （B110他） 
 

〇模擬講義：大学での授業を体験します。 

〇動画上映：ソーシャルワーカーの仕事を理解できる動画を上映予定 

〇相談・懇談コーナー：在学生がみなさんの相談に応じます。 

           各部屋には教員もおります。お気軽に相談ください。 
 

１回目 ２回目 ３回目 次第 

8:30～ 10:30～ 12:30～ 受付開始 

9:00～ 11:00～ 13:00～ 学科長あいさつ 【B１１０】 

9:05～ 11:05～ 13:05～ 学科紹介（カリキュラム他） 【B１１０】 

9:35～ 11:35～ 13:35～ 

模擬講義 【B１１０】 

 テーマ「保健医療福祉と MSW」 

講師：葛西孝幸助教 

10:05 12:05 14:05 コーナー説明・移動 

10:10～ 12:10～ 14:10～ 

Aグループ B グループ 

相談・懇談コーナー 動画上映（20分） 

【B１０７ 4ブース】   

【B１０９ 7ブース】 【B１１０】 

【B１１６ 7ブース】   

【B１１７ 7ブース】   

10:30 12:30 14:30 入れ替え 

10:35～ 12:35～ 14:35～ 

動画上映（20分） 相談・懇談コーナー 

  【B１０７ 4ブース】 

【B１１０】 【B１０９ 7ブース】 

  【B１１６ 7ブース】 

  【B１１７ 7ブース】 

10:55 12:55 14:55 終了 

 



■プログラム (第1部) (第2部) (第3部) 

自由にまわって、お楽しみ下さい（入室人数に制限があります）。

８:30～９:00
10:30～11:00
12:30～13:00

受付 (場所：C棟1階玄関前)

９:00～９:15
11:00～11:15
13:00～13:15

■学科ガイダンス (場所：C棟3階N2教室)  

9:15～11:00
11:15～13:00
13:15～15:00

■見学・体験・相談コーナー (場所：下記参照)  

■見学・体験・相談コーナー

■ あなたの知らない、特定健康審査・保健指導の世界 (C棟1階ｾﾝﾀｰ執務室)

特定健康診査・保健指導って、知ってる？管理栄養士が関わっているんだって！
ちょっと、こいへぇ～、腹囲（人形）の測定してみよう！（ウェストじゃないよ♪）

■ 食事調査ってどんな調査 (C棟1階臨床栄養学実習室) 

食事調査法の一つ食物摂取頻度調査法の体験や、食事調査に必要なスキルとは何か
などを楽しく知ることができます。

■ 『きれい』と『汚い』を評価する (C棟1階食品加工実習室)  

器具の清浄度をどうやって評価するのか。微生物の培養には2～3 日かかる。
ATP 検査で迅速な衛生評価を体験しよう。

■ のぞいてみよう！栄養管理プロセス＆給食経営管理実習室
(C棟1階給食経営管理実習室・コミュニティーホール)  

病院の栄養管理と給食運営についてわかりやすく説明します。筋肉量や体脂肪率の測
定、大量調理室（厨房）見学もあるので、皆さん是非お立ち寄りください。

■ 楽しく選んで健康レストラン♪ (C棟2階 N講義室１)  

・ あなたが選んだ食事のバランスは？
・ 食育実践活動について ／ 学生が作成した教育媒体の展示
・ ベトナムナムディン看護大学との教育・学術交流のご紹介

■ 相談会 (場所：C棟2階栄養学実験室)  

学科についてのパネルを展示し、質問にお答えします。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

◆ 感染症対策の観点から見学希望の方へのお願い ◆ 

①参加していただけるのは、オープンキャンパス申込時に学生寮見学

を希望された方のみになります。 

②受付時間内に、あずまし寮正面玄関の受付にお越しください。 

③3 密を避けるため例年とは違い、見学は 10 分程度と短くなります。

説明も短くなりますので、その分詳細な案内資料をお渡しします。 

また、質疑応答はその場ではなく、後日メールでの対応とさせていた

だきます。 

皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願いします。 

◆ 受付時間  ：  8：30～15：30

◆ 受付場所  ：  あずまし寮玄関 

 

・マスクを着用しましょう 

・手指消毒をしましょう 

・寮内のものに触れないようにしましましょう 

ご不明な点は 

教務学生課 

学生寮担当まで 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

◆現在学生寮に住んでいる学生がツアーガイドを担当し、寮室

と共有スペースを案内します。 

◆案内は５コースに分け、他の見学者の方々との接触をできる

だけ避けるような順路にしており、帰りは裏口から退出してい

ただきます。 

 
 

 

令和元年９月２０日（金）までに 不明な点がある方、申し込みを



A棟2Ｆ

[1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　　　　看護学科経路　　　　　　　　　　理学療法学科経路

[1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　　　　看護学科経路　　　　　　　　　　理学療法学科経路

A棟1Ｆ

■理学療法学科■

学科紹介、模擬講義

[1]  9:00～9:40

[2]11:00～11:40

[3]13:00～13:40

■看護学科■

相談コーナー（学生・教員）

9:00～12:00

12:00～15:00

情報処理教室(A202)

待合室

■看護学科■ 体験・展示コーナー

最新式のシミュレーターでの看護体験！

「シムマンさんの担当看護師になろう！」

[1]9:45～11:00 [2]11:45～13:00 [3]13:45～15:00

■地域定着枠■

相談コーナー（教職員）

9:00～12:00

12:00～15:00

■看護学科■

学科紹介、模擬講義

[1] 9:00～ 9:40

[2]11:00～11:40

[3]13:00～13:40

看護学科受付

理学療法学科受付

待合室

■看護学科■

学科紹介、模擬講義

[1]  9:00～9:40

[2]11:00～11:40

[3]13:00～13:40

■English at AUHW■

Video introduction

9:00～15:00

■English at AUHW■

Video introduction

9:00～15:00



Ａ棟3Ｆ [1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　　　　看護学科経路

B棟1Ｆ [1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　　　　社会福祉学科経路

■看護学科■ 体験・展示コーナー

高齢者疑似体験

-高齢者の世界を覗いてみよう-

お家で介護する部屋をのぞいてみよう

■看護学科■ 体験・展示コーナー

「聴けるかな？胎児心音♪」

「思春期ピアカウンセラーによる展示」

「赤ちゃんのお世話をしよう」

■看護学科■ 体験・展示コーナー

看護を目指す方必見！看護の道

健康教育論の授業の様子をお見せします！

■看護学科■ 体験・展示コーナー

手洗いチェック「あなたの手洗い大丈夫？」

‐看護の基本は手洗いから！‐

■社会福祉学科■

相談・懇談

[1]10:10～、10:35～

[2]12:10～、12:35～

[3]14:10～、14:35～

■社会福祉学科■

学科紹介、模擬講義

[1]  9:00～10:05

[2]11:00～12:05

[3]13:00～14:05

社会福祉学科受付

■看護学科■ 体験・展示コーナー

こころの不思議

「あなたには見える、見えない？」

待合室

体験・展示コーナー

[1] 9:45～11:00

[2]11:45～13:00

[3]13:45～15:00

■社会福祉学科■

相談・懇談

[1]10:10～、10:35～

[2]12:10～、12:35～

[3]14:10～、14:35～

■社会福祉学科■

相談・懇談

[1]10:10～、10:35～

[2]12:10～、12:35～

[3]14:10～、14:35～

■社会福祉学科■

相談・懇談

[1]10:10～、10:35～

[2]12:10～、12:35～

[3]14:10～、14:35～

■English at AUHW■

Video introduction

9:00～15:00



B棟２Ｆ 　　　　　　　理学療法学科経路

B棟３Ｆ [1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　　　　理学療法学科経路

■理学療法学科■

相談コーナー

■理学療法学科■

解剖学コーナー

■理学療法学科■

運動解析コーナー

生体機能計測コーナー

■理学療法学科■

物理療法コーナー

■理学療法学科■

日常生活活動コーナー

■理学療法学科■

テーピングコーナー

待機

体験・見学コーナー

[1]9:50～11:00

[2]11:50～13:00

[3]13:50～15:00



C棟１Ｆ [1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　栄養学科経路

C棟２Ｆ [1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　栄養学科経路

■栄養学科■ 体験コーナー

食事調査ってどんな調査

[1] 9:15～11:00

[2]11:15～13:00

[3]13:15～15:00

■栄養学科■ 相談会

[1]  9:15～11:00

[2]11:15～13:00

[3]13:15～15:00

C
棟
厚
生
棟
へ

■栄養学科■ 体験コーナー

『きれい』と『汚い』を評価する

[1] 9:15～11:00

[2]11:15～13:00

[3]13:15～15:00

栄養学科受付

■栄養学科■ 見学・体験コーナー

楽しく選んで健康レストラン♪

[1] 9:15～11:00

[2]11:15～13:00

[3]13:15～15:00

学生センター

リンリンズ

ルーム

■栄養学科■ 見学・体験コーナー

あなたの知らない、

特定健康審査・保健指導の世界

[1] 9:15～11:00

[2]11:15～13:00

[3]13:15～15:00

待合室

■English at AUHW■

Video introduction

9:00～15:00



C棟３Ｆ [1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　　　　栄養学科経路

C棟厚生棟 [1]･･･第１部　[2]･･･第２部　[3]･･･第３部
　　　　　　　栄養学科経路

■学生寮■ あずまし寮見学会

※受付はあずまし寮玄関で行います。

■栄養学科■ 見学、体験コーナー

のぞいてみよう！

栄養管理プロセス＆給食経営管理実習室

[1]  9:15～11:00

[2]11:15～13:00

[3]13:15～15:00

■栄養学科■

学科ガイダンス

[1]  9:00～ 9:15

[2]11:00～11:15

[3]13:00～13:15

学生寮へ



・発熱、風邪症状が見られる場合や基礎疾患による感染リスクを心配される場合は、

　参加を控えていただきますようお願いします。

・特定警戒都道府県からの参加はご遠慮ください。

・感染が疑われる方との濃厚接触が疑われる場合、参加をご遠慮ください。

・学内に消毒液を用意してありますので、手指消毒をお願いします。

・マスクの着用をお願いいたします。お持ちでない方は総合案内へお越しください。

・ゴミはお持ち帰りください。

・エレベーターの利用が必要な方は、総合案内へお申し出ください。

・密集を避けるため、学科ごとの学内経路をご利用ください。

参加される皆さまへのお願い

皆様が安心して参加いただけるよう、以下のご協力をお願いいたします。

大学祭は10月9日(土)･10日(日)開催予定だよ。

くわしくは、ホームページを確認してね♥

令和２年度大学祭の様子



栄養学科はオレンジ

社会福祉学科はブルー

理学療法学科はグリー

看護学科はピンク

《学科受付》

看 護 学 科 → Ａ棟１階 東側

理学療法学科 → Ａ棟１階 西側

社会福祉学科 → Ｂ棟１階

栄 養 学 科 → Ｃ棟１階

Ａ棟 Ｂ棟

管
理
・
図
書
館
棟

講堂

青森県立保健大学 構内案内図

総合

案内

大学のスタッフは、

モーリーとリンリンがデザインされた

Ｔシャツを着ているよ。

わからないことがあったら聞いてみよう。

交流センター

講堂

アンケートにご協力お願いします。お帰りの際、受付に設置してある「アンケート回収箱」に入れてください。

看護

受付
理学

受付

社福

受付

密にならないように

移動してね。

Ｃ棟

栄養

受付

Ｃ棟

厚生棟

あずまし寮

受付


