入試内容説明会①
全体説明会②

アーキテクチュアデザイン﹂

﹁スペースデザイン・

﹁アナウンス入門講座﹂ 学科ガイダンス ③

入試内容説明会②

在校生によるスケッチ︑
レンダリング実習

プロダクトデザイン﹂

﹁インダストリアルデザイン・

﹁メディアデザイン・
インタラクションデザイン﹂

﹁ グラフィックデザイン﹂

ニチゲイで︑化けろ︒

全体説明会①

在学生による進学相談コーナー
進学相談コーナー

学科ガイダンス ②

﹁CMアイディアの発想法﹂

テレビ番組の制作④※

﹁音楽録音の技術﹂③※ ﹁音楽録音の技術﹂④※ ﹁音楽録音の技術﹂⑤※

﹁舞台美術の仕事﹂①※

﹁演出の仕事﹂②※

﹁戯曲の書き方﹂① ※

﹁舞台美術の仕事﹂②※

﹁戯曲の書き方﹂② ※

受付締切︶

﹁日舞の授業を体験しよう！﹂②※

﹁演技の授業を体験しよう！﹂③※

受付締切︶

演劇学科を知ろう！ ②

﹁企画制作の仕事﹂②※

進学相談コーナー②︵

在学生による何でも相談コーナー②︵

﹁洋舞の授業を体験しよう！﹂②※

﹁演劇学科の授業を覗いてみよう！﹂

学科説明会
﹁文芸学科はこんなところ﹂③
﹁図書館のしごと入門﹂

﹁パソコンで雑誌を
編集してみよう﹂※

﹁リアルフィクションの構造・作品世界のルールを作ろう﹂

﹁オペラ﹂

受付は南棟６Fロビー︶

コンサート﹁吹奏楽﹂

音楽教育コースで学ぶ
︵音楽の先生になるには・音楽療法を学ぶ︶②

音楽学科スタジオで学ぶ﹁レコーディング演習﹂②

情報音楽コース体験授業﹁音のデザイン﹂②

コンサート﹁シンガーソングライターフェス２０１９﹂

申込受付

テレビ番組の制作⑤※

﹁テレビ番組の撮影と編集﹂

入試実技試験﹁鉛筆デッサン﹂︑﹁デザインプレゼンテーション﹂対策持参作品指導コーナー

﹁作文対策のイロハ﹂

優秀作品展+デザイン学科7分野紹介展示
デザイン学科施設見学

総合案内

学科ガイダンス ①

﹁企画制作の仕事﹂①※

受付締切︶

テレビ番組の制作③※

﹁テレビドラマの現在﹂ ﹁ラジオ番組の制作﹂

整理券配付︵録音スタジオＡ・テレビスタジオ企画について︶

﹁放送の現在と未来﹂

放送学科質問コーナー︵＊アナウンサー志望者質問コーナーを設けています︶
各回定員120名の企画です
テレビ番組の制作①※
テレビ番組の制作②※

録音スタジオ体験コーナー

ラジオ制作実習作品展示
各回定員 名の企画です
﹁音楽録音の技術﹂①※ ﹁音楽録音の技術﹂②※

﹁演出の仕事﹂① ※

演劇学科を知ろう！ ① 中ホールを知ろう！

﹁洋舞の授業を体験しよう！﹂①※

在学生による何でも相談コーナー①︵

受付締切︶

﹁演技の授業を体験しよう！﹂②※

﹁演技の授業を覗いてみよう！﹂②※

﹁日舞の授業を体験しよう！﹂①※

﹁演技の授業を覗いてみよう！﹂①※

﹁演技の授業を体験しよう！﹂①※

進学相談コーナー①︵

進学相談コーナー

文芸学科施設見学

ゼミ雑誌の展示と配布

学科説明会
﹁文芸学科はこんなところ﹂①②

﹁作文から小説﹂

音楽教育コースで学ぶ
︵音楽の先生になるには・音楽療法を学ぶ︶①

申込受付

受付は南棟６Fロビー︶

情報音楽コース体験授業﹁音のデザイン﹂①

﹁ワンポイント管楽器レッスン﹂︵

進学相談会︵受付は南棟６Fロビー︶

﹁ワンポイントピアノレッスン﹂︵

展示﹁情報音楽コース﹃ ギャラリーSWITCH201９﹄﹂︵受付は南棟５Fロビー︶

音楽学科スタジオで学ぶ﹁レコーディング演習﹂①

﹁作曲・理論を学ぶ﹂①
﹁作曲・理論を学ぶ﹂②

情報音楽コース 進学説明会②

施設見学ツアー②

彫刻コース新専攻﹁地域芸術専攻﹂
説明会・入試相談会②

進学相談コーナー︵

受付締切︶②

施設見学ツアー③

学科説明④

﹁映像表現・理論コースで何を学ぶか﹂②

学科説明③

写真学科施設
見学ツアー②

施設見学ツアー④

※印のついている企画は、定員制の企画です。受付は東棟2階学生ホール（10：00〜）です。
詳しくは裏面をご確認ください。

﹁映像表現・理論コースで何を学ぶか﹂③

写真学科施設
見学ツアー③

写真学科
ガイダンス②

﹁現代・写真パラダイス♥日本編﹂

﹁現代・写真パラダイス★海外編﹂

﹁ デジタルで写真を楽しむ★﹂※

身近な植物たちの美﹂

﹁ちいさな世界・

﹁写真学科コレクションの
お宝で見る写真の歴史﹂

写真学科
ガイダンス①

情報音楽コース 進学説明会③

展示﹁理論コースポスター展示﹂ 展示﹁卒業作品・卒業論文展示﹂ ビデオ上映会﹁作曲・理論コースの活動﹂

情報音楽コース 進学説明会①

T I M E

﹁報道の現場より﹂

ワークショップ﹁人物デッサン﹂②

ワークショップ﹁油絵具に親しむ | 色と線とリズムで描く﹂※

ワークショップ﹁人物デッサン﹂①

ワークショップ﹁静物デッサン﹂

ワークショップ﹁版画を体験してみよう﹂
ワークショップ﹁活版印刷を体験してみよう﹂
彫刻コース新専攻﹁地域芸術専攻﹂
説明会・入試相談会①

ワークショップ﹁鉄で作品を造ってみよう﹂

絵画コース・彫刻コース 進学相談会 ＋ 入試実技参考作品展示

受付締切︶①

進学相談コーナー︵

施設見学ツアー①

学科説明②

﹁映像表現・理論コースで何を学ぶか﹂①

監督／撮影・録音／演技コース作品上映会

学科説明①

﹁写真はプリントが命﹂

写真学科の光景
写真学科施設
見学ツアー①

専任教員による進学相談コーナー

●

T A B L E
●

アトリエC ２

アトリエC ２

アトリエC ２

アトリエC １

アトリエC １

PCルーム／

工房

¦

アトリエＬ １

E

¦

学 生ホ ール

E

ミーティングルームC︑D

テレビスタジオ

録音スタジオC

録音スタジオB

¦

¦

¦

録音スタジオA

A

A

A

中ホール

第6実習室

第5実習室

第5実習室

第１実習室

第２実習室

第4実習室

ＤＴＰ室

文 芸ラウンジ

ゼミ室１〜4

¦

¦

文 芸ラウンジ

W

W

大ホール

合奏室D

小ホール

小ホール

小ホール

音楽レッスン室A6・D1

音楽レッスン室
A2・A３・A４・研究室L

音楽レッスン室B３・B6

南棟５F

音楽学科スタジオ

演習室C2

演習室C2

演習室C１

絵画アトリエ３年B

絵画アトリエ３年A

多目的室

美術版画室

研究室Ⅰ

金属アトリエ

¦

¦

彫刻工房準備室

E

E

¦

¦

¦

写真講義室

¦

¦

¦

デジタルフォトラボ

E

E

E
在学生による進学相談コーナー

16:00

¦

16:00

E

﹁スタジオ・デモンストレーション﹂②

15:50

﹁スタジオ・デモンストレーション﹂①

15:50

作品展示

15:40

廊下展示ボード

15:40

スタジオ4 スタジオ5

﹁スタジオポートレート〜
撮影現場の雰囲気を体験﹂②※

全学共通科目
﹁自主創造の基礎﹂を知ろう！②

15:30

﹁スタジオポートレート〜撮影現場の雰囲気を体験﹂①※

﹁暗室で自分の写真を
密着プリントしよう！﹂※

国語︑英語の
﹁英語の絵本を作ろう﹂ 勉強法について② ※

15:30

日藝生となるための 日藝で学べる
心とからだの育成 外国語やメリットについて②

15:20

授業ライブ 2019

写真学科大スタジオ

16:00

15:20

﹁暗室で引伸しプリントする‼﹂※

16:00

15:10

大暗室 大仕上室

16:00

15:50

15:10

全学共通科目
﹁自主創造の基礎﹂を知ろう！①

15:50
15:50
15:50
15:50
15:50

15:00

¦

15:40
15:40
15:40
15:40
15:40
15:40
15:40
15:40

15:00

A

15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30

14:50

国語︑英語の
勉強法について① ※

15:20
15:20
15:20
15:20
15:20
15:20
15:20
15:20

14:50

日藝で学べる
外国語やメリットについて①

奨学金とお金の話②

芸術学部全体説明 ② 卒業後の進路について ②

奨学金とお金の話①

15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10

15:50
15:50

15:00
15:00

14:40

¦

¦

¦

図書館開館
芸術資料館開館

総合相談コーナー

ビデオ上映コーナー

14:50
14:50
14:50

※印のついている企画は、定員制の企画です。整理券配付は北棟2階中ホールロビーです。
詳しくは裏面をご確認ください。

14:40
14:40
14:40
14:40
14:40

A

A

A

図書館

¦

芸術資料館

W

芸術学部全体説明 ① 卒業後の進路について ①

14:30

※印のついている企画は、定員制の企画です。受付は西棟5階文芸ラウンジです。
詳しくは裏面をご確認ください。

15:00
15:00
15:30
15:00
15:00
15:00
15:00

※印のついている企画は、定員制の企画です。
詳しくは裏面をご確認ください。

14:30
14:30

15:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

※印のついている企画は、定員制の企画です。受付は東棟２階階段ホールです。
詳しくは裏面をご確認ください。
：公開授業

14:20
14:20
14:20
14:20
14:30

※印のついている企画は、定員制の企画です。
詳しくは裏面をご確認ください。
：体験授業

13:20
13:20

16:00

13:50
13:50

14:20
14:30

16:00

13:10
13:10

14:50
14:50
14:50
14:50
14:50

13:40

14:20
14:20
14:20

16:00

13:30
13:30

15:30

14:10
14:10
14:10

16:00

14:10
14:10
14:10
14:10

14:40
14:40

13:00
13:00
13:00

14:40
14:40

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

12:40
12:40

13:50
13:50

12:50
12:50
12:50
12:50

13:20
13:20

16:00

13:40

14:00

14:20

12:50
12:50
12:50
12:50

14:10

12:40
12:40
12:40
12:40

14:10

12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

13:20
13:20
13:20

12:20

13:50
13:50

12:20
12:20
12:20

13:10
13:10
13:10
13:10
13:10

13:50
13:50

12:10
12:10
12:10
12:10

学芸員実習室

大ホ ール

：模擬授業
※

12:00

13:40

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

13:00
13:00
13:00

10:50

13:40

11:50
11:50
11:50
11:50
11:50
11:50

13:40

11:40
11:40
11:40
11:40
11:40
11:40

13:40
13:40

11:30
11:30
11:30
11:30
11:30
11:30

12:50
12:50

10:50

13:30

11:20
11:20
11:20
11:20
11:20
11:20

13:30

11:10
11:10
11:10
11:10
11:10
11:10

12:20
12:20

11:00
11:00
11:00

13:30
13:30

11:00
11:00
11:00

12:10
12:10

10:50

10:40

12:40

10:50
11:30
10:50

10:40
10:50

12:40

10:40
10:40
10:40

10:30
10:40

12:30
12:30

10:10

10:30
10:30

12:40
12:40

10:30
10:30
10:30

12:30
12:30

10:20
10:20
10:20

13:30

14:20

10:00

14:10

12:20
12:20
12:20
12:20

13:40

11:50
11:50
11:50
11:50

14:00

12:10
12:10
12:10
12:10

13:50
13:50

12:00
12:00
12:00

13:40
13:40

11:40
11:40
11:40
11:40

13:30

11:30
11:30
12:00
11:30
11:30

13:30
13:30

11:20
11:20
11:20
11:20

13:20

11:10
11:10
11:10
11:10

13:20
13:20

10:50
12:00
11:00
11:00

14:00

12:00

11:00

50

10:50
10:50
10:50

13:10

10:40
10:40
10:40
10:40

13:10
13:10

10:30
10:30
10:30
10:30

13:00

10:20
10:20
10:20
10:20

13:00

10:10
10:10
10:10
10:10

13:00

14:00

11:00
10:00

13:00

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

10:20

2

10:10
10:20
10:20

1

B1 F
B1 F

10:00
10:10
10:10

101
206
205
205
204
102
102
102
202

10:00
10:00

301
207
303
302
301
303
303
302

EB

102

EB
302

10:10

10:00

3F
2F
2F
2F
1F
B1 F
B1 F
B1 F
3F
3F
3F
2F
2F

1F
1F
B1 F
B1 F
B1 F
5F
5F
5F
3F
3F
2F
6F
6F
6F
6F
6F
6F
5F
5F
5F
5F
5F
7F
7F
3F
3F
B1 F
B1 F
B1 F
3F
1F
B1 F
AB

2F
2F
2F
2F
2F
1F
1F

B1F
1F
1F
1F
2F
3F 4F

10:00
10:10

6.23
2F
2F
2F
2F
2F
1F 1F 3F

1F
2F
3F 3F

西西棟棟
東 棟
南 棟
A 棟
北 棟
西 棟
大
音
東 棟
南 棟
西 棟
東 棟

中
音楽実習棟 大ホール棟

1F
2F 2F

A棟
東 棟
棟
A
A棟
西棟
大

デ ザイン学 科
放送学科
演劇学科
文芸学科
音楽学科
美術学科
映画学科
写真学科
芸術教養課程
全体企画

：特別授業

Illustration by Natsumi Asai ©2019

キャンパス内の施設について

写真学科

よ うこ そ 日 藝ア ー トワ ー ル ドへ！

①食堂
（食堂棟）…
営業時間 11：00〜15：00
混雑が予想されますのでご留意ください。
②購買部（クラブハウス・購買部棟）
…
営業時間 11：00〜15：00
軽食を販売しています。また書籍・文具類
を割引価格で販売しています。
③飲物・物品販売…飲物・日藝グッズを販売し
ています。また、各所に自動販売機がござ
います。
④総合案内…特設テント内で各企画の場所
等をご案内しています。お気軽にお声がけ
ください。
⑤アンケート記入スペース
⑥写真撮影ポイント
『キセキの石』
彫刻：鞍掛純一
（教授）
この石を3回なでるといいことがあるそう
です。
休憩スペース

南門

クラブハウス・
購買部棟

南棟

東

模擬授業「写真はプリントが命」／ 10:10〜10:40
内容： あじわい深い銀塩プリントの魅力について語ります。
担当教員： 原 直久（講師）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。

東

模擬授業「報道の現場より」／ 10:55〜11:25
内容： 現場取材の最前線の話をお伝えします。
担当教員： 読売新聞社写真部 日本大学芸術学部写真学科OBカメラマン
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。

（学生ホール）

①

東棟・南棟 入口
（各階）

⑥
（1階E-101）

西棟

キセキの石

（2階ホール）

（各階）

：地下2階、3階
（ 男性
女性：地下1階、2〜4階 ）

東棟

東

（1・2階）

東

（地下1階、3〜7階）

屋外ステージ

④

西棟入口

東

③

北棟

A棟
（1階A-101）

②

食堂棟

トイレ

大 ホール棟

音 楽実習棟

守衛所

（2階）

東門

北棟入口

東

ギャラリー棟

⑤

A棟・大ホール入口

北口）→

至江古田駅（

アンケートにご協力ください

オ ー プンキャンパス 企 画一覧

今後の参考とさせていただきたく、アンケートにぜひご協力ください。
記入の終わりましたアンケート用紙は、⑤アンケート記入スペース、または
各学科所定のボックスにお入れください。

オープンキャンパス企画一覧
全 体 企 画
大

芸術学部全体説明／ ①10:00〜10:30 ②12:00〜12:30
内容： 初めて日藝を知る方や保護者向けに、学部全体の説明（学科・入試
概要以外）を行います。
場所： 大ホール
備考： 来場者多数の場合は、入場を制限させていただく場合があります。

大

卒業後の進路について／ ①10:40〜11:30 ②12：40〜13:30
内容：就職活動の概要や主な就職先などの解説の他、企業に就職した卒
業生を招いて、就職活動の体験談や学生時代に力を入れたことな
どを語ってもらいます。
場所： 大ホール

西

総合相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 学生生活、奨学金、進路（就職）、入試全般（編入学を含む）に関する相
談にお答えします。
保護者の方からの質問・相談もお受けします。
場所： 西棟3F 学芸員実習室

西

ビデオ上映コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 映画学科演技コース、演劇学科演技・舞踊（日舞専攻・洋舞専攻）
の各コース実技試験参考ビデオを上映します。
場所： 西棟3F W-302

西

図書館開館／ 10:00〜16:00
内容：「くつろぎライブラリー」をオープンしています。ホッと一息、おくつ
ろぎください。所蔵の図書やDVDを見ることができます。
場所： 西棟4F 図書館

※各企画の頭の文字と、campus map の棟名称を合わせてご覧ください。

東

東

全体企画

西
西

芸術資料館開館／ 10:00〜16:00
内容：企画展
（
『Photogenic × Book
「#photogenibook展」』
）
場所： 西棟3F 芸術資料館
ウェルカムライブ／ 開場時
場所： 中庭
演奏： 竹田香子（助教）他
備考： 金管生演奏で皆様を校内にお迎えいたします。

北

学生団体によるパフォーマンス
内容： 学生団体有志が日頃の練習の成果を披露します。
場所： 北棟屋外ステージ他

A

奨学金とお金のはなし／ ①11:30〜12:30 ②13：30〜14:30
内容： 進学費用のための資金計画や安心して奨学金を利用するための知識について、
ファイナンシャル・プランナーがお話します。
場所： A棟2F A-202

写 真 学 科 ○○○ Photography
東

専任教員による進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 入学試験や授業の内容、学生生活、進路など、写真学科専任教員が皆さんの質問に
お答えします。
場所： 東棟2F E-205

東

在学生による進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 授業や学生生活などについて在学生がお答えします。
場所： 東棟2F E-204

東

写真学科施設見学ツアー／ ①10:40 ②12:35 ③15:25
（ 所要時間約25分）
内容： 写真学科の実習施設をツアーで見学します。なお、①②の回ではツアー終了後
スタジオ5で実際の商品撮影のセットを説明します（途中入退場自由）。
担当教員： 鳥海 早喜（専任講師）、重松 駿（助教）
集合場所： 東棟2F E-205

東

東

写真学科の光景／ 10:00〜16:00
内容： 写真学科の授業風景や学生生活などの写真のスライドショー
場所： 東棟2F E-206

東

東

模擬授業「写真学科コレクションのお宝で見る写真の歴史」／ 12:20〜12:50
内容： 写真学科で所蔵しているオリジナルプリントには貴重なものがたくさんあります。
それらを紹介しながら、写真の歴史をお話しします。
担当教員： 高橋 則英（教授）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。
模擬授業「ちいさな世界・身近な植物たちの美」／ 13:10〜13:40
内容： 普段、何気なく歩いている足下に拡がる植物たちの「ちいさな世界」をお見せします。
担当教員： 甲田 謙一（教授）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。
模擬授業「現代・写真パラダイス★海外編」／ 13:50〜14:20
内容： 海外の現代写真の先端的表現傾向を紹介します。
担当教員： 佐藤 英裕（教授）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。
模擬授業「現代・写真パラダイス♥日本編」／ 14:30〜15:00
内容： 現代写真家の写真を軸に、写真の幅広い傾向を紹介します。
担当教員： 西垣 仁美（教授）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。
模擬授業「スタジオ・デモンストレーション」／ ①11:05〜11:35 ②13:00〜13:30
内容： 商品撮影のテクニックをお見せします。
担当教員： 南岡 秀男（講師）
場所： 東棟1F スタジオ4 スタジオ5
備考： 時間までに会場に直接集合してください。
体験授業「暗室で引伸しプリントする!!」／ 10:20〜11:50
内容： 暗室にて、黒白写真の引伸しプリント作業を体験します。
担当教員： 田中 里実（准教授）
場所： 東棟地下1F 大暗室 大仕上室
備考： 貸し出し用ネガフィルムを用意しています。
定員20名〔10:00より東棟2F 階段ホールにて受付（先着順）〕
＊見学は随時可能です。
体験授業「暗室で自分の写真を密着プリントしよう！」／ 14：30〜16：00
内容： 暗室にてデジタルネガを使って自分の写真をプリントします。デジタルネガの制作は
スタッフが行います。
担当教員： 田中 里実（准教授）
場所： 東棟地下1F 大暗室 大仕上室
備考：プリントしたいデータをお持ちください。携帯スマホ内の写真でも可。
定員20名〔10:00より東棟2F 階段ホールにて受付（先着順）〕
＊見学は随時可能です。
体験授業「スタジオポートレート〜撮影現場の雰囲気を体験」／①10:20〜11:50 ②14:30〜16:00
内容： スタジオ内でのライティングを知り、モデルや受講者同士でのポートレート撮影を体験します。
担当教員： 浅井 譲（教授）
場所： 東棟1F 写真学科大スタジオ
備考： 各回とも定員20名〔10:00より東棟2F 階段ホールにて受付。
（先着順）〕
＊見学は随時可能です。

東

監督／撮影・録音／演技コース作品上映会／ 10:00〜16:00
内容： 監督／撮影・録音／演技各コースの課題作品・卒業制作を上映。
上映プログラムは会場にて発表。
担当教員： 映画学科教員
場所： 東棟地下1F EB-2

東

施設見学ツアー／ ①10：40〜11：30 ②12：10〜13：00 ③13：40〜14：30 ④15：10〜16：00
内容：在校生による映画学科の施設案内。
場所： 東棟1F E-102

南

ビデオ上映会「作曲・理論コースの活動」／ 10:00〜16:00
内容： 作曲・理論コースの作品や授業紹介ビデオの上映
担当教員： 伊藤 弘之（教授）、小林 純生（助教）
場所： 南棟5F 音楽演習室C2

南

展示「理論コースポスター展示」／ 10：00〜16：00
内容： 理論コースの研究内容をポスターで展示
担当教員： 伊藤 弘之（教授）、小林 純生（助教）
場所： 南棟5F 音楽演習室C2
公開講座「音楽教育コースで学ぶ（音楽の先生になるには・音楽療法を学ぶ）」

東
南

美 術 学 科 ○○○ Fine Arts
西

絵画コース・彫刻コース 進学相談会+入試実技参考作品展示／ 10:00〜16:00
内容： 絵画及び彫刻コースにおける授業等に関するご質問・ご相談にお答えします。
入試実技参考作品を展示するとともに、
作品を持参した方に講評と今後のための指導
を行います。
担当教員： 飯田 竜太（准教授）、坪井 麻衣子（専任講師）
場所： 西棟地下1F 彫刻工房準備室

西

ワークショップ「鉄で作品を造ってみよう」／ 10:00〜16:00
内容： 鉄を使った制作体験
担当教員： 大槻 孝之（教授）、鞍掛 純一（教授）、柴田 直起（助手）他
場所： 西棟地下1F 金属アトリエ
備考：ワークショップに必要な作業服等すべて用意してあります。

西

ワークショップ「版画を体験してみよう」／ 11:00〜16:00
内容： 版画（ドライポイント）の制作体験
担当教員： 笹井 祐子（教授）、関 貴子（助手）
場所： 西棟3F 美術版画室
備考： 道具一式は用意してあります。

西

ワークショップ「人物デッサン」／ ①10:00〜12:00 ②13:00〜15:00
内容： 人物デッサンの実習及び講評を行います。特に構図の基礎を学びます。
担当教員： 福島 唯史（教授）、瀬島 匠（教授）、大山 智子（助手）
場所： 西棟7F 絵画アトリエ3年A
備考： 画用紙・木炭紙・鉛筆（3B）
・木炭は支給。それ以外を使用する場合は各自持参。

西

ワークショップ「静物デッサン」／ 11:00〜16:00
内容：「版画専攻」新たに始まる入試実技デッサン指導及びアドバイス
担当教員： 池田 俊彦（講師）、関 貴子（助手）
場所： 西棟3F 多目的室
備考： 道具一式は用意してあります。

西

ワークショップ「油絵具に親しむ̶色と線とリズムで描く」／ 11:00〜16:00
内容： 実際に油絵具に触れながら描く対象（静物）
と向き合ってみましょう。初心者大歓迎
です。
担当教員： 渡辺 有葵（講師）、大山 智子（助手）
場所： 西棟7F 絵画アトリエ3年B
備考： 定員15名（先着）。用具類は用意してあります。

西

ワークショップ「活版印刷を体験してみよう」／ 11:00〜16:00
内容： 活版印刷で名刺やはがきの制作体験
担当教員： 大石 薫（講師）、関 貴子（助手）
場所： 西棟3F 美術版画室
備考： 道具一式は用意してあります。

内容： 教員免許の取得法や音楽療法についての紹介
担当教員： 𡈽野 研治（教授）、大寺 雅子（准教授）
場所： 東棟6F 音楽小ホール
レッスン「ワンポイントピアノレッスン」／ 11：00〜16：00（受付10：00〜）
内容：ピアノの個人レッスン
担当教員： 田代 幸弘（教授）、脇岡 洋平（講師）
場所： 南棟6F 音楽レッスン室B3・B6（南棟６Fロビーにて受付）

南

レッスン「ワンポイント管楽器レッスン」／ 10：00〜13：00（受付10：00〜）
内容： 日芸入学希望者へのワンポイントアドバイス
担当教員： 萩原 貴子（教授）、竹田 香子（助教）
場所： 南棟6F 音楽レッスン室A6・D1（南棟６Fロビーにて受付）

大

コンサート「吹奏楽」／ 14：30〜15：10
内容：レハール／喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 他
担当教員： 萩原 貴子（教授）、竹田 香子（助教）、稲川 榮一（講師）、板倉 駿夫（講師）
場所： 大ホール

南

情報音楽コース進学説明会／ ①10：00〜11：00 ②12：00〜13：00 ③14：00〜15：00
内容： 情報音楽コース進学希望者向け説明会
担当教員： 川上 央（教授）、三戸 勇気（准教授）、駒澤 大介（助教）
場所： 南棟5F 音楽演習室C1

東

情報音楽コース体験授業「音のデザイン」／ ①11：00〜12：00 ②13：00〜14：00
内容： 制品の音、
映像の音、
サイン音、
音感情デザインなど、
音のデザインのお話をします。
担当教員： 岩宮 眞一郎（講師）
場所： 東棟6F 音楽小ホール

南

体験授業 音楽学科スタジオで学ぶ「レコーディング演習」／ ①10：00〜11：30 ②14：00〜15：30
内容： スタジオの雰囲気を味わってみよう
担当教員： 駒澤 大介（助教）
場所： 南棟5階 音楽学科スタジオ

東

コンサート「シンガーソングライターフェス2019」／ 12：00〜13：00
内容：シンガーソングライターの学生によるコンサート
担当教員： 三戸 勇気（准教授）
場所： 東棟6F 音楽小ホール

南

展示「情報音楽コース『ギャラリーSWITCH2019』」／ 10：00〜16：00
内容： 音や音楽を使ったちょっと不思議でかなり面白い学生作品展示
担当教員： 川上 央（教授）、三戸 勇気（准教授）、駒澤 大介（助教）
場所： 南棟5F（受付は南棟5Fロビー）

施設見学／ 10:00〜16:00
内容： 西棟5F文芸学科フロアにある施設を、自由に見学していただけます。
場所： 資料室、文芸ラウンジ、出版編集室、DTP室

西

進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 入試、授業など、文芸学科について何でも質問できるコーナーです。
在学生による相談コーナーもあります。
場所： 西棟5F ゼミ室1〜4

南

進学相談会／ 10:00〜16:00
内容： 入学試験や授業内容、進路など、専任教員があなたの質問にお答えします。
担当教員： 音楽学科専任教員
場所： 南棟5・6F 音楽レッスン室A２・A３・A４・研究室L（南棟６階ロビーにて受付）

西

ゼミ雑誌の展示と配布／ 10:00〜16:00
内容： 学生がゼミや実習で制作した雑誌を手に取ってご覧ください。
持ち帰りも自由です。
場所： 西棟5F 文芸ラウンジ

進学相談コーナー
①10:00〜12:00
（11:30受付締切） ②13:30〜16:00
（15:30受付締切）
内容： 映画学科における入学試験や授業などに関する個別質問・相談。
場所： 東棟3F E-302

南

展示「卒業作品・卒業論文展示」／ 10:00〜16:00
内容： 作曲・理論、音楽教育、情報音楽コースの優秀卒業作品・卒業論文展示
担当教員： 卒業作品・論文指導教員
場所： 南棟5F 音楽演習室C2

西

公開講座「作文から小説」／ 11:00〜11:50
内容： 創作するのに必要な素質、それをいかに養成するかについて考えます。
担当教員： 楊 逸（教授）
場所： 西棟3F W-303

学科説明／ ①10:00〜10：30 ②11：30〜12：00 ③13:00〜13:30 ④14：30〜15：00
内容：専任教員による映画学科の紹介、
AO入試の説明。
場所： A棟地下1F AB-101

南

西

公開講座「リアルフィクションの構造・作品世界のルールを作ろう」／ 13:00〜13:50
内容： 言葉で世界をあやつる方法について。SFの名作などから世界観設定の極意を
学ぼう。
担当教員： 青木 敬士（教授）
場所： 西棟3F W-303

東

写真学科ガイダンス／ ①11:55〜12:15 ②15：00〜15：20
内容： 写真学科の授業などについて説明します（途中入退室自由）。
担当教員： 秋元 貴美子（教授）
場所： 東棟2F E-206

映 画 学 科 ○○○ Cinema

音 楽 学 科 ○○○ Music

公開講座「作曲・理論を学ぶ」／ ①11:30〜12:30 ②13:00〜14:00
内容： 作曲や音楽学を学びたい進学希望者へのアドバイス
担当教員： 伊藤 弘之（教授）、小林 純生（助教）
場所： 南棟5F 音楽演習室C2

西

西

体験講座「パソコンで雑誌を編集してみよう」／ 15:00〜15:50
内容： Macを使って雑誌の誌面をデザインしてみよう。
担当教員： 谷村 順一（准教授）
場所： 西棟5F DTP室
備考： パソコン台数に限りがあるため、
先着20名、
西棟5F文芸ラウンジ受付にて10時から
「整理券」を配付します。

演 劇 学 科 ○○○ Theatre
北

演劇学科を知ろう！／①10:00〜10:30 ②15:00〜15:30
内容： 演劇学科に関する総合ガイダンス。
担当教員： 松山 立（専任講師）ほか
場所： 北棟２F 中ホール

北

中ホールを知ろう！／11:00〜12:00
内容： 演劇学科の要である中ホールの機能・魅力をあますところなくご紹介します。
場所： 大久保 惠児（教授）、山口 英峰（専任講師）ほか
備考： 北棟２F 中ホール

北

進学相談コーナー／①10:00〜12:30（12:00受付締切） ②13:30〜16:00（15:30受付締切）
内容： 演劇学科における入試、授業などに関する質問・相談。
（※志望コースごとのグループで行います。）
場所： 北棟１F 第５実習室（※受付会場）
備考： 整理札による先着順でお呼びします。
在学生による何でも相談コーナー

北

①10:00〜12:30
（12:00受付締切） ②13:30〜16:00
（15:30受付締切）

内容： 演劇学科の在学生と直接話をしていろいろ聞いてみよう。
場所： 北棟１F 第５実習室（※受付会場）
備考： 整理札による先着順でお呼びします。

北

体験授業「洋舞の授業を体験しよう！」／ ①10:45〜12：15 ②13:30〜15:00
内容： 洋舞実習を疑似体験しながら、
トレーニングの基礎を学びます。
担当教員： ①松永 雅彦（講師）
【 モダンダンス】、②加藤 みや子（講師）
【 モダンダンス】
場所： 北棟中２F 第6実習室
備考： 動ける服装（ジャージ等）でご参加ください。
※各回先着２５名／見学２０名、
「 整理券」を配付します。

北

体験授業「日舞の授業を体験しよう！」／ ①12:00〜13:10 ②14:50〜16:00
内容： 日舞実習を疑似体験しながら、日本舞踊の基礎に触れてみます。
担当教員： 花柳 秀衛（講師）
場所： 北棟地下１F 第４実習室
備考： 動ける服装（スカート不可）でご参加ください。また、靴下をご持参ください。
※各回先着15名／見学10名、
「 整理券」を配付します。

北

文 芸 学 科 ○○○ Literary Arts

西

演劇学科

公開講座「図書館のしごと入門」／ 14:00〜14:50
内容： 本を通して世界平和を目指す図書館。司書はどのように働き、芸術や文芸とどう
関係するのか？ 司書課程の入門講座を再現します。
担当教員： 小野 永貴（専任講師）
場所： 西棟3F W-303

②14：30〜15：30

公開演習「オペラ」／ 13:30〜14:30
内容： G.パイジェッロ「ニーナ」より抜粋
担当教員： 斉田 正子（教授）、岩田 達宗（講師）、江上 孝則（講師）、江澤 隆行（講師）
場所： 音楽実習棟2F 合奏室D

①10:30〜11:30 ②14:30〜15:30

西

①10：00〜11：00

音

彫刻コース 新専攻「地域芸術専攻」説明会・入試相談会
内容： 彫刻コースにできる新専攻「地域芸術専攻」について、1年〜4年生までのカリキュ
ラム、進学先など説明するとともに、本年度より始まる小論文試験について説明会
を行います。
担当教員： 鞍掛 純一（教授）
場所： 西棟地下1F 研究室Ⅰ

文芸学科

西

体験授業「デジタルで写真を楽しむ★」／ 13:00〜15:00
内容： デジタルで写真を創る楽しさを体験します。
担当教員： 穴吹 有希（専任講師）
場所： 東棟2F デジタルフォトラボ
備考： 定員20名〔10:00より東棟2F 階段ホールにて受付。
（先着順）〕
＊見学は随時可能です。

東

A

東

映像表現・理論コースで何を学ぶか
①10:30〜11:30
（約30分間ガイダンス、約30分間課題作品上映解説）
②13:00〜14:00
（約30分間ガイダンス、約30分間課題作品上映解説）
③15:00〜16:00
（約30分間ガイダンス、約30分間課題作品上映解説）
内容： 映像表現・理論コースの概要、及び3専攻（理論・批評／シナリオ／映像）の説明。課
題作品の上映・解説。
担当教員： 映画学科教員
場所： 東棟地下1F EB-1

音楽学科

学科説明会「文芸学科はこんなところ」／ ①10:00〜10:20 ②10:30〜10:50 ③12:00〜12:20
内容： 文芸学科の授業内容についてガイダンスを行います。
担当教員： 髙野 和彰（助教）
場所： 西棟3F W-303

作品展示／ 10:00〜16:00
内容： 卒業制作優秀作品や教員の作品、
授業中に制作された作品などを展示します。
場所： 東棟1F、2Fの廊下展示ボード

東

映画学科

体験授業「演技の授業を体験しよう！」／ ①10:45〜12:00 ②13:00〜14:15 ③14:45〜16:00
内容： 演技実習を疑似体験しながら、演技の基礎に触れてみます。日常行われている演技
の授業を覗いてみます。
担当教員： ①③藤崎 周平（教授）、②松山 立（専任講師）
場所： 北棟地下１F 第1実習室
備考： 動ける服装（スカート不可）でご参加ください。
※各回先着20名／見学40名、
「 整理券」を配付します。

北

公開授業「演技の授業を覗いてみよう！」／ ①10:45〜12:00 ②13:00〜14:15
内容： 日常行われている演技の授業を覗いてみます。
担当教員： 大澤 遊（講師）
場所： 北棟地下１F 第2実習室
備考： ※各回40名、
「整理券」を配付します。
※授業の体験ではなく見学です。どうぞご承知ください。

A

公開授業「演出の仕事」／ ①10:15〜11:00 ②13:15〜14:00
内容： 演劇の演出についての入門講座を体験します。
担当教員： 桐山 知也（講師）
場所： A棟3F A-302
備考： 各回先着５０名、
「 整理券」を配付します。

A

公開授業「戯曲の書き方」／ ①13:15〜14:00 ②15:15〜16:00
内容： 演劇の戯曲についての入門講座を体験します。
担当教員： 高橋 いさを（講師）
場所： A棟3F A-301
備考： 各回先着５０名、
「 整理券」を配付します。

A

公開授業「企画制作の仕事」／ ①11:15〜12:00 ②14:15〜15:00
内容： 演劇の企画制作についての入門講座を体験します。
担当教員： 奥山 緑（教授）
場所： A棟3F A-302
備考： 各回先着５０名、
「 整理券」を配付します。

A

公開授業「舞台美術の仕事」／ ①13:00〜13:45 ②15:00〜15:45
内容： 演劇の舞台美術・装置についての入門講座を体験します。
担当教員： 上田 淳子（講師）
場所： A棟3F A-303
備考： 各回先着40名、
「 整理券」を配付します。

北

デザイン学科

特別講義「演劇学科の授業を覗いてみよう！」／ 13:00〜14:30
内容： 演劇とコミュニケーションについて、縦横無尽に語る特別講義です。
担当教員： 小森谷 徹（講師）
場所： 北棟2F 中ホール
※ 各「体験授業」及び「公開授業」
については、
当日開門時より北棟２F中ホールロビー「演劇学科
整理券配付コーナー」
にて「整理券」を配付します。いずれも先着順となりますのでご了承くだ
さい。なお、
体験授業では見学者
（同伴者）
の方も「見学者整理券」が必ず必要となります。
※ 体験授業「演技の授業を体験しよう！」
「洋舞の授業を体験しよう！」
「日舞の授業を体験しよ
う！」に関しましては、なるべく多くの方に参加いただけるようお一人様一回限りの参加とさせ
ていただきます。重複して同名公開授業及び模擬授業の整理券を取得することはできません
ので何卒ご了承ください。

西

入試内容説明会／ ①11:30〜12:00 ②15:00〜15:30
内容: デザイン学科の入試内容に関する説明会
担当教員: 森 香織（教授）
場所: 西棟2F アトリエC-2

西

進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容: 専任教員による個別相談／入試対策をはじめ、授業の内容や作品づくり、そして
卒業後の進路などについて、専任教員が親身になってお答えします。
場所: 西棟2F アトリエC-1

西

在学生による進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容: 在学生による進学相談／学生の目線で入試や入学後の活動などについてアドバ
イスします。
場所: 西棟2F アトリエC-1

西

入試実技試験「鉛筆デッサン」、
「デザインプレゼンテーション」対策持参作品指導コーナー
／ 10:00〜16:00
内容：入試実技試験「鉛筆デッサン」、
「 デザインプレゼンテーション」対策の持参作品に
ついて専任教員がアドバイスします。
担当教員: 石田 純之助（准教授）、布目 幹人（専任講師）他
場所: 西棟2F アトリエC-1

西

優秀作品展＋デザイン学科7分野紹介展示／ 10:00〜16:00
内容: 学生の優秀作品展示、デザイン学科7分野の紹介展示
担当教員: 布目 幹人（専任講師）他
場所: 西棟1F・2F

西

プロのデザイナー・デザイン学科講師による特別授業
内容: プロのデザイナー、そしてデザイン学科の講師でもある著名な先生方による特別
講義。デザインシーンの最前線での活動や、デザイン学科の7分野の授業内容を
知る貴重な機会です。
12:00〜12：30［グラフィックデザイン］布目 幹人（専任講師）
12：30〜13:00［メディアデザイン・インタラクションデザイン］茂出木 龍太（講師）
13:30〜14：00［インダストリアルデザイン・プロダクトデザイン］片桐 祥太
（講師）
14:30〜15:00［スペースデザイン・アーキテクチュアデザイン］谷口 聡子（講師）
担当教員: 布目 幹人（専任講師）
場所: 西棟2F アトリエC-2

西

在校生によるスケッチ・レンダリング実習／ 14：00〜14:30
内容: インダストリアルデザイン、
プロダクトデザインを学ぶ在校生によるスケッチ・レンダ
リング実習。特別授業に引き続き、大沼 敦先生による指導の実習を見学できます。
担当教員: 長瀬 浩明（教授）他
場所: 西棟2F アトリエC-2
デザイン学科施設見学（工房／PCルーム）／ 10:00〜16:00
内容: デザイン学科の施設を案内します。充実した設備を誇る工房とPCルームを見学
できます。
担当教員: 布目 幹人（専任講師）
場所: 西棟1F 工房／西棟3F PCルーム

放 送 学 科 ○○○ Broadcasting
南

放送学科質問コーナー
（＊アナウンサー志望者質問コーナーを設けています）
／10:00〜16:00
場所： 南棟2F ミーティングルームC、D

南

ラジオ制作実習作品展示／ 10:00〜16:00
内容： 実習授業で制作した作品を試聴展示します。また、
スタジオ内を自由に見学できます。
場所： 南棟地下1F 録音スタジオB

南

録音スタジオ体験コーナー／ 10:00〜16:00
内容：マイクの前でしゃべるなどスタジオ体験ができます。また、スタジオ内を自由に見学
できます。
場所： 南棟地下1F 録音スタジオC

東

学科ガイダンス／ ①10:00〜10:50 ②12:00〜12:50 ③15:00〜15:50
内容： 放送学科の授業内容等、全般的に紹介します。
場所： 東棟3F E-301
録音スタジオデモンストレーション「音楽録音の技術」

南

①10:30〜11：00

②11:30〜12：00

③13:00〜13:30

④14:00〜14:30

テレビスタジオデモンストレーション「テレビ番組の制作」

南

⑤15:00〜15:30

内容： 音楽録音のミキシング技術を紹介します。
（各回定員50名）
担当教員： 落合 賢一（教授）
場所： 南棟地下1F 録音スタジオA 整理券配布場所： 東棟2F学生ホール（10:00〜）
①10:20〜11:00

②11:30〜12:10

③13:00〜13:40

④14:10〜14:50

⑤15:20〜16:00

内容： テレビ番組のスタジオ収録の様子を見学できます。
（各回定員120名）
担当教員: 鈴木康弘（教授）
場所： 南棟1F テレビスタジオ 整理券配布場所： 東棟2F学生ホール（10:00〜）

東

模擬授業「作文対策のイロハ」／ 11:00〜11:50
内容： 文章表現に求められることについて具体的にお話しします。
担当教員： 金 龍郎（准教授）
場所： 東棟3F E-301

西

東

模擬授業「放送の現在と未来」／ 11:00〜11:50
内容： いまテレビとはどんな存在で、
これからどこに向かうのか、お話しします。
担当教員： 兼高 聖雄（教授）
場所： 東棟2F E-207

芸術教養課程 ○○○ Liberal Education for Art

東

模擬授業「テレビドラマの現在」／ 12:00〜12:50
内容： テレビドラマの基本スタイルについて、その基礎知識の一端を紹介します。
担当教員： 中町 綾子（教授）
場所： 東棟2F E-207

東

模擬授業「ラジオ番組の制作」／ 13:00〜13:50
内容： 実習で制作した番組や作品を事例に、制作の流れや演出についてお話しします。
担当教員： 茅原 良平（准教授）
場所： 東棟2F E-207

東

模擬授業「テレビ番組の撮影と編集」／ 13:00〜13:50
内容： テレビ番組の撮影と編集について、分かりやすく具体的にお話しします。
担当教員： 安部 裕（准教授）
場所： 東棟3F E-301

東

模擬授業「アナウンス入門講座」／ 14:00〜14:50
内容： 正しい発声、発音とは？ アナウンスの基礎についてお話しします。
担当教員： 森中 愼也（教授）
場所： 東棟3F E-301

東

模擬授業「CMアイディアの発想法」／ 14:00〜14:50
内容： テレビCMの魅力とそのアイディア発想法についてお話しします。
担当教員： 星野 裕（教授）
場所： 東棟2F E-207

デ ザ イ ン 学 科 ○○○ Design
西

総合案内／ 10:00〜16:00
内容: 学科のインフォメーションブース・会場案内／学科資料の配布
担当教員: 布目 幹人（専任講師）他
場所: 西棟1F アトリエL-1

西

全体説明会／ ①10:00〜10:30 ②13:00〜13:30
内容: デザイン学科に関する説明会
担当教員: 森 香織（教授）他
場所: 西棟2F アトリエC-2

A

国語、英語の勉強法について／ ①11:40〜12：10 ②14:00〜14：30
内容：芸術学部が学力試験を課すことの意味や、勉強法などについて解説します。
担当教員： 髙久 暁（教授）、櫻井 歓（教授）
場所： A棟1F A-102
備考： 先着順となります。入退室は自由です。混雑状況により、入室を制限させて頂く場合
があります。

A

日藝で学べる外国語やメリットについて／ ①12:10〜12：30 ②14:30〜14：50
内容：ネイティブ教員が担当する外国語の授業の特色・メリット、学部で実施している
TOEIC IPテスト、各種検定単位認定制度、留学のチャンスについてわかりや
すく解説します。
担当教員：ジュリアン・マニング（教授）、久保 陽子（教授）
場所： A棟1F A-102
備考：「英語・国語の勉強法について」に続いて参加できます。入退出は自由です。混雑状
況により、入室を制限させて頂く場合があります。

A

全学共通科目「自主創造の基礎」を知ろう！／ ①11:00〜11：20 ②15:10〜15：30
内容：日本大学全学共通科目「自主創造の基礎」で先輩たちの作成した興味深いコン
テンツ（動画など）を紹介します。
担当教員： 吉野 大輔（准教授）
場所： A棟1F A-102
備考： 先着順となります。入退室は自由です。

A

日藝生となるための心とからだの育成／ 13：40〜14：00
内容： 運動が勉強に与える好ましい影響、入学後、様々な相談を受け付ける学生相談室
についてお話します。
担当教員： 吉野 大輔（准教授）、小沢 徹（准教授）
場所： A棟1F A-102
備考： 先着順となります。入退出は自由です。混雑状況により、入室を制限させて頂く場合
があります。

A

模擬授業「How to Create a Picture Book／英語の絵本を作ろう」／ 13:00〜13：20
内容：「ベスト・アメリカン短編ミステリー賞」受賞作家による英語絵本の創作講座です。
担当教員：カレン・ミギー（教授）、松浦 恵美（専任講師）
場所： A棟1F A-102
備考：英語を中心に行います
（日本語での質問可）
。学生が創作した英語絵本も展示します。

キャンパス内の施設について

写真学科

よ うこ そ 日 藝ア ー トワ ー ル ドへ！

①食堂
（食堂棟）…
営業時間 11：00〜15：00
混雑が予想されますのでご留意ください。
②購買部（クラブハウス・購買部棟）
…
営業時間 11：00〜15：00
軽食を販売しています。また書籍・文具類
を割引価格で販売しています。
③飲物・物品販売…飲物・日藝グッズを販売し
ています。また、各所に自動販売機がござ
います。
④総合案内…特設テント内で各企画の場所
等をご案内しています。お気軽にお声がけ
ください。
⑤アンケート記入スペース
⑥写真撮影ポイント
『キセキの石』
彫刻：鞍掛純一
（教授）
この石を3回なでるといいことがあるそう
です。
休憩スペース

南門

クラブハウス・
購買部棟

南棟

東

模擬授業「写真はプリントが命」／ 10:10〜10:40
内容： あじわい深い銀塩プリントの魅力について語ります。
担当教員： 原 直久（講師）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。

東

模擬授業「報道の現場より」／ 10:55〜11:25
内容： 現場取材の最前線の話をお伝えします。
担当教員： 読売新聞社写真部 日本大学芸術学部写真学科OBカメラマン
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。

（学生ホール）

①

東棟・南棟 入口
（各階）

⑥
（1階E-101）

西棟

キセキの石

（2階ホール）

（各階）

：地下2階、3階
（ 男性
女性：地下1階、2〜4階 ）

東棟

東

（1・2階）

東

（地下1階、3〜7階）

屋外ステージ

④

西棟入口

東

③

北棟

A棟
（1階A-101）

②

食堂棟

トイレ

大 ホール棟

音 楽実習棟

守衛所

（2階）

東門

北棟入口

東

ギャラリー棟

⑤

A棟・大ホール入口

北口）→

至江古田駅（

アンケートにご協力ください

オ ー プンキャンパス 企 画一覧

今後の参考とさせていただきたく、アンケートにぜひご協力ください。
記入の終わりましたアンケート用紙は、⑤アンケート記入スペース、または
各学科所定のボックスにお入れください。

オープンキャンパス企画一覧
全 体 企 画
大

芸術学部全体説明／ ①10:00〜10:30 ②12:00〜12:30
内容： 初めて日藝を知る方や保護者向けに、学部全体の説明（学科・入試
概要以外）を行います。
場所： 大ホール
備考： 来場者多数の場合は、入場を制限させていただく場合があります。

大

卒業後の進路について／ ①10:40〜11:30 ②12：40〜13:30
内容：就職活動の概要や主な就職先などの解説の他、企業に就職した卒
業生を招いて、就職活動の体験談や学生時代に力を入れたことな
どを語ってもらいます。
場所： 大ホール

西

総合相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 学生生活、奨学金、進路（就職）、入試全般（編入学を含む）に関する相
談にお答えします。
保護者の方からの質問・相談もお受けします。
場所： 西棟3F 学芸員実習室

西

ビデオ上映コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 映画学科演技コース、演劇学科演技・舞踊（日舞専攻・洋舞専攻）
の各コース実技試験参考ビデオを上映します。
場所： 西棟3F W-302

西

図書館開館／ 10:00〜16:00
内容：「くつろぎライブラリー」をオープンしています。ホッと一息、おくつ
ろぎください。所蔵の図書やDVDを見ることができます。
場所： 西棟4F 図書館

※各企画の頭の文字と、campus map の棟名称を合わせてご覧ください。

東

東

全体企画

西
西

芸術資料館開館／ 10:00〜16:00
内容：企画展
（
『Photogenic × Book
「#photogenibook展」』
）
場所： 西棟3F 芸術資料館
ウェルカムライブ／ 開場時
場所： 中庭
演奏： 竹田香子（助教）他
備考： 金管生演奏で皆様を校内にお迎えいたします。

北

学生団体によるパフォーマンス
内容： 学生団体有志が日頃の練習の成果を披露します。
場所： 北棟屋外ステージ他

A

奨学金とお金のはなし／ ①11:30〜12:30 ②13：30〜14:30
内容： 進学費用のための資金計画や安心して奨学金を利用するための知識について、
ファイナンシャル・プランナーがお話します。
場所： A棟2F A-202

写 真 学 科 ○○○ Photography
東

専任教員による進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 入学試験や授業の内容、学生生活、進路など、写真学科専任教員が皆さんの質問に
お答えします。
場所： 東棟2F E-205

東

在学生による進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 授業や学生生活などについて在学生がお答えします。
場所： 東棟2F E-204

東

写真学科施設見学ツアー／ ①10:40 ②12:35 ③15:25
（ 所要時間約25分）
内容： 写真学科の実習施設をツアーで見学します。なお、①②の回ではツアー終了後
スタジオ5で実際の商品撮影のセットを説明します（途中入退場自由）。
担当教員： 鳥海 早喜（専任講師）、重松 駿（助教）
集合場所： 東棟2F E-205

東

東

写真学科の光景／ 10:00〜16:00
内容： 写真学科の授業風景や学生生活などの写真のスライドショー
場所： 東棟2F E-206

東

東

模擬授業「写真学科コレクションのお宝で見る写真の歴史」／ 12:20〜12:50
内容： 写真学科で所蔵しているオリジナルプリントには貴重なものがたくさんあります。
それらを紹介しながら、写真の歴史をお話しします。
担当教員： 高橋 則英（教授）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。
模擬授業「ちいさな世界・身近な植物たちの美」／ 13:10〜13:40
内容： 普段、何気なく歩いている足下に拡がる植物たちの「ちいさな世界」をお見せします。
担当教員： 甲田 謙一（教授）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。
模擬授業「現代・写真パラダイス★海外編」／ 13:50〜14:20
内容： 海外の現代写真の先端的表現傾向を紹介します。
担当教員： 佐藤 英裕（教授）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。
模擬授業「現代・写真パラダイス♥日本編」／ 14:30〜15:00
内容： 現代写真家の写真を軸に、写真の幅広い傾向を紹介します。
担当教員： 西垣 仁美（教授）
場所： 東棟2F 写真講義室
備考： 授業中の入退室は随時可能です。
模擬授業「スタジオ・デモンストレーション」／ ①11:05〜11:35 ②13:00〜13:30
内容： 商品撮影のテクニックをお見せします。
担当教員： 南岡 秀男（講師）
場所： 東棟1F スタジオ4 スタジオ5
備考： 時間までに会場に直接集合してください。
体験授業「暗室で引伸しプリントする!!」／ 10:20〜11:50
内容： 暗室にて、黒白写真の引伸しプリント作業を体験します。
担当教員： 田中 里実（准教授）
場所： 東棟地下1F 大暗室 大仕上室
備考： 貸し出し用ネガフィルムを用意しています。
定員20名〔10:00より東棟2F 階段ホールにて受付（先着順）〕
＊見学は随時可能です。
体験授業「暗室で自分の写真を密着プリントしよう！」／ 14：30〜16：00
内容： 暗室にてデジタルネガを使って自分の写真をプリントします。デジタルネガの制作は
スタッフが行います。
担当教員： 田中 里実（准教授）
場所： 東棟地下1F 大暗室 大仕上室
備考：プリントしたいデータをお持ちください。携帯スマホ内の写真でも可。
定員20名〔10:00より東棟2F 階段ホールにて受付（先着順）〕
＊見学は随時可能です。
体験授業「スタジオポートレート〜撮影現場の雰囲気を体験」／①10:20〜11:50 ②14:30〜16:00
内容： スタジオ内でのライティングを知り、モデルや受講者同士でのポートレート撮影を体験します。
担当教員： 浅井 譲（教授）
場所： 東棟1F 写真学科大スタジオ
備考： 各回とも定員20名〔10:00より東棟2F 階段ホールにて受付。
（先着順）〕
＊見学は随時可能です。

東

監督／撮影・録音／演技コース作品上映会／ 10:00〜16:00
内容： 監督／撮影・録音／演技各コースの課題作品・卒業制作を上映。
上映プログラムは会場にて発表。
担当教員： 映画学科教員
場所： 東棟地下1F EB-2

東

施設見学ツアー／ ①10：40〜11：30 ②12：10〜13：00 ③13：40〜14：30 ④15：10〜16：00
内容：在校生による映画学科の施設案内。
場所： 東棟1F E-102

南

ビデオ上映会「作曲・理論コースの活動」／ 10:00〜16:00
内容： 作曲・理論コースの作品や授業紹介ビデオの上映
担当教員： 伊藤 弘之（教授）、小林 純生（助教）
場所： 南棟5F 音楽演習室C2

南

展示「理論コースポスター展示」／ 10：00〜16：00
内容： 理論コースの研究内容をポスターで展示
担当教員： 伊藤 弘之（教授）、小林 純生（助教）
場所： 南棟5F 音楽演習室C2
公開講座「音楽教育コースで学ぶ（音楽の先生になるには・音楽療法を学ぶ）」

東
南

美 術 学 科 ○○○ Fine Arts
西

絵画コース・彫刻コース 進学相談会+入試実技参考作品展示／ 10:00〜16:00
内容： 絵画及び彫刻コースにおける授業等に関するご質問・ご相談にお答えします。
入試実技参考作品を展示するとともに、
作品を持参した方に講評と今後のための指導
を行います。
担当教員： 飯田 竜太（准教授）、坪井 麻衣子（専任講師）
場所： 西棟地下1F 彫刻工房準備室

西

ワークショップ「鉄で作品を造ってみよう」／ 10:00〜16:00
内容： 鉄を使った制作体験
担当教員： 大槻 孝之（教授）、鞍掛 純一（教授）、柴田 直起（助手）他
場所： 西棟地下1F 金属アトリエ
備考：ワークショップに必要な作業服等すべて用意してあります。

西

ワークショップ「版画を体験してみよう」／ 11:00〜16:00
内容： 版画（ドライポイント）の制作体験
担当教員： 笹井 祐子（教授）、関 貴子（助手）
場所： 西棟3F 美術版画室
備考： 道具一式は用意してあります。

西

ワークショップ「人物デッサン」／ ①10:00〜12:00 ②13:00〜15:00
内容： 人物デッサンの実習及び講評を行います。特に構図の基礎を学びます。
担当教員： 福島 唯史（教授）、瀬島 匠（教授）、大山 智子（助手）
場所： 西棟7F 絵画アトリエ3年A
備考： 画用紙・木炭紙・鉛筆（3B）
・木炭は支給。それ以外を使用する場合は各自持参。

西

ワークショップ「静物デッサン」／ 11:00〜16:00
内容：「版画専攻」新たに始まる入試実技デッサン指導及びアドバイス
担当教員： 池田 俊彦（講師）、関 貴子（助手）
場所： 西棟3F 多目的室
備考： 道具一式は用意してあります。

西

ワークショップ「油絵具に親しむ̶色と線とリズムで描く」／ 11:00〜16:00
内容： 実際に油絵具に触れながら描く対象（静物）
と向き合ってみましょう。初心者大歓迎
です。
担当教員： 渡辺 有葵（講師）、大山 智子（助手）
場所： 西棟7F 絵画アトリエ3年B
備考： 定員15名（先着）。用具類は用意してあります。

西

ワークショップ「活版印刷を体験してみよう」／ 11:00〜16:00
内容： 活版印刷で名刺やはがきの制作体験
担当教員： 大石 薫（講師）、関 貴子（助手）
場所： 西棟3F 美術版画室
備考： 道具一式は用意してあります。

内容： 教員免許の取得法や音楽療法についての紹介
担当教員： 𡈽野 研治（教授）、大寺 雅子（准教授）
場所： 東棟6F 音楽小ホール
レッスン「ワンポイントピアノレッスン」／ 11：00〜16：00（受付10：00〜）
内容：ピアノの個人レッスン
担当教員： 田代 幸弘（教授）、脇岡 洋平（講師）
場所： 南棟6F 音楽レッスン室B3・B6（南棟６Fロビーにて受付）

南

レッスン「ワンポイント管楽器レッスン」／ 10：00〜13：00（受付10：00〜）
内容： 日芸入学希望者へのワンポイントアドバイス
担当教員： 萩原 貴子（教授）、竹田 香子（助教）
場所： 南棟6F 音楽レッスン室A6・D1（南棟６Fロビーにて受付）

大

コンサート「吹奏楽」／ 14：30〜15：10
内容：レハール／喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 他
担当教員： 萩原 貴子（教授）、竹田 香子（助教）、稲川 榮一（講師）、板倉 駿夫（講師）
場所： 大ホール

南

情報音楽コース進学説明会／ ①10：00〜11：00 ②12：00〜13：00 ③14：00〜15：00
内容： 情報音楽コース進学希望者向け説明会
担当教員： 川上 央（教授）、三戸 勇気（准教授）、駒澤 大介（助教）
場所： 南棟5F 音楽演習室C1

東

情報音楽コース体験授業「音のデザイン」／ ①11：00〜12：00 ②13：00〜14：00
内容： 制品の音、
映像の音、
サイン音、
音感情デザインなど、
音のデザインのお話をします。
担当教員： 岩宮 眞一郎（講師）
場所： 東棟6F 音楽小ホール

南

体験授業 音楽学科スタジオで学ぶ「レコーディング演習」／ ①10：00〜11：30 ②14：00〜15：30
内容： スタジオの雰囲気を味わってみよう
担当教員： 駒澤 大介（助教）
場所： 南棟5階 音楽学科スタジオ

東

コンサート「シンガーソングライターフェス2019」／ 12：00〜13：00
内容：シンガーソングライターの学生によるコンサート
担当教員： 三戸 勇気（准教授）
場所： 東棟6F 音楽小ホール

南

展示「情報音楽コース『ギャラリーSWITCH2019』」／ 10：00〜16：00
内容： 音や音楽を使ったちょっと不思議でかなり面白い学生作品展示
担当教員： 川上 央（教授）、三戸 勇気（准教授）、駒澤 大介（助教）
場所： 南棟5F（受付は南棟5Fロビー）

施設見学／ 10:00〜16:00
内容： 西棟5F文芸学科フロアにある施設を、自由に見学していただけます。
場所： 資料室、文芸ラウンジ、出版編集室、DTP室

西

進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容： 入試、授業など、文芸学科について何でも質問できるコーナーです。
在学生による相談コーナーもあります。
場所： 西棟5F ゼミ室1〜4

南

進学相談会／ 10:00〜16:00
内容： 入学試験や授業内容、進路など、専任教員があなたの質問にお答えします。
担当教員： 音楽学科専任教員
場所： 南棟5・6F 音楽レッスン室A２・A３・A４・研究室L（南棟６階ロビーにて受付）

西

ゼミ雑誌の展示と配布／ 10:00〜16:00
内容： 学生がゼミや実習で制作した雑誌を手に取ってご覧ください。
持ち帰りも自由です。
場所： 西棟5F 文芸ラウンジ

進学相談コーナー
①10:00〜12:00
（11:30受付締切） ②13:30〜16:00
（15:30受付締切）
内容： 映画学科における入学試験や授業などに関する個別質問・相談。
場所： 東棟3F E-302

南

展示「卒業作品・卒業論文展示」／ 10:00〜16:00
内容： 作曲・理論、音楽教育、情報音楽コースの優秀卒業作品・卒業論文展示
担当教員： 卒業作品・論文指導教員
場所： 南棟5F 音楽演習室C2

西

公開講座「作文から小説」／ 11:00〜11:50
内容： 創作するのに必要な素質、それをいかに養成するかについて考えます。
担当教員： 楊 逸（教授）
場所： 西棟3F W-303

学科説明／ ①10:00〜10：30 ②11：30〜12：00 ③13:00〜13:30 ④14：30〜15：00
内容：専任教員による映画学科の紹介、
AO入試の説明。
場所： A棟地下1F AB-101

南

西

公開講座「リアルフィクションの構造・作品世界のルールを作ろう」／ 13:00〜13:50
内容： 言葉で世界をあやつる方法について。SFの名作などから世界観設定の極意を
学ぼう。
担当教員： 青木 敬士（教授）
場所： 西棟3F W-303

東

写真学科ガイダンス／ ①11:55〜12:15 ②15：00〜15：20
内容： 写真学科の授業などについて説明します（途中入退室自由）。
担当教員： 秋元 貴美子（教授）
場所： 東棟2F E-206

映 画 学 科 ○○○ Cinema

音 楽 学 科 ○○○ Music

公開講座「作曲・理論を学ぶ」／ ①11:30〜12:30 ②13:00〜14:00
内容： 作曲や音楽学を学びたい進学希望者へのアドバイス
担当教員： 伊藤 弘之（教授）、小林 純生（助教）
場所： 南棟5F 音楽演習室C2

西

西

体験講座「パソコンで雑誌を編集してみよう」／ 15:00〜15:50
内容： Macを使って雑誌の誌面をデザインしてみよう。
担当教員： 谷村 順一（准教授）
場所： 西棟5F DTP室
備考： パソコン台数に限りがあるため、
先着20名、
西棟5F文芸ラウンジ受付にて10時から
「整理券」を配付します。

演 劇 学 科 ○○○ Theatre
北

演劇学科を知ろう！／①10:00〜10:30 ②15:00〜15:30
内容： 演劇学科に関する総合ガイダンス。
担当教員： 松山 立（専任講師）ほか
場所： 北棟２F 中ホール

北

中ホールを知ろう！／11:00〜12:00
内容： 演劇学科の要である中ホールの機能・魅力をあますところなくご紹介します。
場所： 大久保 惠児（教授）、山口 英峰（専任講師）ほか
備考： 北棟２F 中ホール

北

進学相談コーナー／①10:00〜12:30（12:00受付締切） ②13:30〜16:00（15:30受付締切）
内容： 演劇学科における入試、授業などに関する質問・相談。
（※志望コースごとのグループで行います。）
場所： 北棟１F 第５実習室（※受付会場）
備考： 整理札による先着順でお呼びします。
在学生による何でも相談コーナー

北

①10:00〜12:30
（12:00受付締切） ②13:30〜16:00
（15:30受付締切）

内容： 演劇学科の在学生と直接話をしていろいろ聞いてみよう。
場所： 北棟１F 第５実習室（※受付会場）
備考： 整理札による先着順でお呼びします。

北

体験授業「洋舞の授業を体験しよう！」／ ①10:45〜12：15 ②13:30〜15:00
内容： 洋舞実習を疑似体験しながら、
トレーニングの基礎を学びます。
担当教員： ①松永 雅彦（講師）
【 モダンダンス】、②加藤 みや子（講師）
【 モダンダンス】
場所： 北棟中２F 第6実習室
備考： 動ける服装（ジャージ等）でご参加ください。
※各回先着２５名／見学２０名、
「 整理券」を配付します。

北

体験授業「日舞の授業を体験しよう！」／ ①12:00〜13:10 ②14:50〜16:00
内容： 日舞実習を疑似体験しながら、日本舞踊の基礎に触れてみます。
担当教員： 花柳 秀衛（講師）
場所： 北棟地下１F 第４実習室
備考： 動ける服装（スカート不可）でご参加ください。また、靴下をご持参ください。
※各回先着15名／見学10名、
「 整理券」を配付します。

北

文 芸 学 科 ○○○ Literary Arts

西

演劇学科

公開講座「図書館のしごと入門」／ 14:00〜14:50
内容： 本を通して世界平和を目指す図書館。司書はどのように働き、芸術や文芸とどう
関係するのか？ 司書課程の入門講座を再現します。
担当教員： 小野 永貴（専任講師）
場所： 西棟3F W-303

②14：30〜15：30

公開演習「オペラ」／ 13:30〜14:30
内容： G.パイジェッロ「ニーナ」より抜粋
担当教員： 斉田 正子（教授）、岩田 達宗（講師）、江上 孝則（講師）、江澤 隆行（講師）
場所： 音楽実習棟2F 合奏室D

①10:30〜11:30 ②14:30〜15:30

西

①10：00〜11：00

音

彫刻コース 新専攻「地域芸術専攻」説明会・入試相談会
内容： 彫刻コースにできる新専攻「地域芸術専攻」について、1年〜4年生までのカリキュ
ラム、進学先など説明するとともに、本年度より始まる小論文試験について説明会
を行います。
担当教員： 鞍掛 純一（教授）
場所： 西棟地下1F 研究室Ⅰ

文芸学科

西

体験授業「デジタルで写真を楽しむ★」／ 13:00〜15:00
内容： デジタルで写真を創る楽しさを体験します。
担当教員： 穴吹 有希（専任講師）
場所： 東棟2F デジタルフォトラボ
備考： 定員20名〔10:00より東棟2F 階段ホールにて受付。
（先着順）〕
＊見学は随時可能です。

東

A

東

映像表現・理論コースで何を学ぶか
①10:30〜11:30
（約30分間ガイダンス、約30分間課題作品上映解説）
②13:00〜14:00
（約30分間ガイダンス、約30分間課題作品上映解説）
③15:00〜16:00
（約30分間ガイダンス、約30分間課題作品上映解説）
内容： 映像表現・理論コースの概要、及び3専攻（理論・批評／シナリオ／映像）の説明。課
題作品の上映・解説。
担当教員： 映画学科教員
場所： 東棟地下1F EB-1

音楽学科

学科説明会「文芸学科はこんなところ」／ ①10:00〜10:20 ②10:30〜10:50 ③12:00〜12:20
内容： 文芸学科の授業内容についてガイダンスを行います。
担当教員： 髙野 和彰（助教）
場所： 西棟3F W-303

作品展示／ 10:00〜16:00
内容： 卒業制作優秀作品や教員の作品、
授業中に制作された作品などを展示します。
場所： 東棟1F、2Fの廊下展示ボード

東

映画学科

体験授業「演技の授業を体験しよう！」／ ①10:45〜12:00 ②13:00〜14:15 ③14:45〜16:00
内容： 演技実習を疑似体験しながら、演技の基礎に触れてみます。日常行われている演技
の授業を覗いてみます。
担当教員： ①③藤崎 周平（教授）、②松山 立（専任講師）
場所： 北棟地下１F 第1実習室
備考： 動ける服装（スカート不可）でご参加ください。
※各回先着20名／見学40名、
「 整理券」を配付します。

北

公開授業「演技の授業を覗いてみよう！」／ ①10:45〜12:00 ②13:00〜14:15
内容： 日常行われている演技の授業を覗いてみます。
担当教員： 大澤 遊（講師）
場所： 北棟地下１F 第2実習室
備考： ※各回40名、
「整理券」を配付します。
※授業の体験ではなく見学です。どうぞご承知ください。

A

公開授業「演出の仕事」／ ①10:15〜11:00 ②13:15〜14:00
内容： 演劇の演出についての入門講座を体験します。
担当教員： 桐山 知也（講師）
場所： A棟3F A-302
備考： 各回先着５０名、
「 整理券」を配付します。

A

公開授業「戯曲の書き方」／ ①13:15〜14:00 ②15:15〜16:00
内容： 演劇の戯曲についての入門講座を体験します。
担当教員： 高橋 いさを（講師）
場所： A棟3F A-301
備考： 各回先着５０名、
「 整理券」を配付します。

A

公開授業「企画制作の仕事」／ ①11:15〜12:00 ②14:15〜15:00
内容： 演劇の企画制作についての入門講座を体験します。
担当教員： 奥山 緑（教授）
場所： A棟3F A-302
備考： 各回先着５０名、
「 整理券」を配付します。

A

公開授業「舞台美術の仕事」／ ①13:00〜13:45 ②15:00〜15:45
内容： 演劇の舞台美術・装置についての入門講座を体験します。
担当教員： 上田 淳子（講師）
場所： A棟3F A-303
備考： 各回先着40名、
「 整理券」を配付します。

北

デザイン学科

特別講義「演劇学科の授業を覗いてみよう！」／ 13:00〜14:30
内容： 演劇とコミュニケーションについて、縦横無尽に語る特別講義です。
担当教員： 小森谷 徹（講師）
場所： 北棟2F 中ホール
※ 各「体験授業」及び「公開授業」
については、
当日開門時より北棟２F中ホールロビー「演劇学科
整理券配付コーナー」
にて「整理券」を配付します。いずれも先着順となりますのでご了承くだ
さい。なお、
体験授業では見学者
（同伴者）
の方も「見学者整理券」が必ず必要となります。
※ 体験授業「演技の授業を体験しよう！」
「洋舞の授業を体験しよう！」
「日舞の授業を体験しよ
う！」に関しましては、なるべく多くの方に参加いただけるようお一人様一回限りの参加とさせ
ていただきます。重複して同名公開授業及び模擬授業の整理券を取得することはできません
ので何卒ご了承ください。

西

入試内容説明会／ ①11:30〜12:00 ②15:00〜15:30
内容: デザイン学科の入試内容に関する説明会
担当教員: 森 香織（教授）
場所: 西棟2F アトリエC-2

西

進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容: 専任教員による個別相談／入試対策をはじめ、授業の内容や作品づくり、そして
卒業後の進路などについて、専任教員が親身になってお答えします。
場所: 西棟2F アトリエC-1

西

在学生による進学相談コーナー／ 10:00〜16:00
内容: 在学生による進学相談／学生の目線で入試や入学後の活動などについてアドバ
イスします。
場所: 西棟2F アトリエC-1

西

入試実技試験「鉛筆デッサン」、
「デザインプレゼンテーション」対策持参作品指導コーナー
／ 10:00〜16:00
内容：入試実技試験「鉛筆デッサン」、
「 デザインプレゼンテーション」対策の持参作品に
ついて専任教員がアドバイスします。
担当教員: 石田 純之助（准教授）、布目 幹人（専任講師）他
場所: 西棟2F アトリエC-1

西

優秀作品展＋デザイン学科7分野紹介展示／ 10:00〜16:00
内容: 学生の優秀作品展示、デザイン学科7分野の紹介展示
担当教員: 布目 幹人（専任講師）他
場所: 西棟1F・2F

西

プロのデザイナー・デザイン学科講師による特別授業
内容: プロのデザイナー、そしてデザイン学科の講師でもある著名な先生方による特別
講義。デザインシーンの最前線での活動や、デザイン学科の7分野の授業内容を
知る貴重な機会です。
12:00〜12：30［グラフィックデザイン］布目 幹人（専任講師）
12：30〜13:00［メディアデザイン・インタラクションデザイン］茂出木 龍太（講師）
13:30〜14：00［インダストリアルデザイン・プロダクトデザイン］片桐 祥太
（講師）
14:30〜15:00［スペースデザイン・アーキテクチュアデザイン］谷口 聡子（講師）
担当教員: 布目 幹人（専任講師）
場所: 西棟2F アトリエC-2

西

在校生によるスケッチ・レンダリング実習／ 14：00〜14:30
内容: インダストリアルデザイン、
プロダクトデザインを学ぶ在校生によるスケッチ・レンダ
リング実習。特別授業に引き続き、大沼 敦先生による指導の実習を見学できます。
担当教員: 長瀬 浩明（教授）他
場所: 西棟2F アトリエC-2
デザイン学科施設見学（工房／PCルーム）／ 10:00〜16:00
内容: デザイン学科の施設を案内します。充実した設備を誇る工房とPCルームを見学
できます。
担当教員: 布目 幹人（専任講師）
場所: 西棟1F 工房／西棟3F PCルーム

放 送 学 科 ○○○ Broadcasting
南

放送学科質問コーナー
（＊アナウンサー志望者質問コーナーを設けています）
／10:00〜16:00
場所： 南棟2F ミーティングルームC、D

南

ラジオ制作実習作品展示／ 10:00〜16:00
内容： 実習授業で制作した作品を試聴展示します。また、
スタジオ内を自由に見学できます。
場所： 南棟地下1F 録音スタジオB

南

録音スタジオ体験コーナー／ 10:00〜16:00
内容：マイクの前でしゃべるなどスタジオ体験ができます。また、スタジオ内を自由に見学
できます。
場所： 南棟地下1F 録音スタジオC

東

学科ガイダンス／ ①10:00〜10:50 ②12:00〜12:50 ③15:00〜15:50
内容： 放送学科の授業内容等、全般的に紹介します。
場所： 東棟3F E-301
録音スタジオデモンストレーション「音楽録音の技術」

南

①10:30〜11：00

②11:30〜12：00

③13:00〜13:30

④14:00〜14:30

テレビスタジオデモンストレーション「テレビ番組の制作」

南

⑤15:00〜15:30

内容： 音楽録音のミキシング技術を紹介します。
（各回定員50名）
担当教員： 落合 賢一（教授）
場所： 南棟地下1F 録音スタジオA 整理券配布場所： 東棟2F学生ホール（10:00〜）
①10:20〜11:00

②11:30〜12:10

③13:00〜13:40

④14:10〜14:50

⑤15:20〜16:00

内容： テレビ番組のスタジオ収録の様子を見学できます。
（各回定員120名）
担当教員: 鈴木康弘（教授）
場所： 南棟1F テレビスタジオ 整理券配布場所： 東棟2F学生ホール（10:00〜）

東

模擬授業「作文対策のイロハ」／ 11:00〜11:50
内容： 文章表現に求められることについて具体的にお話しします。
担当教員： 金 龍郎（准教授）
場所： 東棟3F E-301

西

東

模擬授業「放送の現在と未来」／ 11:00〜11:50
内容： いまテレビとはどんな存在で、
これからどこに向かうのか、お話しします。
担当教員： 兼高 聖雄（教授）
場所： 東棟2F E-207

芸術教養課程 ○○○ Liberal Education for Art

東

模擬授業「テレビドラマの現在」／ 12:00〜12:50
内容： テレビドラマの基本スタイルについて、その基礎知識の一端を紹介します。
担当教員： 中町 綾子（教授）
場所： 東棟2F E-207

東

模擬授業「ラジオ番組の制作」／ 13:00〜13:50
内容： 実習で制作した番組や作品を事例に、制作の流れや演出についてお話しします。
担当教員： 茅原 良平（准教授）
場所： 東棟2F E-207

東

模擬授業「テレビ番組の撮影と編集」／ 13:00〜13:50
内容： テレビ番組の撮影と編集について、分かりやすく具体的にお話しします。
担当教員： 安部 裕（准教授）
場所： 東棟3F E-301

東

模擬授業「アナウンス入門講座」／ 14:00〜14:50
内容： 正しい発声、発音とは？ アナウンスの基礎についてお話しします。
担当教員： 森中 愼也（教授）
場所： 東棟3F E-301

東

模擬授業「CMアイディアの発想法」／ 14:00〜14:50
内容： テレビCMの魅力とそのアイディア発想法についてお話しします。
担当教員： 星野 裕（教授）
場所： 東棟2F E-207

デ ザ イ ン 学 科 ○○○ Design
西

総合案内／ 10:00〜16:00
内容: 学科のインフォメーションブース・会場案内／学科資料の配布
担当教員: 布目 幹人（専任講師）他
場所: 西棟1F アトリエL-1

西

全体説明会／ ①10:00〜10:30 ②13:00〜13:30
内容: デザイン学科に関する説明会
担当教員: 森 香織（教授）他
場所: 西棟2F アトリエC-2

A

国語、英語の勉強法について／ ①11:40〜12：10 ②14:00〜14：30
内容：芸術学部が学力試験を課すことの意味や、勉強法などについて解説します。
担当教員： 髙久 暁（教授）、櫻井 歓（教授）
場所： A棟1F A-102
備考： 先着順となります。入退室は自由です。混雑状況により、入室を制限させて頂く場合
があります。

A

日藝で学べる外国語やメリットについて／ ①12:10〜12：30 ②14:30〜14：50
内容：ネイティブ教員が担当する外国語の授業の特色・メリット、学部で実施している
TOEIC IPテスト、各種検定単位認定制度、留学のチャンスについてわかりや
すく解説します。
担当教員：ジュリアン・マニング（教授）、久保 陽子（教授）
場所： A棟1F A-102
備考：「英語・国語の勉強法について」に続いて参加できます。入退出は自由です。混雑状
況により、入室を制限させて頂く場合があります。

A

全学共通科目「自主創造の基礎」を知ろう！／ ①11:00〜11：20 ②15:10〜15：30
内容：日本大学全学共通科目「自主創造の基礎」で先輩たちの作成した興味深いコン
テンツ（動画など）を紹介します。
担当教員： 吉野 大輔（准教授）
場所： A棟1F A-102
備考： 先着順となります。入退室は自由です。

A

日藝生となるための心とからだの育成／ 13：40〜14：00
内容： 運動が勉強に与える好ましい影響、入学後、様々な相談を受け付ける学生相談室
についてお話します。
担当教員： 吉野 大輔（准教授）、小沢 徹（准教授）
場所： A棟1F A-102
備考： 先着順となります。入退出は自由です。混雑状況により、入室を制限させて頂く場合
があります。

A

模擬授業「How to Create a Picture Book／英語の絵本を作ろう」／ 13:00〜13：20
内容：「ベスト・アメリカン短編ミステリー賞」受賞作家による英語絵本の創作講座です。
担当教員：カレン・ミギー（教授）、松浦 恵美（専任講師）
場所： A棟1F A-102
備考：英語を中心に行います
（日本語での質問可）
。学生が創作した英語絵本も展示します。

