
「錯視の世界へようこそ３ 」①

「見ているようで見ていない：視覚的注意」②

「ウソ発見器体験」③

健康医療科学部 MAP Ｂ

模擬講義（10:50～11:20）

学部紹介（10:30～10:50）16-105 教室

16-105 教室

（11:20～15:00）学部個別相談

（11:20～15:00）パネル展示

「薬学部で物理学を勉強するわけ」

教員と在学生による相談コーナー

「薬学部で物理を勉強するの？」「薬剤師をめざすうえで物理の知識が必要な
の？」 …そんなことを考えたことはありませんか？ 本講義では、物理学という
学問について、さらには薬学部における物理学の位置づけについて説明し
ます。

臨床系実習の写真パネル解説

薬剤師国家試験について主な就職先
薬学生の日常生活紹介 教科書・ノート展示

ほか

カリキュラム・教育システムについて

薬剤師の仕事

薬学部 MAP Ａ

（12:00～15:00）学部個別相談

（12:00～15:00）体験実習

（10:30～15:00）

その他の企画 MAP

16-104 教室

作業療法学科

伝わるプレゼンテーションをするためにはどうしたらよいか。心理学の観点から
みたポイントを解説します。

③ 「自分の歩みを振り返ってみよう」
作業療法士は薬を処方することはできません。治療のための道
具は自分自身だと言われています。自分のことをよく知ることで、
自分も相手も活かすことができます。これまでの歩みをグラフに
し、新たな気づきを獲得しましょう。

① 「自分の職業適性を体感しよう」

② 「片手での作業を体験しよう」

作業療法の領域には障害を持った方の就労支援もあります。そ
の人がどのような仕事に適性があるのか適切なアドバイスをす
るために用いる「職業レディネステスト」を体験してみましょう。

脳血管疾患などにより片方の手の運動障害が起こり、日常生活が
不便になることがあります。片手での身近な作業を通してその不
便さを体験するとともに、作業療法での解決方法を紹介します。

理学療法学科
① 「体の動きを見てみよう：3次元動作解析」

② 「呼吸理学療法を体験してみよう」

③ 「体の内側を見てみよう：超音波画像検査」

胸部手術の術後や肺機能が低下した患者さんの治療法のひとつに
「呼吸理学療法」があります。その練習をする際に用いる専門機器を
使った体験型実習を行ないます。

理学療法士には、全身の動きを捉え、その細かい部分がどのように動
いているかを評価する力が求められます。カメラやパソコンを用いて
体の動きを計測・分析する３次元動作解析を体験してみませんか。

超音波画像検査は、理学療法士が臨床でよく用いる検査のひとつで
す。肉体を傷つけることなく、体の内側の筋肉や関節などを見ること
ができます。体の内側がどうなっているのか、超音波を使って見てい
きましょう。

好評な体験型展示の第3弾。視覚（見るはたらき）の不思議を、色々な錯視を、体
験できます。自分の目が信じられなくなるかも…。

目の前の世界をちゃんと見ているつもりになっている私たちですが、実は見落
としているものがたくさんあります。このコーナーでは、ゲーム感覚の実験を通
して私たちの心に潜む注意の働きについて体験していただきます。

ウソ発見器の名前で知られている「ポリグラフ」は、脈拍、手の発汗量といった
生理的反応を測定する機器です。こうした生理的反応は動揺や安堵など、こころ
の状態変化に伴って変動します。このウソ発見器を実際に体験してみましょう。

国家資格「公認心理師」とは何か、どうすれば受験資格が得られるかなど、心理
の専門家に関する疑問・質問にお応えします。もちろん、心理学部の授業や学
生生活に関することについてもお気軽にご相談ください。

模擬講義（10:45～11:05）
「視覚心理学からみた、伝わるプレゼンのコツ」

1Ｆフロア

1Ｆフロア（11:20～15:00）体験実習

1Ｆフロア

学費 ・ 奨学金 ・アパート情報 等のご相談もこちらで！ 資料配付コーナー 1Ｆフロア

OPEN 11:30～14:30厚生館 ２Ｆ

キャンパスランチ MAPＥ

１．日替わり定食

ストリートダンス愛好会① ②

ダンスパフォーマンス

２．どんぶり定食
かつカレー３．

ランチ券利用で
無料でお食事ができます。
ランチ券利用で
無料でお食事ができます。

学生食堂

アンケート回収場所

入試相談

（12:00～15:00） 講堂吹奏楽団 公開練習

まずはここから！まずはここから！

学生企画 MAP

学生インフォメーション

14:00発 ／
いわき駅 行きバス時刻表

15:00発

教員と在学生による相談コーナー

学部紹介（10:30～10:45）

2 - 102 教室

（11:05～15:00）

（11:05～15:00）

学部個別相談

パネル展示

（11:05～15:00）体験実習

学部紹介

学部紹介（10:30～11:00）

（11:30～15:00）体験実習

（11:30～15:00）パネル展示

「命の大切さをみんなで考えよう！①

実習施設紹介 ほか電子教科書展示

看護学部 MAP Ｂ

（11:30～15:00）学部個別相談
教員と在学生による相談コーナー

6N - 302教室

6N - 302教室

6N-301　　 

エントランスホール

エントランスホール

模擬講義（11:00～11:30）
「アルコール依存症や薬物依存症はなぜ社会問題になるのか?」
芸能界のニュースなどでも取り上げられることの多いアルコールや薬物に
関する依存の問題について、依存症とはどのようなことか、どうしてやめられ
ないのかを一緒に考えてみましょう。

「愛する人」が命の危機にさらされる状況が発生したとき、あなたは「愛する
人」を救うために何を考えますか？ 命の大切さを知り、あなたができる救命の
バトンを看護教員や在学生とともに考えてみましょう。また、モデル人形を使
用した一次救命（BLS）、心肺蘇生（CPR）、自動体外式除細動器（AED）を使用
した救命体験をしてみましょう。

分かっているようでよく分かっていない自分の身体。心臓がどんな働きをし
ているか、脈拍測定・心音聴取・血圧測定を体験してみませんか。さらに呼
吸によってどのくらいの酸素が身体の中を巡っているのかについても調べ
てみましょう。

教室

「自分の身体を知ろう」② 6N-201教室

キャンパスツアー
【１回目】13：00～14：00【２回目】14：00～15：00 ※ツアー参加希望者は開始5分前までに

（10：30～15：00）

学内の主要施設を学生スタッフがご案内 ！ 1回目も2回目ツアーコースは同じです。 

総合案内所。迷ったらここへ！

6N - 402 教室

6N - 107 教室

6N - 107 教室

理学療法学科 6N - 107 教室6Ｎ- 402 教室作業療法学科

へご集合ください。

Ａ Ｆ
Ｆ

Ａ
（13:00～13:30）奨学金ガイダンス 16-106 教室Ａ

Ａ

全学部共通 MAP Ａ
学長挨拶、日程説明、イベント紹介

１Ｆ フロア

10:00～10:20

心理学部 MAP すべて で実施Ｃ

ランチランチタイムタイムイベントイベント 12:00-12:4512:00-12:45

学部・学科紹介（10:30～11:00）

【作業療法学科】「作業療法士が作る手指装具」
作業療法士は手の変形予防や手の機能回復のために、80℃で変形するプラスチックを使って数十分で手指装具を作ります。作製過程を見て、
完成品に触れながら、生活動作に及ぼす影響を説明します。

模擬講義
（11:00～11:30）

（11:30～12:00）

6Ｎ- 404 教室

【理学療法学科】「地域ボランティア活動論」
近年、障害者スポーツはスポーツとしての完成度が高まり、メディアなどでも多く取り上げられています。本講義では、障害者スポーツに実際に
関わるなかで得られた経験を理学療法士の視点からお話しします。

6Ｎ- 404 教室

11号館

国家試験「公認心理師」とは？ 卒業後の進路 大学院紹介 ほか

フラダンス部

バス乗車場所バス乗車場所

学生インフォメーション学生インフォメーション

救急救命における看護支援の大切さを知ろう！」

（※）

（※）学部設置届出中・収容定員増加の認可申請中

Ａ
Ｂ

Ｅ

Ｆ

Ｃ

厚生館厚生館

講堂講堂

薬学部棟薬学部棟

２号館２号館

学習センター
図書館・

６号館／11号館６号館／11号館

受付受付

正門

西門

総合型選抜入試総合型選抜入試
オープンキャンパスオープンキャンパス
方式を受験予定の方へ方式を受験予定の方へ

参加型参加型

13:30 までに

集合すること。
に（MAP ）受付

Information



2019.09.01   TIME TABLE

アンケート回収場所
MAP

学生インフォメーション（学習センター前）

1000 30 1100 30 1200 30 1300 30 1400 150030

薬学部 学部
紹介

模擬
講義 学部個別相談体験実習 パネル展示

看護学部

健康医療
科学部

心理学部

学生企画

その他 等

MAP
Ａ

MAP
Ｂ

MAP
Ｂ

MAP
Ｃ

MAP

本日はご参加いただき、ありがとうございました。
お帰りの際には、ぜひアンケートのご協力をお願いいたします。

学部紹介 模擬講義 体験実習

学部・学科
紹介

学部個別相談

学部
紹介
学部
紹介

模擬
講義
模擬
講義

パネル展示学部個別相談

体験実習 学部個別相談 パネル展示

体験実習模擬講義

学生インフォメーション

入試相談 MAP

キャンパスランチ

キャンパスツアー① キャンパスツアー②

Ａ

奨学金
ガイダンス
MAPMAP Ａ

吹奏楽団  公開練習 MAP Ｆ

MAP Ｅ

※

※学部設置届出中・収容定員増加の認可申請中
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