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              ヨーロッパ地域論
ヨーロッパの地域や宗教など、今まで知らなかったことを知
ることができました。大学生と一緒に講義を受けることで大
学の講義の雰囲気や進行を体験でき、とてもよい経験となり
ました。大学の授業を体験できるよい機会なので、興味があ
る人はぜひ受けて下さい。
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ユニティの高大連携講座

オープンキャンパス特集

　「ユニティ高大連携講座」は、神戸研究学園都市大学交流推進協議会（ユ
ニティ）を構成する神戸芸術工科大学、神戸市外国語大学、兵庫県立大
学神戸商科キャンパス、流通科学大学、神戸市立工業高等専門学校、神
戸市看護大学が、2003年 4月から神戸市の公・私立 20高等学校の高校
生の皆様に、進路指導選択及び教養・知識の向上を目的として、大学の
授業を公開しているものです。実際の大学の授業を大学生と一緒に受講
できるのが特徴です。大学の授業をぜひ体験してみてください。

受 講 生 体 験 記

              技術史
大学生の方と一緒に講義を受けることで、普段の生活では身
につかないようなことも勉強することができました。毎週参
加するのは大変に思うかもしれませんが、後の自分にとても
役立つ経験になると思います。

              女性と女性の健康
授業の回ごとにテーマがあり、発表や質問に戸惑うことも
あったが、講師の先生や大学生の方がやさしく接してくれま
した。高校時代から大学の授業に参加でき、毎回の授業はと
ても勉強になりとても良い経験になりました。

              臨床心理学入門 1
テレビなどでよく耳にする病気や症状について理解を深める
ことができ、これからはそのような人たちの助けになれるよ
う、この講義で得た知識を生かしていきたいと思いました。
部活との両立に悩む生徒も多いと思いますが、理系学科で、
課題の多い私でも無理なく高大連携講座の課題を提出するこ
とができました。興味のある学生はぜひ受講することをおす
すめします。
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神戸市外国語大学

兵庫県立大学
神戸商科キャンパス

開催

開催

8/4（金）10:00～14:00 （予定）

経済学部・経営学部 経済学部と経営学部は神戸商科キャンパスにあり、神戸商科大学の輝かしい伝統を受け継いでいます。
緑豊かなキャンパスで両学部の雰囲気を感じてください。

各学部の概要とその特色を説明します。さらに、在学生が自分の大学生
活を紹介しながら学部の魅力を伝えます。また、入試の方法と結果につ
いても説明します。

■学部紹介・入試説明

各学部の教員が、自分の研究テーマや身近な話題を取り上げて、皆さん
が経済学や経営学に興味を持てるように講義します。大学での講義の雰
囲気を感じることができます。

■ミニ講義

教育棟、研究棟、図書館をはじめ、キャンパスの主な施設を巡るツアー
を実施します。在学生が説明しながら案内をしますので、学生目線での
キャンパスをより身近に感じることができます。
【配布資料】 
・大学案内　　・平成 29年度入試データ　・就職データ
・平成 30年度入学者選抜要項　　　　　      ・学内施設案内図　   ほか

■キャンパスツアー（施設見学）各学部・大学院がブースを設け、質問にお答えします。ブースには、教
員だけでなく学生も同席しているので、クラブ活動や学生生活などにつ
いて生の声を聞くことができます。

■個別相談会

在学生と自由に話をすることによって経済学部と経営学部の様子を知る
ことができます。どのような質問でも大歓迎ですので気楽に声をかけて
ください。夢のキャンパスライフやつらい受験シーズンの乗り切り方な
ど何でも遠慮せずに聞いてください。

■在学生との交流

兵庫県立大学神戸商科キャンパス　経営部学務課
TEL : 078-794-6179
▽経済学部ホームページ　
    http://www.econ.u-hyogo.ac.jp/
▽経営学部ホームページ　
    http://www.u-hyogo.ac.jp/biz/

【問い合わせ先】※事前の申し込みは不要です。

8/6（日）、20（日）
9:30～15:00（※変更になる場合あり）

Open Campus 2017

当日は各学科の模擬授業を体
験することができます。学科
説明や科目について、教員か
ら聞くことができ、大学での
授業をイメージすることがで
きます。

在学生に大学生活についてな
ど、何でも気軽に聞けるコー
ナーです。受験期のことなど
質問してみると、参考になる
意見が得られるかも！

本学では、年間 250 名ほどの
学生が留学しています。在学
生が留学中の経験について、
写真などを用いて楽しく、わ
かりやすく話します。

在学生が施設をご案内します。
学生ライフや勉強法を聞きな
がら施設見学をすることがで
きます。また、司書が案内す
る図書館書庫ツアーなどもあ
りますよ！

〒 651-2187　神戸市西区学園東町 9丁目 1
TEL：078-794-8106
ホームページ　http://www.kobe-cufs.ac.jp

神戸市外国語大学　
経営企画グループ　企画広報班

●学科説明・模擬授業

●外大生と話そう !●留学体験談

●キャンパスツアー

全体説明、学科説明、模擬授業、入試相談、留学説明会、留学体験談、
外国語チャット体験、在学生によるキャンパスツアー、相談コーナー　など
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流通科学大学

神戸市立工業高等専門学校
開催

開催
6/18（日）、7/22（土）、7/23（日）、8/19（土）、8/20（日）、9/23（土・祝）、10/22（日）、
11/25（土）、12/16（土）　10:00～15:00（7・8月のみ10:00～16:00）

　本学の授業をギュッと縮めたものを体験してもらいます。しかもその授業は在校生が講師役のことも。説明を聞
くだけ、見学するだけのオープンキャンパスではありません。面白い！楽しい！不思議！な体験を通して、社会に
役立つ技術者になるための一歩を、踏み出してみませんか。志望学科が未定の人にお薦めです。

★
★
★

卒業生の評価の高さ、それは実験・実習を経験したこと。その実験・実習をミニ体験。
1日で５学科すべてを体験できます。しっかり見比べよう。
教員だけでなく在校生が対応、学生生活など各種アドバイス。

8月 18日 ( 金 )、21日 ( 月 )、22日 ( 火 ) のいずれか１日を選択

〒 651-2194　神戸市西区学園東町 8-3
TEL:078-795-3322
FAX:078-795-3314
E-mail : toiawase017@kobe -kosen.ac. jp
http://www.kobe -kosen.ac. jp/
詳しくはホームページをご覧下さい。

在校生と一緒に授業を体験

8/18（金）、21（月）、22(火)
9:00～16:00（事前申し込み必要）
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神戸市看護大学

兵庫県立大学
明石看護キャンパス

開催

開催
8/5(土)、8/6(日)　9:30～14:00 (事前申込不要)

受付開始          9:00～
全体説明会 ①    9:30～ 10:15
 ②  11:15～ 12:00
模擬授業
大学での授業をイメージすることができます。
各種相談コーナー
入試相談コーナー、先輩コーナー
体験コーナー
看護大学ならではの各コーナーに参加してみ
ませんか。
1日数回実施する予定です。

★
★

★

★

★

受付 (案内 )が、正門を入って正面の建物の
1階ロビーにありますので、まずこちらにお
越しください。
(駐車スペースはありませんので、車での来
学はご遠慮ください。)

お問い合わせは、
神戸看護大学総務課
〒 651-2103
神戸市西区学園西町 3丁目 4番地
Tel. 078-794-8080
ホームページ www.kobe - ccn.ac. jp/

全体説明会 : 大学紹介、入試の概要と選抜方法の説明
学生、教員による個別相談
学生生活、カリキュラム、受験勉強法などについて
お答えします。
模擬授業
看護体験コーナー　等
※詳細は、http://www.u-hyogo.ac. jp/cnas/
　をご覧ください。

＊ 内　容 ＊
・
・

・
・

8/9(水)、8/10(木)　9:30～12:30 (事前申込不要)

＊お問い合わせ先＊
〒 673-8588
明石市北王子町 13-71
兵庫県立大学
明石看護キャンパス　学務課

TEL(078)925-9404
FAX(078)925-0858
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平成29年

お問い合わせ・申し込み先
ユニティ加盟大学イベントカレンダー

月日 時間 イベント内容 申込 参加費 大学名

5月 27日～ 6月 24日
毎週土曜日

14時～ 15時 30分 ユニティ公開講座「電子の基礎と身近な電子機器」（全 5回） 要
全 5回

4,320円 税込
（1回 1,080円 税込 )

ユニティ

6月 6日～ 6月 27日
毎週火曜日

16時 05分～ 17時 35分
オープンセミナー
「漫画から読み解く文化史」

要 4,800円 神戸市外国語大学

6月 8日
木曜日

13時 30分～ 16時 40分 こころと身体の看護相談 in Unity 要 無料 神戸市看護大学

6月 10日
土曜日

10時～ 11時 30分 中学生のための学校説明会 (神戸市内） 不要 無料 神戸高専

6月 11日
日曜日

14時～ 15時 30分 中学生のための学校説明会 (神戸市内） 不要 無料 神戸高専

6月 11日
日曜日

10時～ 16時 芸工塾 要 無料 神戸芸術工科大学

6月 13日～ 6月 27日 
毎週火・金曜日

9時 30分～ 12時 30分
パソコン講座「水彩画で暑中見舞いを送ろう講座」 
【全くの初心者対象】(全 5回 )

要 15,000円
(テキスト代込 )

ユニティ

6月 18日
日曜日

10時～ 15時 オープンキャンパス 不要 無料 流通科学大学

6月 18日
日曜日

10時～ 16時 体験型 +入試対策型オープンキャンパス 不要 無料 神戸芸術工科大学

7月 4日～ 7月 18日 
毎週火・金曜日

9時 30分～ 12時 30分
パソコン講座「PCで音楽とデジタル写真を楽しもう講座」
【初心者対象】(全 5回 )

要 15,000円
(テキスト代込 )

ユニティ

7月 5日
水曜日

13時 30分～ 15時 30分 子育て支援 不要 無料 神戸市看護大学

7月 5日
水曜日

13時 30分～ 16時 40分 こころと身体の看護相談 in Unity 要 無料 神戸市看護大学

7月 5日
水曜日

14時～ 16時
もの忘れ看護相談（ミニ講義・相談）
「認知症になっても地域で最期まで暮らすために～知っておき
たい相談先とサービス～」

不要 無料 神戸市看護大学

7月 8日～ 8月 5日
毎週土曜日

14時～ 15時 30分 公開講座「新・ひょうご学 XI-その諸相 -」(全 5回 ) 要
全 5回

4,320円 税込
（1回 1,080円 税込 )

ユニティ

7月 9日
日曜日

9時 30分～ 16時 大学見学会 要 無料 神戸芸術工科大学

7月 9日
日曜日

10時～ 16時 芸工塾 要 無料 神戸芸術工科大学

7月 22日、23日
土・日曜日

10時～ 16時 オープンキャンパス 不要 無料 流通科学大学

7月 28日
金曜日

未定 授業見学会 不要 無料 神戸芸術工科大学

7月 30日
日曜日

10時～ 16時 体験型オープンキャンパス 不要 無料 神戸芸術工科大学

8月 4日
金曜日

10時～ 14時 (予定 ) オープンキャンパス 不要 無料 兵庫県立大学

8月 6日
日曜日

9時 30分～ 15時
（変更の可能性あり）

オープンキャンパス 不要 無料 神戸市外国語大学

◆ 神戸芸術工科大学　　　　　　　　　  078-794-5039        ◆ 神戸市外国語大学　078-794-8121
◆ 兵庫県立大学 (神戸商科キャンパス )　078-794-6179　　◆ 流通科学大学　        078-794-3555
◆ 神戸市立工業高等専門学校　                078-795-3311　　◆ 神戸市看護大学　     078-794-8080
◆ ユニティ　                                              078-794-4970
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月日 時間 イベント内容 申込 参加費 大学名

8月 9日
水曜日

13時 30分～ 16時 40分 こころと身体の看護相談 in Unity 要 無料 神戸市看護大学

8月 13日
日曜日

9時～ 12時 (小学生 )
13時～ 16時 (中学生 )

全日本小中学生ロボコン　工作教室
要

(神戸高専　
学生係経由）

神戸高専

8月 18日、21日、22日
金・月・火曜日

9時～ 16時 オープンキャンパス
要

(中学校
経由）

無料 神戸高専

8月 19日、20日
土・日曜日

10時～ 16時 オープンキャンパス 不要 無料 流通科学大学

8月 19日～ 9月 16日
毎週土曜日

14時～ 15時 30分
公開講座「神戸の魅力再発見 (6)
～神戸に大きな足跡を残した外国人～」(全 5回 )

要
全 5回

4,320円 税込
（1回 1,080円 税込 )

ユニティ

8月 20日
日曜日

9時 30分～ 15時
（変更の可能性あり）

オープンキャンパス 不要 無料 神戸市外国語大学

8月 20日
日曜日

10時～ 16時 体験型オープンキャンパス 不要 無料 神戸芸術工科大学

８月 23日～8月 26日
水・木・金・土曜日

10時～ 12時 夏休み講座「わくわく理科教室」 【小学 5・6年生対象】(全 4回 ) 要
全 4回

3,000円
(税込 ,材料費込 )

ユニティ

8月 28日
月曜日

14時～ 16時 もっと知りたい !!訪問看護 不要 無料 神戸市看護大学

9月 1日～ 9月 12日
毎週火・金曜日

9時 30分～ 12時 30分
パソコン講座「指先動かして脳トレをしよう
パソコン超入門者講座」　【全くの初学者対象】全 4回

要
12,000円

（テキスト代込）
ユニティ

9月 6日
水曜日

13時 30分～ 16時 40分 こころと身体の看護相談 in Unity 要 無料 神戸市看護大学

9月 14日
木曜日

13時 30分～ 15時 30分 子育て支援 不要 無料 神戸市看護大学

9月 14日
木曜日

14時～ 16時 やってみよう !!応急処置 不要 無料 神戸市看護大学

9月 15日～ 9月 29
日毎週火・金曜日  

9時 30分～ 12時 30分
パソコン講座「絶対できます Windows10超入門講座」
【全くの初心者対象】(全 5回 )

要 15,000円
(テキスト代込 )

ユニティ

9月 16日
土曜日

10時～ 16時（予定 ) ネアカ塾 要 無料 流通科学大学

9月 17日
日曜日

10時～ 16時 体験型オープンキャンパス 不要 無料 神戸芸術工科大学

9月 23日
土曜日

10時～ 15時 オープンキャンパス 不要 無料 流通科学大学

9月 24日
日曜日

10時～ 16時 芸工塾 要 無料 神戸芸術工科大学
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