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10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30

教員による学部説明 学生による学部説明 模擬授業

研究室体験 個別相談・シミュレーター体験 入試制度説明会

◉応用情報工学科は西館B1階マルチメディアホールで行います。（情報科学部と合同）

12:30

学生スタッフおすすめ！「オープンキャンパスの歩き方」

法
政
大
学
小
金
井
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
よ
う
こ
そ
！

お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た
！

EVENT  INTRODUCTION

学部共通企画

コンピュータ科学科

ディジタルメディア学科

学部共通企画

機械工学科
機械工学専修

機械工学科
航空操縦学専修

電気電子工学科

応用情報工学科

経営システム工学科

創生科学科

学部共通企画

生命機能学科

環境応用化学科

応用植物科学科

入学センター

情
報
科
学
部

生
命
科
学
部

理
工
学
部

西館B１階 マルチメディアホール

西館１階 Ｗ１０３

西館２階 Ｗ２１１他

西館２階 Ｗ２１３

西館２階 Ｗ２１１他

東館２階 体育館

東館２階 Ｅ２０２（◉）

東館２階 Ｅ210

北館３階 Ｎ313

東館２階 Ｅ２０８

北館３階 Ｎ３０５

東館２階 Ｅ２０２

北館４階 Ｎ４２１

西館１階 Ｗ１０２

南館６階 Ｓ６０４

東館２階 Ｅ２０７

西館６階 Ｗ６００３

中央館２階 Ｃ２０３

（１）中庭，（２）北館４階 Ｎ４２３

東館２階 Ｅ２０１

東館１階 Ｅ１０１

東館４階 Ｅ４０１２

東館１階 Ｅ１０２

東館４階 研究室フロア

東館１階 Ｅ１０３

東館５階 実験室、温室

東館１階 Ｅ１０４

個別相談会
●東館２階ゼミ室３・４

各学科の先輩や進学アドバイザー（職員）
が皆さんの疑問に応えます。
受験勉強に関するお悩みや、留学・就職
活動・大学院進学に関することなど、何
でもお気軽にご相談ください！
※受付は15：15まで

本学子会社㈱ＨＵによる「お部屋相談（物
件紹介）コーナー」も併設しています。

キャンパスツアー
●受付：東館１階マルチ
　　　　ユースホール

学生スタッフが小金井キャンパスをご案内
します。学生になった気分で大学を歩き
回ろう！
※キャンパスツアーはチケット制です。
受付で、希望時間帯のチケットを受け取って
ください。

※受付は14：40まで

学生生活展示
コーナー
●東館２階ゼミ室５

学生が制作した「興味診断」などのパネル
資料や、実際に授業で使っているノートな
どを展示します。学生の日常生活が覗け
るかも！？
皆さんの願い事を書いていただく奉納企
画も行っています。

資料配布コーナー
●西館１階
　エントランスロビー

「大学案内」や各学部のパンフレットなど
を配布しています。
数に限りがあるので、お早めにお受け取り
ください。

スタンプラリー
●キャンパス各所

カードを手にキャンパス各所のチェックポ
イントを回ってみましょう。全てのスタン
プを集めた方には、小金井キャンパスオリ
ジナルグッズをプレゼント！
※来場者アンケートにご回答いただいた方には、
さらに記念品を差しあげます！

教員による
学部説明会

教員が、学部で学べる学問領域や教育の
特色、進路情報等を説明します。説明会
で学部の概要を知ってから各企画に参加
すると、より理解が深まります。

学生による
学部説明会

学部の魅力を学生視点で語る説明会です。
教授には聞けない学生生活についての
突っ込んだ話や、普段取り組んでいる研
究について紹介します。

模擬授業

模擬授業では、大学の学びに触れること
ができます。専門領域の話は難しい部分
もありますが、将来研究したい分野を見つ
けるきっかけになるかもしれません。

研究室体験

理系の特徴といえば何といっても「研究
室」。個性豊かな研究の数々に好奇心がく
すぐられること間違いなし！参加型の企画
が多いので、気軽に覗いてみましょう。

個別相談・
シミュレーター体験

航空操縦学専修では、独自の個別相談会
を実施します。また、学生が普段訓練用
に使用するフライトシミュレーターを使っ
て航空機の操縦体験ができます。

入試制度説明会　　

本学入試制度の制度や方式、併願に関す
ること、受験勉強のコツなどを入学セン
ター職員が解説いたします。

～終日実施企画～

まずは「ドリンク引換券」で飲み
物をゲット。
暑いので水分補給はしっかりと ！

模擬授業
大学の勉強というのは、１つの
課題をとことん深く掘り下げて
いくような感覚なんです。「高校
までの勉強とどう違うの？」と
思った方、実際に参加して実感
してみよう！

キャンパスツアー
大学の雰囲気を知るためには実際に
回ってみるのが一番！学生スタッフと
歩いているうちに、憧れのキャンパス
ライフのイメージが拡がっていくはず。

帰る前にアンケートに答え
て、来場記念にノベルティ
グッズを手に入れよう！

学部説明会（教員＆学生）
志望学部の説明会に参加して、
学部の特徴や雰囲気をつかん
でみよう！先生と学生、それ
ぞれの説明会を聞き比べてみ
るといろんな発見があるか
も！？

昼食
お昼ごはんは、ぜひ学食
でどうぞ。小金井キャン
パスには特徴の違う学食
が2か所あります。お腹
に余裕があれば、食べ比
べもアリ！？？

資料配布コーナー
法政大学についてもっと知
りたくなったら、家で調べ
るために資料を持ち帰ろう！
入試問題も閲覧できるよ。

個別相談／展示コーナー
受験のこと、研究のこと、就職のこと・・・
大学選びって、不安がいっぱいですよね。
そんなお悩み、相談スタッフに話して
スッキリしませんか？
また隣の展示コーナーでは、名物の「奉
納企画」がオススメ。受験生はぜひここ
で合格祈願しておこう。

研究室体験
ロボットを操縦したり、顕微
鏡を覗いたり・・・研究室体
験は、まるで理系のテーマ
パーク！研究内容について、
分かりやすく解説してくれ
るよ。

Time Table
2015.08.08. Sat.
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情報科学部

理工学部

生命科学部

学科 担当教員 タイトル

学科 担当教員 タイトル

学科 担当教員 タイトル

情報科学部

理工学部

生命科学部

学科 研究室 タイトル・紹介文

学科 研究室 タイトル・紹介文

学科 研究室 タイトル・紹介文

◉時間は40分間で、予約は不要です。
　開始時間までに直接それぞれの実施教室にお越しください。

大学の授業を受
けてみよう！

理系の研究室っ
てどんなところ

？

コンピュータ科学科

ディジタルメディア学科

李　　亜民 教授

若原　　徹 教授

Introduction to CPU Design

コンピュータで人を見分ける

コンピュータ科学科

ディジタルメディア学科
なし 不要

機械工学科 機械工学専修

機械工学科 航空操縦学専修

電気電子工学科

応用情報工学科

経営システム工学科

創生科学科（１）

創生科学科（２）

平野　元久 研究室

─

安田　彰 研究室

彌冨　仁 研究室

中村　洋一 研究室
小林　一行・

佐藤　修一 研究室

堀端　康善 研究室

なし（※） 不要

生命機能学科

環境応用化学科

応用植物科学科

常重 アントニオ 教授

山下　明泰 教授

廣岡　裕吏 助教

21世紀の製薬技術―確率と特異性のバランス

化学で拓くハイテク医療の世界

植物も病気になる

機械工学科 機械工学専修

機械工学科 航空操縦学専修

電気電子工学科

応用情報工学科

経営システム工学科

創 生 科 学 科

林　　　茂 教授

遠藤　信二 教授

山本　康博 教授

金井　　敦 教授

桂　　利行 教授

三浦　孝夫 教授

超音速の世界

浮力と揚力

真空を作る・真空で作る

電子メールの仕組みとセキュリティ

素数の不思議

知能と帰納 ： 互いを知りぬく戦略

スカッとわかる高校力学の基礎 ： すべり台の摩擦実験

シミュレーター体験

半導体システム工学研究室　デジタルスピーカとは？
世の中を変える機械学習技術
　～Deep Learningとその応用　他

経済のデータ工場
近未来社会の移動ロボットの役割
　（デモンストレーションと試乗）
1億個の粒子からなる粉体の容器内
　自由落下の並列計算シミュレーション

生命機能学科

環境応用化学科

応用植物科学科

本田　文江 研究室
明石・髙井・村野
森・山下 研究室

佐野　俊夫 研究室

5名

10名

20名

要

要

要

インフルエンザウイルスは細胞にどのような変化をもたらすか

植物の病気や病原体を自分の目で確かめよう

学科ごとに展示フロアを設け、複数の研究室を公開
します。各研究室に所属する学生が、自分たちの取
り組む研究成果について皆さんにご説明します。

電気を導くイオン結晶性固体と それを利用した燃料電池/原子が見え
る顕微鏡/ＰＭ2.5と酸性雨/不思議な“どろ”の世界/人工腎臓でろ過し
たコーラはどんな色、どんな味！？

◉整理券「要」と記載されている研究室は、事前に整理券を受け取り、開始 10 分前までに集合
場所へお越しください。（各学部の整理券配布場所・集合場所はフロアガイドでご確認ください。）

◉整理券「不要」の研究室は、西館１階研究室体験案内所でフロア案内をお配りしています。

10研究室による
個別ブース展開

※参加ご希望の方全員に体験いただくため、順番をお待ちいただく場合があります。

模擬授業 研究室体験

定員

定員

定員

整理券

整理券

整理券
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中央館

正門

中庭

西館

東館
●コンビニショップ（1F）
　11：00～15：00

●学生食堂（B1F）
　11：00～14：00

北館

管理棟
●スエヒロ食堂（3F）
　11：00～14：00

南館
●図書館（1F）

WEST
西 館

EAST
東 館

2F

1F

2F

1F

B1F東小金井駅方面

五日市街道・
小金井公園方面

  ドリンク引き換え
10：30～15：00
※引き換え券をお持ちください。

Floor Guide

食堂へ 

北館へ 

　　　主催

… 情報科学部
… 理工学部
… 生命科学部
… その他

お部屋相談
コーナー

案内所

資料配布コーナー

五日市街道 ・小金井公園方面 東小金井駅方面

北館へ 
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＜お問合せ先＞ 法政大学入学センター　〒102-8160  東京都千代田区富士見2-17-1
　　　　　　　 【TEL】03-3264-9300　【PC】 http://www.hosei.ac.jp/　【Mobile】http://mobile.hosei.ac.jp/

世界的に最も影響力のある
研究者から学べます！

2014年、岡村定矩教授（理工学部）が「宇宙科学」の分野
で、トムソン・ロイターHCR＊に選出されました。
これは同社のデータベースを用いた論文・引用分析（2002
－2012年）において、世界中で引用された回数の高い論文
上位1％の著者が研究分野ごとに選出されるものです。
＊Highly Cited Researchers（高被引用論文著者）

何かわからないことがあれば、近くのスタッフまで！
「○○に参加したいけど、どこに行けばいいか分からない」
「こんなことが知りたいけど、どの企画に参加すればいい？」
分からないことがあれば、お気軽にオレンジのＴシャツを着たスタッフにお尋ねください。
丁寧にご案内します！

アンケートに答えて記念品をゲット！
携帯電話を用いた来場者アンケートにご協力ください。
ご協力いただいた方には、もれなく記念品（法政オリジナルテープのり）を差し上げます。また、高校3年生と既卒生の方には
一般入試願書を11月上旬以降に無料でお送りします。

◆アンケートサイト
＜URL＞ http://www.postin-net.com/hosei/que_k/
＜QRコード＞

東京六大学で法政だけ！
パイロット養成のコースがあります！

航空操縦学専修（理工学部）は発足から6年、これまでに
40名以上のエアラインパイロットを輩出しています。「法政
大学飛行訓練センター」は国土交通省から指定航空従事者
養成施設の認定を受け（2010年）、飛行実習を安定的に、
かつ高度なレベルで実施しています。

　法政で医学を学ぶ！？
国内唯一の植物医学研究教育の専門機関です！
植物にも病気があります。法政大学では、その診断/治療/
予防を実践するための「植物医科学センター」を設置してい
ます。当センターは、学生の教育に活用されるほか、植物
病の診断や診断技術研修を行なっています。校舎の屋上に
実験/研究用の「温室」があるのも私立大学で法政だけ！

学生同士の「学び合い」
が活きています！

法政大学のピア・サポート（学生同士の支え合い）の取り組みは
全国的にも有名ですが、情報科学部でもピアを活用した「学び
合い」の場が見られます。GBC＊では学生スタッフが日々学習相
談等を行っています。またRAT＊では、学生自身が先輩の指導を
受けながら、学部の教育研究ネットワーク/システム環境の構築・
運用を担っています。
＊Glass Box office hour Center
＊Resource Administration Team

“えこぴょん”のみみより
（法政大学公式キャラクター）

＜記念品交換受付＞
11：00 ～ 15：30　西館ロビー受付
※アンケートは 24:00 まで受け付けています。
記念品をご希望の方は、受付時間中にご回答のうえ、
受付にて回答完了画面をスタッフにご提示ください。


