
一人一人が個性豊かな様々な色の光を放
ち、お互いを照らし合うことでまた違った良い
色ができるように、全員が協力して今年は今
年の｢色｣を出してより良い畿央祭を作ってい
きます！ぜひお越しください！！

畿央祭実行委員長
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第 15回 畿央祭
実行委員

場所：サンクンガーデン
　　  （雨天の場合は小体育館）

笑い飯
ほか合計３組
笑い飯
ほか合計３組

※出演者は都合により変更になる場合
　がございます。ご了承ください。
・最新情報については、
 大学HPをご確認ください。



健康チェック
10時～12時　13時～15時　
K棟1階  看護実習室

あなたの健康チェックします！
● 骨密度測定　
● 体組成の測定
● 握力測定
● 30秒椅子から
　立ち上がりテスト
● ファンクショナルリーチテスト
＊9時30分より整理券を発行します。25名
ずつ時間を指定して計測し、先着 200 名様
にご参加いただきます。

第15回 畿央祭・ウェルカムキャンパス プログラム

子どもたちの遊びと
学びの空間へようこそ！
10時～15時　E棟2階  第3会議室

楽しく遊んで、楽しく学ぼう！
手作りおもちゃや積み木など、子どもた
ちが楽しめるおもちゃをたくさん準備し
ています。考えて、触れて、作って、お話を
して、そんな楽しく遊んで学べる空間を
提供しています。また、エプロンシアター
も開催します。

畿央大学 がんカフェ
「きらめき」
13時～16時　K棟1階　看護実習室

― がんについて知ろう・語ろう―
① 乳がん自己検診のすすめ：
 モデル展示と学生による自己検診デモン
 ストレ―ション（自由参加）
② がんカルタ・がんに関するパンフレッ
 トの提示
③ がんの治療や緩和ケアについて、がん
 看護専門看護師のミニ講義（相談含む）
④ 乳がん術後の入浴着展示（試着可能）
⑤ がん体験者とのトーク（自由参加）

学びのギャラリー
21日：10時～17時　22日：10時～16時
L棟1階　L101講義室前フロア

建築、インテリア、アパレル、立体造形…人間環
境デザイン学科ってこんなことをしています！
授業で学生が制作した作品を展示します。１
回生でデザインの基本を学び、２回生から各
授業でオリジナル作品や建築やインテリア、
アパレルなどいろいろな分野で制作します。
学生たちの学びの成果をぜひご覧ください。

腰痛が気になる方へ
「腰痛チェックをしてみよう！」
11時～13時　14時～16時
P棟1階　理学療法実習室

運動学・脳科学の視点から腰痛を測っ
てみましょう
①腰の柔軟性を動作分析装置で測定する
②簡易脳波計で脳が感じている痛みを測定する
＊各日10時より整理券を発行します。3名ずつ時間を指
定して計測し、先着35名様（各日）にご参加いただきます。

【お問い合わせ】
畿央大学　教育推進部
〒635-0832
奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2
TEL. 0745ー54ー1601 畿央大学

http：//www.kio.ac.jp/

10/21土・10/22日　13時～ 15時（12時30分～受付開始）オープンキャンパスミニ E棟1階 E101・E102講義室

畿央大学の受験を考えている方と保護者のみなさまを対象に、学科紹
介ガイダンス、入試ガイダンス、個別相談を実施します。参加者に
は、畿央祭模擬店で使える金券とドリンクをプレゼントします。

● 学科紹介ガイダンス
　13時00分～13時45分
　理学療法学科・看護医療学科・健康栄養学科…E102講義室
　人間環境デザイン学科・現代教育学科…………E101講義室

● 入試ガイダンス
　13時50分～14時35分
● 個別相談コーナー
　13時50分～15時00分

近鉄大阪線五位堂駅徒歩15分またはバス5分

＊プログラムが変更になる場合があります
＊野外ステージ・ホールの出しものの詳細は、当日配布のプログラムをご覧下さい

10/22日

21日：10時～17時　22日：10時～16時
C棟1階  C101 ゼミ室
畿桜会（畿央大学・畿央大学短期大学
部・桜井女子短期大学卒業生）みんな
集まれ！！歴代の卒業アルバムが見
られます。同窓生の憩いの場として、
お茶タイムにご利用下さい。懐かしい
先生や友達、先輩に会えるかも？

10/21土・10/22日

同窓会サロン

子どものための食育
（ヘルスチーム菜良）
10時～15時　サンクンガーデン
対象：幼児から小学生

野菜の旬を楽しく覚えよう！
その野菜が１番おいしい季節を「旬」といい
ます。ゲームをしながら楽しく旬を覚えよう！

健康カロリーチェック！！
10時～12時　13時～15時
K棟1階　看護実習室

あなたの食事は☆いくつ？
目指せ５ツ星☆☆☆☆☆！！
食育「サッとシステム」を用いた食事診断と
栄養に関する媒体の展示を行っています。

11 時～ 15時 30 分　Ｌ棟 1階  生理機能実習室おいしい講座　
うま味インフォメーションセンター
協力によるおいしい講座
うま味やうま味が持つ機能を知っていただき、おい
しく食べて健康づくりにお役立てください。

11時～15時30分　L棟1階　生理機能実習室味覚測定　
味覚を測定してみませんか
おいしさって何？味覚って？味覚の測定をしてみませんか？

●うま味についての講義　
●うま味の体感（試飲）
①11時　②13時 　
③14時　④15時

①11時　②13時 　
③14時　④15時

10/21土

10/21土・10/22日

ウェルカムキャンパス in畿央祭ウェルカムキャンパス in畿央祭
畿央大学の教職員がお贈りする地域のみなさま参加型イベントです。

茶室「紐庵（ひもあん）」
21日：10時～17時　22日：10時～16時
C棟1階　エントランスホール

ようこそ 紐庵（ひもあん）へ
加藤プロジェクトゼミの学生が２班に分か
れ、２つの極小茶室をつくります。「ひも」をコ
ンセプトにしてどんな造形ができるのか…

食育にチャレンジ！
21日：10時～17時　22日：10時～16時
C棟1階　栄養教育実習室

食育の学びを深めませんか！
ライフステージ別に食に関するテーマを設定し、日
常の食生活で活用できる内容の展示をしています。

自然と科学のちょこっと体験
13時～15時　E棟3階　理科実験室

簡単な実験や工作などを通して
科学に触れてみましょう。
30分程度の科学実験や科学の不思議を使っ
た工作などを行います。実施する内容や時間、
定員などは当日理科実験室に貼り出します。

子どもたちへ「運動の器用さ
にチャレンジしてみよう！！」
21日：11時～12時　13時～17時
22日：11時～12時　13時～16時
P棟1階　ニューロリハビリテーション研究センター
対象：6～16歳までの青少年
運動の器用さと上達度を測ってみよう！！
自分の運動の器用さと上達度について知る。
①運動の器用さ測定  ②運動の上達度の測定
＊各日10時より整理券を発行します。

広げよう、ボランティアの
WA！2017
21日：10時～17時　22日：10時～16時
展示：R棟1階 畿央カフェカトレア内 多目的室
外部団体ブース：C棟1階 エントランス
ボランティアのWAを大きな力に！
本学学生によるボランティア活動の報告（ポスター発
表）、外部団体等によるボランティア紹介、ブース説明。
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