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※模擬店は 15：00 まで

第16回テーマ

てのひら

掌

一人ひとりの「手」は小さいけれども、手を取り合う
ことで、その輪ができ、大きくなります。人と人とが
手を取り合う時、支え合い手を差し伸べる時、必ず
「掌」が出てきます。誰にでも「掌」を向けられるよう
な支え合える仲間がいる、畿央大学もそのような大
学であり続けたい、また畿央祭を皆一丸となって作
り上げていきたい、という意味が込められています。

吉本お笑い L I VE（野外ステージ）
かまいたち
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子ども向け企画

スマイル
ファンタジー

馬見中五丁目
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中和幹線
ファミリーマート

場所：アリーナ

ならコープ
with ローソン

ビンゴゲーム

R165

20 日（土）15：00 ～
21 日（日）15：00 ～
※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。

畿央大学 畿央祭実行委員会

奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2 TEL.0745-54-1601 http://www.kio.ac.jp
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実行委員

畿央祭実行委員長
千葉 茜

りそな銀行
COSPA
至 鶴橋

近鉄大阪線

五位堂

2番
のりば
至 大和八木

※本学には駐車スペースがございませんので、
公共交通機関をご利用の上、
お越し下さい。
なお、
近隣の商業施設への駐車はご遠慮願います。 ※ペットを連れてのご入場はお断りします。

ウェルカムキャンパス in 畿央祭

同窓会 10/20 土・10/21 日
サロン 20日：10時30分～17時 21日：10時～16時
C 棟 1 階 C101 ゼミ室

先生方からいただいたメッセージを掲示し、歴代の卒業アル
バムが閲覧できます。
同窓生の憩いの場として、
お茶タイムに
ご利用ください。
なつかしい先生や友達、
先輩に会えるかも？！

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。

10/20 土・10/21 日

茶室
「角々庵（かくかくあん）」

20日：10 時～ 17 時 21日：10 時～ 16 時
L 棟 1階 廊下

「角々庵」
かくかくあんで休もうか…

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
でオリジナル作品を建築やインテリア、アパレル
などいろん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！

人間環境デザイン学科・加藤プロジェクトゼミで
は、毎年茶室を制作しています。
今年は三角形・四
角形を組み合わせた 2 つの
茶室をつくりました。
三角形
のほうは組子をモチーフにし
ています。
四角形のほうは「ず
れ」
の面白さを追求しました。

広げよう、
ボランティアの WA！ 2018

20日：11時～16時 21日：11時～16時
E 棟 2 階 オープン教室

20日：10時～12時 13時～17時
21日：10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

運動の器用さを測ってみよう！！

おいしく、
たのしく、
まなぼう！
IT で変わる未来を体感・実食☆彡
「からだでプログラミング」体験。農業 ×ＩＴ
でかわる六次化レストランの試食。循環農
業、
六次化産業についてのパネル展示。

自分の運動の器用さを
測ってみる。
①手の運動の器用さの測定
②その他の測定
＊各日 10 時より整理券を発行します。

20日：13時～15時 21日：13時～15時
E 棟 3 階 理科実験室

ボランティアの WA を大きな力に！

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

みなさんはよくかんで食べていますか？ 楽しみな
がらいっしょにかむことの大切さを学びましょう。

味覚測定

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！

おいしい講座
11 時～ 15 時 30 分
Ｌ棟 1 階 臨床栄養実習室

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
うま味の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下さい。
●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

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
レーション
（自由参加）
②がんカルタ・がん相談機関やがんカフェ、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によるミニ講義（相談含む）
④がん治療体験談（ボランティア）
⑤乳がん術後の入浴着展示（試着可能）
⑥がん体験者とのトーク
（自由参加）

海外インターンシップ（看護医療学科）学生報告会
展示11時～15時

味覚の測定をしてみませんか

発表会11時30分～12時

オーストラリアで感じたこと、考えたこと、学んだことを聞いてください！

8/18～26までの日程で開催された「海外インターンシップ
in オーストラリア」
の学びを発表します。
［写真展示］11時～15時 ［学生の発表会］11時30分～12時
※発表会の時間が11時30分～12時に変更になりました。

グローバルに認知症ケアを考えよう～ ＊
13時～16時10分 P 棟 2 階 P203 講義室

講演：
「スウェーデン王国の認知症看護師の活動報告」
講師：スウェーデン ウプサラ大学老年疾患科 シルヴィア看護師 長谷川 佑子氏
(イベント)ワールドカフェ

腰痛＆バランスが気にな
る方へ「腰痛＆バランス
チェックをしてみよう！」

「認知症啓発日本縦断イベント」応援企画
①畿央大学前通過時の応援イベント
（14時30分前後正門付近にて）
②認知症及び RUN 伴啓発展示

体力・骨密度測定会

10 時～ 13 時 14 時～ 16 時
P 棟 1階 理学療法実習室

＊

研究機器で腰痛＆バランスを測ってみましょう

(65歳以上限定）

①腰の柔軟性を動作分析装置で計測
してフィードバックする
②重心動揺計でバランスを計測して
フィードバックする

12時30分、13時30分、14時30分
K棟1階 看護実習室

あなたの健康チェックします！

● 骨密度計測

健康カロリーチェック！！

● 体組成の測定

● 握力測定

13時～15時
K 棟 1階 看護実習室

● ファンクショナルリーチテスト

あなたの食事は☆いくつ？
目指せ５ツ星☆☆☆☆☆！！

● 30 秒椅子から立ち上がりテスト
＊12時より整理券を発行します。20名ず
つ時間を指定して計測し、
先着60名様
にご参加いただきます。

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など。

オープンキャンパス

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んを対象に、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。

●

10/20 土・10/21 日

13 時～ 15 時（12 時 30 分～受付開始）

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
●

15:00

16:00

17:00

スマイルファンタジー

展示・模擬店等

模擬店・展示
畿央大学 がんカフェ
「きらめき」
おいしい講座
自然と科学のちょこっと体験
グローバルに認知症ケアを考えよう～

ウェルカム
キャンパス

海外インターンシップ（看護医療学科）学生報告会
IT で変わる未来を体験しよう！
子どもたちの遊びと学びの空間へようこそ！
「運動の器用さにチャレンジしてみよう！
！」
（12 時～13 時休憩時間）

学びのギャラリー
同窓会

同窓会サロン

保護者懇談会

10/21 日

野外ステージ

入試

学科紹介 ガイダンス

受付 ガイダンス

ミニオープンキャンパス

個別相談会

受付 教職説明会 受付 企業説明会

10:00

11:00

12:00

吉本お笑い
LIVE

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

各団体 ON ステージ

ホール

各団体 ON ステージ

アリーナ

スマイルファンタジー

展示・模擬店等

模擬店・展示（模擬店のみ 15：00 まで）
健康カロリーチェック
体力・骨密度測定会（65歳以上）
RUN 伴（ランとも）
味覚測定
IT で変わる未来を体験しよう！
自然と科学のちょこっと体験

ウェルカム
キャンパス

子どものための食育
（12 時～13 時休憩時間）
「運動の器用さにチャレンジしてみよう！
！」
（13 時～14 時休憩時間）
「腰痛＆バランスチェックをしてみよう！」

広げよう、ボランティアのＷＡ！ 2018
茶室「角々庵 ( かくかくあん )」
学びのギャラリー
同窓会サロン

同窓会

入試
学科紹介 ガイダンス

ミニオープンキャンパス

受付 ガイダンス

＊のついているイベントは、
広陵町 × 畿央大学 KAGUYA プロジェクトシニアキャンパスを兼ねています。

ミニ

14:00

広げよう、ボランティアのＷＡ！
2018
腰痛が気になる方へ
「腰痛＆バランスチェックをしてみよう！」
茶室「角々庵 ( かくかくあん )」

おいしさって何？ 味覚って？
味覚の測定をしてみませんか？

12時～16時
K 棟 1階 看護実習室

13:00

各団体 ON ステージ
各団体 ON ステージ

アリーナ

畿央祭・ウェルカムキャンパス

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。

11時～15時30分
L棟1階 臨床栄養実習室

10/21 日
RUN 伴（ランとも）＊

がんカフェ― がんについて知ろう・語ろう―

12:00

野外ステージ 開会式
ホール

かみかみはかせになろう！

＊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。

13 時～ 16 時 K 棟 1階 看護実習室

11:00

10時～15時 サンクンガーデン

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。

畿央大学 がんカフェ
「きらめき」

9:30 10:00

（ヘルスチーム菜良）

20日：10 時～ 17 時 21日：10 時～ 16 時
展示：カトレアR1多目的室 外部ブース：C 棟 1F エントランス

10/20 土

10/20 土

子どものための食育

自然と科学のちょこっと体験

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（予定）

＊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

畿央祭・ウェルカムキャンパス

20日：10時～17時 21日：10時～16時
C 棟 1階 エントランスホール

学びのギャラリー

IT で変わる
未来を体験しよう！

子どもたちへ
「運動の器用さ
にチャレンジしてみよう！！」

第16回 畿央祭・ウェルカムキャンパス プログラム

【お問い合わせ】畿央大学

〒635-0832

教育推進部

奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2
TEL.

個別相談会

0745ー54ー1601

近鉄大阪線五位堂駅徒歩15分またはバス5分

畿央大学
http：//www.kio.ac.jp/

