proactive?
龍谷大学オープンキャンパス in 瀬田

8.27sun

瀬田キャンパス

10:00-16:00

対象学部

理工学部

社会学部

農学部

【写真・動画の撮影について】
オープンキャンパス開催中に実施内容の記録・DVD の作成・ホームページ掲載等を目的とした写真・動画の撮影を行い、本学の入試広報で活用いたしますことをご了承願います。
※記載のイベント情報は予定であり、止むを得ず時間・場所が変更になる場合がございます。予めご了承ください。※掲載写真は全てイメージです。

ア ン ケートにご協力ください
受付にてお渡ししたバッグに入っている
アンケートにご協力いただいた方全員に

“龍谷大学オリジナルグッズ ” をプレゼント！
アンケート回収場所

２号館 総合受付・アンケート回収コーナー

10：00〜16：00

L I NE 登録キャンペーン
龍谷大学入試部公式LIN E @アカウント登録者には、オープンキャンパス当日にクーポンを配信します。クーポ
ン画面を提示いただくと ” 冷たいドリンク” をプレゼントします！ 受験生向けのイベント情報やオープン
キャンパスの情報などを不定期に配信しますので、ぜひこの機会にご登録ください。
配布場所

１号館 噴水付近 ※先着 1,000名様限り。

LINE クーポン配信時間

1 回目 10：50 / 2 回目 13：00

龍谷大学の最新情報をSNSでCHECKしよう！

龍谷大学入試部公式LINE@アカウント
@ryukoku̲nyushi1639

龍谷大学入試部公式Twitterアカウント
@ryukoku̲nyushi

龍谷大学入試部公認
アドミッション☆サポーター
Facebook

大学・学部紹介動画を配信中
RyukokuUniversity

龍谷大学公式アカウント
ryukokuuniversity

無 線 LAN ・Wi -Fi スポット
オープンキャンパス期間中に限り、無料の無線 LAN・Wi-Fi スポットを校内各所に設置
しております。各スポットに掲載されている、ログイン方法に沿ってご利用ください。
※ご利用の際は周囲に気を配り、マナーを守ってご利用ください。

このマークが目印 ➡

第４回 全国高等学校

ムービーで未来とつながる
龍谷大学の学びを体験しよう
龍谷大学 動画特設サイト

第15回

青春俳句大賞

ビ ブ リ オ バ トル 開 催

龍谷 You at

あなたが、いま感じる率直な気持ちを俳句で表現して
みませんか。たくさんのご応募、お待ちしています。

友情、恋愛、家族、スポーツ、勉強、受験、風景など、感じたこと、
思うことを自由に表現してください。

10:00-16:00

アド☆サポとは？

（アドミッション☆サポーター）

観覧自由

全国高等学校ビブリオバトルが、龍谷大学瀬田キャンパスオー
プンキャンパスにて開催されます。ビブリオバトルは、本の
紹介コミュニケーションゲームです。読書の魅力を再発見し
たり、座右の書となる運命の一冊に出会
うことができるかもしれません。高校生た
ちの勇姿を是非とも観戦ください。

テーマ

深草キャンパス（京都市）

FREE

２号館 / １F / 多機能教室 10：20 START（受付10：00より）

オープンキャンパス当日の回収場所
2号館受付付近のブース 10：00〜16：00

＜オープンキャンパス開催日程＞

Wi-Fi SPOT

観覧者はチャンプ本を決める
投票にご参加いただけます

※詳細は龍谷大学入試情報サイトをご確認ください。

9.24sun

龍谷 入試

【 対象学部 】

文学部 経済学部 経営学部 法学部 政策学部
国際学部 理工学部 社会学部 農学部 短期大学部

龍谷大学のオープンキャンパスを支える学生スタッフです！
オープンキャンパス当日は赤いT シャツを着ていますので、
わからないことがあれば気軽にお声がけください！

Timetable［タイムテーブル］
10 : 00
大学紹介・入試説明会
※❶❷同一内容

1F

龍谷必勝講座
（英語）

101教室

102教室

個別相談コーナー

ロビー

13 : 00

12 : 30

13 : 30

14 : 00

15 : 30

16 : 00

大学紹介・入試説明会❷

高校１・２年生対象
ガイダンス❶

高校１・２年生対象
ガイダンス❷

龍谷必勝講座（国語）
個別相談コーナー
（入試 / 留学相談 / 奨学金・クラブ活動相談 / 障がい者支援 / 就職相談 / 住まい相談）
龍谷必勝講座（数学）

107教室
保護者対象ガイダンス❶

保護者対象ガイダンス❷

103教室

1F

プレゼン
テーション室

就職イベント❷

資料配布コーナー／在学生との交流コーナー

学生交流会館

ASSEMBLY
CORNER

アド☆サポ
（在学生）
ミュージアム
（大学生活紹介展示コーナー）

アド☆サポ（在学生）企画
イベントA

STAGE
HALL

瀬田キャンパスツアー
※❶〜❸同一内容

１号館噴水前集合

クラブアトラクション
※詳しくは中面のイベントインフォメーション参照

野外ステージ

1F

8号館

社会学部

15 : 00

14 : 30

就職イベント❶
６号館

アド☆サポ
（在学生）
企画

1F

アド☆サポ（在学生）ミュージアム
（大学生活紹介展示コーナー）

２号館

資料配布コーナー／
在学生との交流コーナー

1F

就職イベント
※❶❷同一内容

1号館

保護者対象ガイダンス
※❶❷同一内容

12 : 00

11 : 30

龍谷必勝講座（英語）

龍谷必勝講座
（国語）

龍谷必勝講座
（数学）

11 : 00

103教室 大学紹介・入試説明会❶

8号館

高校１・２年生対象ガイダンス
※❶❷同一内容

10 : 30

アド☆サポ（在学生）企画
イベントB

アド☆サポ（在学生）企画
イベントC

瀬田キャンパスツアー❶

瀬田キャンパスツアー❷

クラブ
アトラクション
社会学科
模擬講義

102教室

クラブ
アトラクション

コミュニティマネジメント学科
模擬講義

現代福祉学科
紹介イベント

1F

6号館

ロビー

個別相談コーナー

第１
グループワーク
実習室

現代福祉学科の学びと進路紹介
（展示コーナー / 在学生による相談コーナー）

理工学部
紹介❶

107教室

瀬田キャンパスツアー❸

理工学部
紹介❷

1F

１号館

理工学部在学生による学科紹介
（展示発表）
ロビー
個別相談コーナー

理工学部

※学部紹介：❶❷同一内容

１号館・７号館

理工学部研究室公開 ※詳しくは受付セット内の理工学部研究室公開チラシをご確認ください。

場所は各イベント
により異なります

理工学部研究室公開プレミアムイベント ●11：30〜 ●12：45〜 ●14：40〜
※各学科により時間・内容が異なります。詳しくは中面のイベントインフォメーションご確認ください。

1F

8号館

学部紹介イベント

理工x農学部コラボ企画
SET
（Seta Exciting Talk）2017 〜はじめの一歩〜

103教室

農学部紹介

2F

5号館

B１F

7号館

農学部

※農場実習ツアー：
❶❷同一内容

202教室

食料農業システム学科
模擬講義

203教室

植物生命科学科
模擬講義

講義室１

食品栄養学科
模擬講義

講義室２

資源生物科学科
模擬講義

食料農業システム学科
模擬講義

予約制

９号館前集合
調理学
実習室

予約制

食品栄養学科 調理実習
14：15〜15：50

９号館

1F

基礎
実験室３

予約制

植物生命科学科 実験
16：15〜17：50

基礎
実験室４

予約制

資源生物科学科 実験
16：15〜17：50

９号館ツアー ※随時受付
（所要時間：約20分）

ロビー
オープン
キッチン
図書館公開
（自由見学）

農場実習ツアー
❶14：15〜16：00 ❷16：05〜18：00

個別相談 ・ 学科紹介展示コーナー
図書館公開（自由見学）※入館時にこのプログラムをお見せください。

瀬田図書館

10 : 00

10 : 30

11 : 00

11 : 30

12 : 00

12 : 30

13 : 00

13 : 30

14 : 00

14 : 30

15 : 00

15 : 30

16 : 00

※詳しくは、中面のイベントインフォメーションをご確認ください。

Event information［イベントインフォメーション］
大学紹介・入試説明会

クラブアトラクション

アド☆サポ（在学生）
企画

龍谷大学の概要や2018年度の入試スケジュール・入試
制度についてご説明します。

龍谷大学を代表するクラブ・サークルが演奏や演技などで
受験生のみなさんを応援します。

イベントA「龍大生の大質問!? 笑ってコラえて!」
通学とひとり暮らしの違いや、放課後の過ごし方など、
「龍大生の暮らし」
を学生目線で紹介します。
●11：10 〜12：00［ 学生交流会館 / STAGE HALL ］

〈出演団体〉

❶10：00 〜10：50 ❷13：10〜14：00
［ 8号館 / 1F / 103 ］ ※❶ ❷同一内容

吹奏楽部
❶12：10〜12：30 ❷14：10〜14：30
Mist（マジック＆ジャグリングサークル）
❶12：40〜13：00 ❷14：40〜15：00
［ 野外ステージ ］

保護者対象ガイダンス
大学進学にかかる費用や受験生を持つ親として押さえて
おきたいポイントなどについてご紹介します。

イベントB「水曜日の瀬タウンタウン」
瀬田キャンパスにまつわる様々な説の真相を、学生がお
もしろく解説します。
●13：10〜14：00［ 学生交流会館 / STAGE HALL ］

高校１・２年生対象ガイダンス

❶11：10 〜12：00 ❷13：10〜14：00
［ ２号館 / 1F / 103 ］ ※❶ ❷同一内容

龍谷大学の概要や大学生活についてご紹介します。

❶10：00 〜10：50 ❷13：10〜14：00
［ 8号館 / １F / 101 ］ ※❶ ❷同一内容

龍谷必勝講座

瀬田キャンパスツアー

龍谷大学の入試を知り尽くした予備校講師が龍谷大学の問題
を解説します。当日は解説用オリジナルレジュメを配付します。

アド☆サポ
（在学生）
がツアーガイドとなり瀬田キャンパス
をご案内します。
※❶〜❸同一内容

●11：10〜12：00（英語）［ 8号館 / 1F / 101 ］
●12：10 〜13：00（数学）［ 1号館 / 1F / 107 ］
●14：10 〜15：00（国語）［ 8号館 / 1F / 102 ］

❶13：10 〜14：00 ❷14：10〜15：00
❸15：10〜16：00 ［ 1号館噴水前集合 ］

イベントC「〜アド☆サポpresents〜
ひとり暮らしと遠距離通学について紹介してみた」
初めてのひとり暮らしや、不安に感じている遠距離通学
のことなど、在学生のリアルな声をご紹介します。
●15：10〜16：00［ 学生交流会館 / STAGE HALL ］
アド☆サポ（在学生）
ミュージアム（大学生活紹介展示コーナー）
アド☆サポ（在学生）が製作した展示物を使い、龍谷大
学の魅力を知っていただきます。
●10：00 〜16：00
［ 学生交流会館 / ASSEMBLY CORNER ］

就職イベント
龍谷大学の就職やキャリアサポートについてご説明します。
● 現在の就職環境
● 就職実績
● 社会が求める人材
● どの学部が就職に有利？
● 就職サポート など

個別相談コーナー
入試制度/留学/学部学科/奨学金/クラブ活動/就職・
キャリア支援/障がい学生支援/住まい・ひとり暮らしなど
様々な質問にお答えします。
●10：00〜16：00 ［ 8号館 / 1F / ロビー ］

❶12：10〜13：00 ❷14：10 〜15：00
［ ２号館 / １F / 103 ］ ※❶❷同一内容

理工学部
理工学部研究室公開プレミアムイベント 一覧

学

科

時

集合時間11：30

数理情報学科

11：35〜12：35
集合時間14：40

14：45〜15：25
集合時間11：30

電子情報学科

理工学部紹介
大学4年間での学びを中心に、 教員が理工学部全体に
ついてご紹介します。
●高橋 隆史 准教授
❶11：00〜11：30 ❷14：10〜14：40
［ 1号館 / 1F / 107 ］ ※❶ ❷同一内容

物質化学科

集合時間11：30

11：35〜12：20
集合時間14：40

14：45〜15：30

11：35〜12：15
集合時間14：40

14：45〜15：25
※同一内容

集合時間11：30

情報メディア学科

理工学部研究室公開プレミアムイベント
理工学部の研究内容に直接触れていただくことで、より
充実した研究室公開を体験いただけるよう、６学科ごと
でプレミアムイベントを開催します。教員による研究解説、
最新研究設備の紹介等を行います。

コラボ企画

14：45〜15：25

集合時間11：30

理工学部在学生による学科紹介（展示発表）
理工学部生が特徴ある教育プログラムや研究内容を
詳しく紹介。在学生の声も聞いてみよう！
●11：00〜16：00 ［ 1号館 / 1F / ロビー ］

理工 x 農学部

集合時間14：40

内 容

11：35〜12：35
集合時間14：40

14：45〜15：45
※同一内容

大学に入るとどんな生活が待っているのか？具体的イメージを持ってもら
えるように紹介します。学生への質問時間も設ける予定です。

数理情報学科研究室公開ガイドツアー 数学 + 情報 = 不思議の世界？！

１- 619 で行っている数理情報学科研究室公開を１研究室ずつ詳しく
紹介します。

電子情報学科研究室横断ツアー

電子情報学科には電子製品の部品などを扱う“電子工学”、エネルギーや情報
をやり取りする“通信工学”、情報を解析、応用し、より便利な社会を目指す
“情報工学” の３つの専門分野があります。ここでは各分野それぞれ１〜２研
究室（合計４〜５研究室）を紹介します。

研究室ガイドツアー

機械システム工学科で公開している各研究室の研究内容を体験も交えて
紹介します。ロボットのデモンストレーションも体験してください。

12：45〜14：15
環境ソリュー
ション工学科

1号館 / 1F / ロビー

模擬講義 自然に学ぶものづくり
〜ハスの葉やカタツムリの殻を光で再現する〜 担当：内田 欣吾 教授

光を当てると可逆的に２つの状態を変える分子スイッチを用いて、光により
結晶成長をコントロールすることで、表面の形状を自由に変えることに成功
しました。この材料を用いて、天然のハスの葉の構造を模倣すると、ハスの葉
に特徴的な水を弾く性質「ロータス効果」を光制御することができました。同
様にカタツムリの殻のもつ、水滴が接触すると瞬時に表面に広がる「超親水
性」も光で制御できました。結晶成長を使って自然の仕組みを理解し、新機能
のデザインに利用します。

情報メディア学科とは

学科主任よりコラボレーション演習室にて学科紹介（カリキュラムなど）を
中心に具体的に３年間で学ぶ事、そして４年目に研究室で研究をどの様に進
めてどの様な形に仕上げるのか、その後の就職がどの様なところがあるか等
をお伝えします。実際の研究室で行なっている研究もコラボレーション演習
室、メディア処理室にて見学・体験いただけます。

龍谷大学

集合時間12：45

集合場所

数理情報学科での 4 年間

※同一内容

理工学部研究室公開
理工学部６学科の最先端の研究に触れ、大学での研究
イメージを膨らませよう！様々なテーマで研究室を公開。
●11：30〜16：00
［ 1号館 ］数理情報学科 / 電子情報学科 / 機械システム
工学科 / 物質化学科
［ 7号館 ］情報メディア学科 / 環境ソリューション工学科

個別相談コーナー
学部・学科の紹介、学びの内容について、様々な質問にお
答えします。
●10：00〜16：00 ［ 1号館 / 1F / ロビー ］

11：35〜12：15
※同一内容

機械システム
工学科

※詳しくは理工学部プレミアムイベントチラシをご確認ください。

間

Seattleʼs Best Coﬀee = サイエンスカフェ

サイエンスカフェとは、カフェの雰囲気を楽しみながら、気軽に科学の話に
ふれられる催しです。理工学部の先生が、研究の魅力や、研究生活の裏話を生
きいきとご紹介します。どなたでも参加していただいて O K です！ 研究者の
魅力を身近に感じることができるこの機会、ぜひお気軽にご参加ください！

シアトルズ
ベストコーヒー

「龍谷の森」を歩こう

集合時間14：40

14：50〜16：00

龍谷大学は 38ha の森林を瀬田キャンパスの隣に所有しています。
「里山」と
して利用されてきたこの森は、現在では環境ソリューション工学科の教育・
研究の場として用いられています。龍谷の森を歩きながら、
「林冠生物観測
タワー」や「森ラボ」といった施設を紹介し、学科で特色や学びの一端を紹介します。

SET
（Seta Exciting Talk）2017 〜はじめの一歩〜

1号館 / 1F / ロビー

●物質化学科 内田 欣吾 教授
●食料農業システム学科 山口 道利 講師
大学での学問への興味・関心をより深めてみませんか？
大学での“学び”のスタートラインに立つ皆様の「はじめの一歩」
として、理工
12：10〜13：00［ ８号館 / １F / 103 ］
学部＆農学部の研究や実習内容などを、
わかりやすく対話形式でご紹介します。

社会学部
現代福祉学科の学びと進路紹介

教員と在学生が、学科の学び（ゼミ、実習、卒業研究）や
進路（資格、就職先）
について紹介し、
ご相談にのります。
●展示コーナー
●在学生による相談コーナー
10：00〜16：00 ［ ６号館 / 第１グループワーク実習室 ］
社会学科 模擬講義

「市民社会とメディアとの関わりについて」
近代市民社会の成り立ちとメディア環境との不可分な関係に
ついて、
メディア社会学の方法を通じて講義します。

現代福祉学科 紹介イベント

「社会福祉を学んで人生の選択肢を広げよう」
相談機関や福祉施設はもちろん、行政、企業、学校でも
「社会福祉」
を学んだ人材が求められているのはなぜ？
●筒井 のり子教授・卒業生
●13：10〜14：00 ［ 8号館 / 1F / 102 ］
個別相談コーナー
学部・学科の紹介、学びの内容について、様々な質問にお
答えします。
●10：00〜16：00 ［ ８号館 / 1F / ロビー ］

●清家 竜介 講師
●11：10〜12：00 ［ 8号館 / 1F / 102 ］
コミュニティマネジメント学科 模擬講義

「コミュニティマネジメント学科の学びとスポーツで地域を元気に！」
地域をスポーツで元気にする方法を皆さんと一緒に考えます。
また、
コミュニティマネジメント学科での学びや実習も紹介します。
●大西 孝之 講師
●12：10〜13：00 ［ 8号館 / 1F / 102 ］

農学部

農学部 1 day Campus
龍谷大学農学部生を体験してみませんか？

大学で行っている実験・実習・講義科目を高校生向けに開講します。
「カレーライス」
を題材に農学部４学科の学びを解説するほか、
各学科の模擬講義、植物の不思議を解明する実験や、
本学実習農場で収穫した豆を使った
「豆カレー」
の調理実習、農場での食の
循環実習では収穫も体験できます。この機会に是非、大学教授と大学生とともに、農学部生を１日体験してください。

農学部紹介
「世界に一つの教科書（カレーライス）」
を使用して４学科の
学びをご説明します。
●11：00〜12：10 ［ ８号館 / １F / 103 ］
植物生命科学科 模擬講義
「植物の
「葉」
を理解する 〜光合成の原理〜」
「光合成」は地球のすべての生物の生物活動を支えます。
光合成機能について、古典的な内容から最新の情報までを
講義します。
●古本 強 教授
●13：10〜14：00 ［ 5号館 / 2F / 203 ］
資源生物科学科 模擬講義
「稲と岩石の良い関係 〜水田におけるSi循環〜」
稲は三大必須元素（NPK）の他にケイ素を必要とする
作物です。Siを視点に循環型農業の在り方を考えます。
●森泉 美穂子 准教授
●13：10〜14：00 ［ 7号館 / B１F / 講義室２ ］
食品栄養学科 模擬講義
「美味しさの科学」
食品の美味しさをいくつかの要素に分解して解析すること
で美味しさを科学的に解説します。
●伏木 亨 教授
●13：10〜14：00 ［ 7号館 / B１F / 講義室１ ］
食料農業システム学科 模擬講義
「“爆食”中国と世界の食料問題 〜カレーを食べ始めた13億人〜」
豊かになった中国で進む
「食の洋風化・多様化」が、世界
の食料問題におよぼす影響について解説します。
●竹歳 一紀 教授
●13：10〜14：00 ［ ５号館 / ２F / 202 ］
「文系農学を学んだ人材の就職展望とキャリア」
文系農学の魅力、文系農学教育による社会人基礎力の養成、
卒業生の進路展望等について解説する。
●香川 文庸 教授
●14：10〜15：00 ［ ５号館 / ２F / 202 ］

農場ツアー 予約制 ※先着順 定員100名
「リアルに体験、牧農場」
農学部生全員が学ぶ「食の循環実習」を解説するととも
に、バスで農場へ移動し、農作物を観察、
さらに収穫体験
を通して、農業生産のおもしろさや難しさを考えます。
●１回目 集合時間 14：15（９号館前）
14：20 バス発車 ➡ 農場にて実習
※瀬田キャンパスに16：00戻り予定。

植物生命科学科 実験 予約制 ※先着順 定員48名
「『光合成』
を見てみよう」
葉の顕微鏡観察技術を修得します。
また、光合成明反応の
蛍光観察をします。
●古本 強 教授
●集合時間 16：15（９号館前）
16：20〜17：50 ［ ９号館 / １F / 基礎実験室３ ］
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

●２回目 集合時間 16：05（９号館前）
資源生物科学科 実験 予約制 ※先着順 定員48名
16：10 バス発車 ➡ 農場にて実習
※JR瀬田駅経由後、瀬田キャンパスに18：00戻り予定。 「青果物の成熟について調べてみよう」
トマトやバナナなどの成熟に深く関わっている
「エチレン」
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
を、実験を通して学びます。
また、糖度計を使って、青果物
の糖度を調べます。
食品栄養学科 調理実習 予約制 ※先着順 定員80名
●ウェンダコーン 講師 他
「華麗なる給食（豆カレー）」
●集合時間 16：15（９号館前）
「農場」
から
「給食現場」
までの管理栄養士のかかわる
『食
16：20〜17：50 ［ ９号館 / １F / 基礎実験室４ ］
と農』
について、
カレーを題材に実習を通じて解説します。
●山崎 英恵 准教授 ・ 朝見 祐也 准教授
●集合時間 14：15（９号館前）
14：20〜15：50 ［ ９号館 / １F / 調理学実習室 ］
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

９号館ツアー（所要時間：約20分）
農学部の実験・実習施設が集まる９号館をご紹介します。
当日お申込みいただき、
ご参加いただけます。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

個別相談・学科紹介展示コーナー
当日は、入学試験や奨学金、学生生活に関するご相談に
関して個別に対応いたします。
また、教授や在学生と個別
に話ができ、学科の学びが分かる特別展示ブースを設け
ています。
●10：00〜16：00 ［ ９号館 オープンキッチン ］

９号館１Fにて随時受付
●12：30〜15：30 ［ 9号館 / 1F / ロビー ］

イベントによっては、
当日でのご参加が可能な場合もございます。
詳しくは９号館 受付までお問合せください。

Campus map［キャンパスマップ］

…トイレ

…カフェ

…電源スポット

…食堂

…エレベーター

…コンビニ

…出入口

9号館

7号館

２号館

１号館

○農場実習ツアー（集合場所：９号館前）
○食品栄養学科 調理実習（9号館 / １F / 調理学実習室）
○植物生命科学科 実験（集合場所：９号館前）
○資源生物科学科 実験（集合場所：９号館前）
○9号館ツアー（集合場所：９号館1Fロビー）
◯個別相談・学科紹介展示コーナー（農学部）
◯農学部イベント

○理工学部研究室公開
（情報メディア学科 / 環境
ソリューション工学科）
○理工学部イベント
○農学部イベント

総合受付・
アンケート回収コーナー

○龍谷必勝講座（数学）
○理工学部研究室公開
（数理情報学科 / 電子情報学科 /
機械システム工学科 / 物質化学科）
○理工学部研究室公開
プレミアムイベント
○個別相談コーナー
（理工学部）
○理工学部イベント

○保護者対象ガイダンス
○就職イベント
◯ビブリオバトル

５号館

１号館ロビーにて理工学部
研究室公開パンフレットを配布

◯農学部イベント
温室

青志館
○食堂

１号館噴水前

B1F

9号館

11：00〜15：00
（ラストオーダー14：00）

○瀬田キャンパスツアー
（集合場所：1号館噴水前）

7号館
瑞光館

野外ステージ
○クラブアトラクション

５号館

HRC棟

SETA
DOME
野球場

樹心館

体育館

青志館

ボランティア
NPO活動
センター

1号館

実験棟

4号館

野外ステージ

青雲館

青朋館

第２実験棟

学生
交流会館

6号館

３号館
2号館

B1F

グラウンド

8号館

RECホール

図書館
駐車場

シアトルズ
ベストコーヒー

智光館

正門

バス停

守衛所

青雲館

8号館

○ファミリーマート

○大学紹介・入試説明会
○高校１・２年生対象ガイダンス
○龍谷必勝講座（英語・国語）
○個別相談コーナー
（社会学部）
○社会学部イベント
○理工x農学部コラボ企画

10：00〜17：00

○休憩スペース

10：00〜16：00

※１・２Fを休憩スペースと
して開放しております。
ご自由に利用ください。

○電源スポット

10：00〜16：00

カフェ
◯シアトルズベストコーヒー
10：00 〜15：00

学生交流会館

※ラストオーダー14：30

○アド☆サポ（在学生）
ミュージアム
（大学生活紹介展示コーナー）
○アド☆サポ（在学生）企画イベント
○電源スポット

図書館
○図書館公開（自由見学）

10：00〜16：00

６号館
８/27 お帰りのバス時刻表

龍谷大学 〉〉〉瀬田駅行き
時間
12
13
14
15
16

04
04
04
04
03

分
18
18
18
18
18

33
33
33
34
34

この時刻表の他、大学 瀬田駅の
ピストン便を増発しています。

龍谷大学 〉〉〉京阪中書島行き
時間
12
13
14
15
16

05

分
25
25
25
25
25

○資料配布コーナー /
在学生との交流コーナー
○電源スポット

10：00 〜16：00

※受付で配付するプログラムを
図書館受付でお見せください。

智光館
○生協コンビニ

10：00 〜15：30

○社会学部イベント

26

座席は定員制です。定員になりますと、
ご乗車を締め切らせていただきます。

６号館
プレゼンテーション室にて
理工学部研究室公開
パンフレットを配布

※各イベントの詳細は、中面のインフォメーションをご確認ください。

