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オープン
キャンパス

東広島キャンパス
東広島市鏡山1

8/21 -22火 水

霞キャンパス
広島市南区霞1-2-3

●「広島大学を知る」プログラム
◎広島大学を様々な視点から解説
●「広大生とふれあう」プログラム
◎総合案内＆何でも相談コーナー（学生企画）
◎キャンパスガイド・オープンキャンパススペシャル（学生企画）
●「学部の特色を感じる」プログラム
総合科学部／文学部／教育学部／法学部／経済学部／理学部／
工学部／生物生産学部／情報科学部
※実施時間は各プログラムで異なります。

●「施設を見る・相談する」プログラム
◎ 女性の高校生対象の質問・相談コーナー『お茶会』
　（男女共同参画推進室）
◎ 障害のある高校生のための個別進学相談会
　（アクセシビリティセンター）
◎ 学生宿舎見学会（学生生活支援グループ）
◎ 奨学金・授業料免除に関する個別相談（学生生活支援グループ）
◎ 進路・職業選択に関する個別相談
　（グローバルキャリアデザインセンター）
◎ 留学プログラム資料配布，学内国際交流イベントの紹介，
　個別相談（国際交流グループ）
◎一般入試・AO入試過去問題閲覧・入試・入学に関する個別相談など
　（入学センター）
◎ 中央図書館クイズラリー（図書館）
◎ 特別展示など（総合博物館）

●「学部の特色を感じる」プログラム
８月21日（火）
　10:00～ 11:35  概要説明等（広島国際会議場）
　13:00～ 16:00  受験相談会，施設見学（霞キャンパス）
８月22日（水）
　13:00～ 15:00  受験相談会，施設見学（霞キャンパス）

８月21日（火）・22日（水）（両日とも）
　13:00～ 16:00  概要説明，施設見学，受験相談等（霞キャンパス）

８月21日（火）
　12:00～ 16:20  概要説明，模擬授業，受験相談会
　　　　　　　　　（広島国際会議場）
８月22日（水）
　  9:00 ～ 11:00  受験相談会（霞キャンパス）

医
学
部

薬
学
部

歯
学
部

●「学部の特色を感じる」プログラム
◎経済学部夜間主コース
　18:30～ 21:00  概要説明等

東千田キャンパス
広島市中区東千田町1-1-89

8/22水

8/21 -22火 水



■参加申込み等について
● 個人単位で参加の場合
　一部のプログラムを除き，事前の申込みは必要ありません。なお，事前申込みや整理券が必要なプログラムに参加
される場合は，各学部ホームページ等をご参照ください。また，東広島キャンパスのみお車でお越しになることも可能で
すが，駐車スペースには限りがございますので，公共交通機関等でのご来場をお勧めします。
● 団体（高等学校単位など）参加の場合
　駐車場（東広島キャンパスのみ）及び各会場の収容数の都合により，事前に参加希望の日時・人数等を下記の
URLから必ず申し込んだ上でご参加ください。なお，各会場の収容人数及び駐車台数には限りがあるため，申込みが
一定数に達した場合，申込期間中でも受付を締め切らせていただく場合がありますので，ご了承願います。また，申込
みと併せて当日の整理券等が必要なプログラムが一部ありますので，ご注意ください。
　〔参加申込みサイト〕https://www.hiroshima-u.ac.jp/oc
　〔受付期間〕6月25日～6月29日（10：00～15：00）
●障害等があり，参加上の配慮を希望する方は，入学センターへご相談ください。

■その他
●天候不良等により開催を中止する場合，広島大学ホームページに掲載します。
〔広島大学ホームページ〕https://www.hiroshima-u.ac.jp

広島大学
オープンキャンパス 2018
　みなさん，ようこそ広島大学へおいでくださいました。
　広島大学は，緑豊かな広大な東広島キャンパスと国際平和都市である広島市内等のキャンパスに12の学部と11の
大学院研究科を擁する総合研究大学です。教育や研究において，総合大学である利点を活かし，新たな｢知｣に出会う

。うょしでるえ言と所場いしわさふに」問学「，は学大島広るきで有共を験体くらひを目に界世いし新，じ感をび歓
　広島大学オープンキャンパス2018では，参加されたみなさんが広島大学の良さを，実際に見て，聞いて，感じることの
できる数々のプログラムを用意しています。
　広島大学で過ごされる今日一日が，みなさんの進路選択，大学選択にとって実り多いものとなるよう願っています。

■オープンキャンパスの内容について
　広島大学オープンキャンパス2018では，実施内容や参加目的ごとに次の４つのプログラムを設け，開催します。
　各自のテーマや状況に応じて，自分に適したプログラムを選択し参加してください。

■オープンキャンパスに関する問合せ先
広島大学入学センター　TEL:082-424-6175　FAX:082-424-6710

  e-mail: nyusi-group@office.hiroshima-u.ac.jp

〔参加申込みサイト〕

Ａ 「広島大学を知る」
プログラム

　広島大学の全体像をまずは把握し，進路・進学を考えたい高校１年生や保護者
などを対象としたプログラムです。

B 「広大生とふれあう」
プログラム

　本学の学生が主体となって企画・運営するプログラムです。学内の散策や個別
相談をとおして，広大生の生の声を聞くことができます。

C

「学部の特色を感じる」
プログラム

　各学部が行うプログラムです。学部全体の説明，学科等の説明，教育・入試・カリ
キュラム・進学等の説明，模擬授業，施設見学，個別相談等の内容です。なお，実施
キャンパスと学部は次のとおりです。

，部学済経，部学法，部学育教，部学文，部学科合総：スパンャキ島広東■
理学部，工学部，生物生産学部，情報科学部

■霞キャンパス：医学部，歯学部，薬学部
※8月21日の医学部（10：00～11：35），薬学部（12：00～16：20）のプログラムは，
広島国際会議場で実施します。

■東千田キャンパス：経済学部夜間主コース 8月22日のみ実施
※経済学部昼間コースは東広島キャンパスで実施します。

D 「施設を見る・相談する」
プログラム

　各施設において，広島大学にある貴重な資料を見たり，専門部署の担当者から
直接説明を受けたり，相談することができます。
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スケジュール一覧 Schedu le

東広島キャンパス（東広島市鏡山1）

霞キャンパス（広島市南区霞1-2-3）

東千田キャンパス（広島市中区東千田町1-1-89）

8
月
21

）
火
（日

8
月
22

）
水
（日

8
月
21

）
火
（日

8
月
22

）
水
（日

8月22日
（水）

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

1

目
日

2

目
日

1

目
日

2

目
日

総合科学部＊P04参照総合科学部＊P04参照

テーマ1,3 ＊P03参照

総合案内＆何でも相談コーナーなど＊P03参照

＊P15参照

経済学部＊P07参照経済学部＊P07参照

教育学部（1回目）

教育学部（1回目）

工学部＊P9参照

文学部＊P04参照文学部＊P04参照

理学部＊P07参照理学部

法学部＊P06参照

生物生産学部＊P11参照生物生産学部＊P11参照

C／「学部の特色を感じる」プログラムC／「学部の特色を感じる」プログラム

A／「広島大学を知る」プログラム A／「広島大学を知る」プログラム

B／「広大生とふれあう」プログラム

D／「施設を見る・相談する」プログラム

総合科学部＊P04参照総合科学部＊P04参照

テーマ1,3 ＊P03参照

総合案内＆何でも相談コーナーなど＊P03参照

＊P15参照

経済学部＊P07参照経済学部＊P07参照

工学部＊P09参照

文学部＊P04参照文学部＊P04参照

理学部＊P07参照理学部

法学部＊P06参照

生物生産学部＊P11参照生物生産学部＊P11参照

C／「学部の特色を感じる」プログラムC／「学部の特色を感じる」プログラム

A／「広島大学を知る」プログラム A／「広島大学を知る」プログラム

B／「広大生とふれあう」プログラム

D／「施設を見る・相談する」プログラム

歯学部＊P08参照

医学部（受験相談会，施設見学等）＊P08参照

総合案内＆何でも相談コーナーなど＊P03参照

総合案内＆何でも相談コーナーなど＊P03参照

歯学部＊P08参照

C／「学部の特色を感じる」プログラム

C／「学部の特色を感じる」プログラム

C／「学部の特色を感じる」プログラム

C／「学部の特色を感じる」プログラム

於：霞キャンパス

於：広島国際会議場

於：霞キャンパス

於：広島国際会議場

於：霞キャンパス

B／「広大生とふれあう」プログラム

B／「広大生とふれあう」プログラム

医学部（受験相談会，施設見学等）＊P08参照

薬学部（受験相談会）＊P09参照

薬学部 ＊P09参照

医学部（概要説明等）＊P08参照

経済学部（概要説明等）＊P07参照

C／「学部の特色を感じる」プログラム

工学部は類毎に開始時間が異なります

工学部は類毎に開始時間が異なります

テーマ2～3＊P03参照

テーマ2～3＊P03参照

教育学部（2回目）

教育学部（2回目）

情報科学部 ＊P13参照 情報科学部 ＊P13参照

情報科学部 ＊P13参照 情報科学部 ＊P13参照

＊P07参照

＊P07参照

＊P05参照

＊P05参照
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A 「広島大学を知る」プログラム Program A

B 「広大生とふれあう」プログラム Program B

実　施　日 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　所

8／21（火）・22（水）

10:00～11:30

テーマ１：君の進路・進学のために、大学の内容・入試、学生生活
などから考えてみよう サタケメモリアルホール

13:00～14:30

テーマ２：高校１、２年生必見！文理選択アドバイスとグローバ
ル人材への第一歩 サタケメモリアルホール

＜東広島キャンパス＞
11:00～12:00
13:00～14:00
14:00～15:00
＜霞キャンパス＞

13:00～14:00
14:00～15:00

テーマ３：保護者のための入学準備－費用等を中心に－
※在学生による説明会及び相談会（広島大学生協協力）
入学までにかかる費用、入学後にかかる費用、住まい探しや教材
の準備…等々について、在学生が説明いたします。

総合科学部
K108講義室

医学部
第3講義室

東広島キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス

霞キャンパス

●「総合案内＆何でも相談コーナー」 ＊本学の学生によるグループ「OZ（オズ）」の企画・運営です

実　施　日 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

8／21（火）・
22（水）

＜東広島キャンパス＞
9:30～15:30
＜霞キャンパス＞

10:00～16:00

広島大学のオープンキャンパスへようこそ！私たちOZはオープンキャンパス
で「なんでも相談」を行っています。
「なんでも相談」とは、現役広大生である私たちが受験や大学生活に関する
ことなど、みなさんの疑問や質問にお答えするものです。
雑談や道案内も行っているので気軽にテントに足を運んでみてください。
みなさんが来られるのを楽しみに待っています。

教育学部Ｋ棟前
サタケメモリアルホール前
理学部前
総合科学部Ｌ棟前
大学会館前
学生プラザ

霞会館前

●「キャンパスガイド・オープンキャンパススペシャル」

8／21（火）・
22（水） 10:00～11:00

11:00～16:00
（11:00～は随時受付）

学生ガイドが、キャンパスを50分程度でご案内します。
学生と話をしながら、大学生気分でキャンパスを歩いてみませんか？
活動の様子は、（https://blogs.yahoo.co.jp/hu_guide2007）をご覧ください。
＊法人本部前をスタート／ゴール。10:00～11:00は人数制限があります。11:00～はリクエストに
　応えてガイドします（人数制限なし。コース・時間自由）。当日現地で申し込み受付（先着順）。

法人本部前集合
※雨天決行

●編入学相談会ｉｎＯＣ

8／22（水）

13:00～15:00
（時間内随時受付）

「編入って何？？」「試験内容がよくわからない・・・」「編入した後ってどんな感じな
の？？」そんな疑問や悩みに、広島大学編入会がお応えします。
編入学を目指されている方も、そうでない方も、是非この機会に編入学について知
ってみませんか？？志望学部・学科等不問です。ぜひ気軽に足を運んでみてください！！
　※飛び込み参加も可能ですが、人数把握のため、参加希望者は下記のいずれかへ、学年・希望
学部を明記の上、ご連絡ください。

広島大学編入会ＨＰ　https://hiroshima-u-hennyukai.jimdo.com/
広島大学編入会Twitter https://twitter.com/hu_hennyukai

学生プラザ
４階多目的室

東広島キャンパス

霞キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス
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C

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

総合科学部 ◎個人参加の方は，午前の部での参加をお勧めします。※（　）内の時間は，午後の時間帯を表します。
10：00（13：00）

～
10：10（13：10）

学部長挨拶 総合科学部
L102教室（収容定員540人）ほか
※模擬授業等の教室は当日掲示予定10：10（13：10）

～

10：30（13：30）
学部説明

10：45（13：45）

～

12:00（15：00）

模擬授業等（以下４会場で実施）

8月21日（火）

１．総合科学科人間探究領域　模擬授業
「こころを見る，こころを知る，こころを測る」

２．総合科学科自然探究領域　模擬授業
「8万字を超えた現在の漢字コードの中身と，その検索問題」

３．総合科学科社会探究領域　模擬授業
「2018年から見た三島由紀夫文学－『美しい星』を中心に－」

４．国際共創学科
学科説明，質疑応答，ミニ授業，個別相談等

8月22日（水）

１．総合科学科人間探究領域　模擬授業
「倫理学を実践する」

２．総合科学科自然探究領域　模擬授業
「脳とホルモン：食欲vs睡魔　勝つのはどっち？」

３．総合科学科社会探究領域　模擬授業
「〈話〉についての話」

４．国際共創学科
学科説明，質疑応答，ミニ授業，個別相談等

※ 8月22 体日一部学科合総「，たしと象対を々方の般一，はていつに業授擬模の３～１の）水（日
験入学」として同時開催します。

10：45（13：45）

～

12:00（15：00）

総合科学部スタンプラリー
クイズ形式で総合科学部の紹介を行います。

10：45～15：30
総合科学部なんでも相談
総合科学部の入学試験，授業内容，学生生活等の相談に，教職員と学生が個別相談の形式で
お答えします。

文学部 ◎個人参加の方はなるべく午前に実施する１回目へ参加してください。
午前の部

10:00～10:10 学部長挨拶
文学部
B204講義室 ほか

10:10～10:20 学部紹介
10:20～10:50 学生によるコース紹介

11:10～12:10

研究室公開

受験相談，入試過去問題閲覧 B151大会議室

東広島キャンパス

東広島キャンパス

「学部の特色を感じる」プログラム Program C

午前の部
（主に個人単位での参加者対象）

10:00～12:00

午後の部
（主に高校単位での参加者対象）

13:00～15:00

考古学研究室（A202）
文化財学研究室（A264）
地理学研究室（A301）
言語学研究室（A303）
英米文学語学研究室（A305）
ドイツ文学語学研究室（A401）

日本文学語学研究室（A404）
中国文学語学研究室（A405）
西洋史学研究室（A501）
フランス文学語学研究室（A502）
日本史学研究室（A503）
東洋史学研究室（A505）

倫理学研究室（A601）
中国思想文化学研究室（A603）
インド哲学・仏教学研究室（A604）
西洋哲学研究室（A605）

※終了後，アンケート回収

※終了後，アンケート回収

午前の部
（主に個人単位での参加者対象）

午後の部
（主に高校単位での参加者対象）

　 午後の部

13:00～13:10 学部長挨拶 文学部
B204講義室 ほか

13:10～13:20 学生生活紹介

13:20～13:50 学部紹介

14:00～15:00 受験相談、入試過去問題閲覧 B151大会議室

11:10～15:00 学生による個別相談 B201講義室
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「学部の特色を感じる」プログラム

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

教育学部 ◎学部全体説明と１５のコースが独自に実施する各コース別説明を同時並行で行います。
◎学部全体説明及び各コース別説明は同じ内容を１日２回，２日間で計４回行います。
◎志望するコースが既に決まっている場合は，各コース別説明に参加してください。

◎全体説明

　（１）全体説明会場
　　①　広島大学教育学部の特色と概要についての説明
　　②　教育学部在学生による発表
　　③　平成３1年度入試について担当教員より説明
　　④　学部紹介ビデオ上映

教育学部　K102講義室
※当日は教育学部内の４箇所に資料配
布場所を設置しますので，こちらで資料を
受け取ってから各会場へお入りください。
なお，資料配布場所の案内板において，
説明会場の案内を掲示します。

　（２）個別相談会場
　　①　入試担当事務職員による個別相談
　　②　教育学部在学生による個別相談

（先輩たちに受験対策はどうやって行ったのか，また学生生活はどのようなものなのか聞くことができます）

教育学部
K102講義室横ピロティ

◎各コース別説明

●初等教育教員養成コース
　◯全員対象（Ｌ２０５講義室）
　　（１）コースの特色と概要に関する説明（ビデオを含む）
　　（２）コース学生の大学生活に関する説明（学生によるプレゼンテーションを含む）
　　（３）コースの入試に関する説明　※ここで個別相談の案内を行います
　　（４）コースの施設巡り
　◯高２以上の，初等教育教員養成コースの受験を考えている生徒対象
　　（Ｇ２０５講義室　13:00から15:00頃まで実施）

　　（１）コースの入試に関する説明　
　　（２）コースの入試や学生生活などに関する個別相談

教育学部
L205講義室
G205講義室

●特別支援教育教員養成コース
　（１）学部紹介DVDによるコース紹介と補足説明，質疑
　（２）各専修のデモンストレーション
　（３）コース所属学生等とのフリートーク

教育学部
L206講義室

●自然系コース
　（１）自然系コースの紹介：
　　　コースの教育と研究の内容や日常の授業や実験の様子を，ビデオなどを用いて紹介します。

　（２）模擬授業と実験：
コースの学生による理科（物理・化学・生物・地学）の実験を取り入れた模擬授業を通じ
て，コースで学ぶ理科教育の内容や方法について紹介します。

　（３）個別相談とフリートーキング：
コースの教員が，教育や学生生活についての質問や受験相談に個別に対応します。また，
コース学生とのフリートーキングの場を設け，大学生活についての新鮮な情報を提供します。

教育学部
L202講義室

●数理系コース
　（１）教員が，コースの授業内容，進路状況や理学部数学科との違いを説明します。
　（２）学生が学生の視点からコースの内容や学生生活を説明します。
　（３）質疑応答

教育学部
L104講義室

教育学部
L207講義室

●社会系コース
　（１）教員がコースのミッション，カリキュラム，授業内容，卒業生の進路，取

得可能な資格などを解説します。
　（２）学生がコースの年間行事，日々のキャンパスライフ，時間割や授業・

実習の様子を紹介します。
　（３）教員が，教育や学生生活についての質問に対応します。また，学生と

のフリートーキングの場を設けます。

教育学部

1回目
12:00～13:20 頃

2回目
13:40～15:00 頃

東広島キャンパス

C

⎛
｜
⎝

⎛
｜
⎝

技術・情報系コースは，1日目と2日目で内容
が異なります。造形芸術系コースは，１回目と
２回目で内容が異なります。初等教育教員養
成コースは別途個別相談等を行う会場を設
けています。

●技術・情報系コース
　（1）コースの紹介

コースの教育や研究の内容などを紹介します。
　（2）受験を考えている生徒へのメッセージ

コースが求める学生像，入学後に身につけて欲しいことなどをお話しします。
　（3）micro:bit（マイクロビット）を用いたプログラミング実習（8/21のみ）

はじめてでも大丈夫！イギリス生まれの教育用マイコンボードmicroi:bit（マイクロビット）を
用いて簡単なゲームを作成します。

　（4）施設の見学（8/22のみ）
　　　実習室の設備や機器，研究室の様子などを見学し，教材などを紹介します。
　（5）個別相談

コースの教員と学生が，大学生活，コースの様子，取得可能な資格，卒業後の進路など
について答えます。

L102講義室

●国語文化系コース
　（１）パワーポイントによるコース概要の説明（教室年間行事，プログラムのカリキュラム，等）
　（２）進路状況説明　　　（３）「ミニ講義」　　（４）求める学生像　　
　（５）コース所属学生とのフリートーキング　　（６）個別相談

教育学部
L204講義室
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Program C

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

教育学部 ●英語文化系コース
　（１）コースでの学業生活・学生生活の紹介
　　　教英で何を，いかに，なぜ学ぶかを紹介します。
　（２）本学の他学部，他大学との比較

本学の他学部（総合科学部，文学部）や他大学（教員養成系，外国語系）との違いを紹介します。
　（３）就職・進学の実績
　　　過去５年程度にわたっての卒業・修了生の教職，大学院進学，民間就職状況を紹介します。
　（４）進学希望者へのメッセージ
　　　コースが求める進学希望者の人物像についてお話しします。

教育学部
K108講義室

●日本語教育系コース
　（１）コース内容の説明
　（２）在学生・院生との交流（日本及びアジア諸国等，質疑応答を含みます。）
　（３）進路相談（在学生，院生，教員）
　（４）模擬授業など
　　　交流しながら，コースの様子を知っていただきます。在学生が多く参加して行います。
　　　気軽にいろいろな質問をしてください。

教育学部
L107講義室

●健康スポーツ系コース
　（１）コース紹介ビデオの映写　（２）配布資料によるコース紹介
　　　（配布資料）・コースの概要　・コース学生の生活の様子や活躍　・取得可能な資格

・卒業後の進路　・入試について
　（３）グループでの個別相談　　（４）アンケート

教育学部
K104講義室

●人間生活系コース
　（１）コース内容の説明　（２）コース学生との質疑応答　（３）研究室訪問

教育学部
K215講義室

●音楽文化系コース 教育学部
F101講義室

造形芸術系コース
１回目 主に，高校1，2年生を対象に，造形芸術系コースの概略的な説明を
行います。（団体参加は1回目のみ受け付けます。）

２回目 主に，造形芸術系コースの受験を，より具体的に考えている受験生を
対象に，個別の相談･説明を行います。（受験予定者はなるべくこの回に参加してください。）
　（１）在学生の本音トーク（１回目・２回目とも同じ）
　　　造形芸術系コースの授業内容や学生生活について学生の視点で説明します。

　（２）アトリエ探検（１回目・２回目とも同じ）
絵画・彫刻・デザイン・工芸・造形芸術学・造形芸術教育学の各ゼミ室（アトリエおよび研
究室）をまわります。

　（３）１回目入試に関するQ&A
　　　入試に関する質疑応答を行います。

　（４）２回目入試に関する個別相談
　　　自分の作品（またはそのコピー）やポートフォリオを持参しても構いません。

教育学部
L109講義室

●教育学系コース
　（１）教員による概要説明　（２）学生によるコースの紹介
　（３）教員，学生による個別相談

教育学部
K203講義室

●心理学系コース
　（１）コース概要説明
　　　１．心理学系コースで何が学べるか
　　　２．コースの教員紹介
　　　３．取得できる資格（公認心理師を含む）・卒業後の進路
　（２）模擬授業（「心」の不思議な現象を体験してもらいながら，心理学がど

のような学問かについて説明します）
　（３）質疑応答

教育学部
K201講義室

法学部 13:00～13:15 学部長挨拶
法学部・経済学部
255講義室（メイン会場）
257講義室（サブ会場）
※参加者数がメイン会場の収容人員
を超えた場合は,メイン会場の映像
と音声を双方向システムでサブ会
場に送信します。

13:15～13:35 学部紹介DVD上映

13:35～14:00
学生生活紹介

在学生にインタビューする形式で，カリキュラムを含めた学生生活全般について紹介します。

14:00～14:45 入試・教務関係説明

14:45～15:00
受験相談会

入学試験，カリキュラム，学生生活等の相談に，質疑応答及び個別相談の形式で対応します。

15:00～15:10 休憩

15:10～15:30 模擬授業（２会場に分かれて実施します。）

1回目
12:00～13:20 頃

2回目
13:40～15:00 頃

東広島キャンパス

　（１）コースの概要説明　（２）コース紹介ビデオの上映
　（3）コース学生のミニコンサート　
　（4）参加者からの質問受付，個別相談　（5）音楽棟内　施設見学
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C

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

経済学部
昼間コース

10:00～10:05 スケジュール説明
法学部・経済学部
257講義室（メイン会場）
255講義室（サブ会場）

法学部・経済学部
251講義室

10:05～10:10 学部長挨拶

10:10～10:50 学部概要説明（教育,入試,カリキュラム,進路等）

10:50～11:10 在学生による学部紹介（志望理由,学部の魅力,学生生活,アドバイス等）

13:00～14:00 個別相談

経済学部
夜間主コース

8月22日（水）

18:30～18:35 スケジュール説明
東千田校舎
402講義室
＊夜間主コース志望者を対象とします。

18:35～18:40 学部長挨拶
18:40～19:20 学部概要説明（教育,入試,カリキュラム,進路等）

19:20～19:40 在学生による学部紹介（志望理由,学部の魅力,学生生活,アドバイス等）

19:40～19:50 休憩
19:50～20:30 模擬授業
20:30～21:00 個別相談

理学部 ◎午後からの各学科イベントに参加するためには，整理券が必要です。整理券は当日先着順に配布し無くなり次第終了となります。
整理券を取得できなかった参加者を対象として，１３時から理学部全体イベントを行います。

9：30～ 午後からの各学科イベントの整理券配布開始
（詳細は https://www.hiroshima-u.ac.jp/sci/oc でご確認下さい） 理学部

各学科イベント　　各学科に分かれての学科説明

11：00～12：00 ●各学科での説明 理学部各学科講義室・施設等
各学科イベント　　各学科に分かれて施設見学　※各学科イベントの整理券をお持ちの方が対象

13:00～15:00

8月21日（火）

●数学科
　（1）数学科紹介　（2）模擬授業（2グループ）「数学小話」　（3）受験相談等
●物理学科
　場所はすべて放射光科学研究センター

3グループに分かれて以下の内容を巡回
　（1）物理学科の研究内容の紹介

　（2）放射光科学研究センターの見学
　（3）受験相談等
●化学科
※グループに分かれて演示・研究室を見学
　（1）演示実験

「マイナス196 「，」物合化チッイドンサ「，」界世の℃ CO2が燃えて炭素になる!?」
　（2）研究室公開

「小さな結晶から分子の形がわかる!? 質クパンタ「，」験実学化る作をンータパとムズリ「，」
，」るす学化でターュピンコ「，」界世のノナ・ロクミるみで鏡微顕「，」る探を質性とちたかの

「光で操る化学の世界」
　（3）受験相談
●生物科学科
　（1）生物科学科紹介
　（2）研究内容の紹介（13研究室）

，」りど足の化進のへ上陸の物植ぶ学らか物植ケコ「，」かのる来出生再は物動のて全「
成と現発子伝遺－御制長成るよにンモルホ物植「，」うよみてい覗を中の胞細，中の脳「
技学工子伝遺「，」－らか点視の学理生なロクミ－かるき生てしにかいが物動「，」－略戦長
，」用作互相の境環と物植「，」ぎしふの生発の物動「，」訣秘の』アリテクバログア『者術
隔「，」－在現と去過－てめ求を物生るがなつにちた私「，」構機子分の持維報情子伝遺「
オで界世「，」る知を方き生の物植らか異変の子伝遺「，」学物生た見らか点視ういと境環離

ンリーワンの両生類研究センター」
　（3）研究室訪問

13研究室から研究室を一つ選んで訪問する。各研究室の実験生物や演示実験を見学する。
　（4）受験相談等
　　　受験相談は整理券無しで可能。高校生だけでなく、保護者や引率の教諭も相談できる。
●地球惑星システム学科
　（1）地球惑星システム学科の研究内容の紹介
　（2）実験室公開

　（3）受験相談等

理学部各学科講義室・施設等

東広島キャンパス

東千田キャンパス

東広島キャンパス

要 整理券

要 整理券

要 整理券

要 整理券

要 整理券

「学部の特色を感じる」プログラム

＊参加者数がメイン会場の収容人員を
超えた場合は，メイン会場の映像と音
声を双方向システムでサブ会場に送信
します。
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Program C

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

理学部 8月22日（水）
●数学科
　（1）数学科紹介　（2）模擬授業（2グループ）「数学小話」　（3）受験相談等
●物理学科
　定員100名　バス2台で東広島天文台へ
　（1）天文台見学，模擬授業，四次元シアター　（2）受験相談
●化学科
※グループに分かれて演示・研究室を見学
　（1）演示実験
　　　「マイナス196 「，」物合化チッイドンサ「，」界世の℃ CO2が燃えて炭素になる!?」
　（2）研究室公開

「小さな結晶から分子の形がわかる!? 質クパンタ「，」験実学化る作をンータパとムズリ「，」
，」るす学化でターュピンコ「，」界世のノナ・ロクミるみで鏡微顕「，」る探を質性とちたかの

「光で操る化学の世界」
　（3）受験相談
●生物科学科
　（1）生物科学科紹介
　（2）研究内容の紹介（13研究室）

，」りど足の化進のへ上陸の物植ぶ学らか物植ケコ「，」かのる来出生再は物動のて全「
成と現発子伝遺－御制長成るよにンモルホ物植「，」うよみてい覗を中の胞細，中の脳「
技学工子伝遺「，」－らか点視の学理生なロクミ－かるき生てしにかいが物動「，」－略戦長
，」用作互相の境環と物植「，」ぎしふの生発の物動「，」訣秘の』アリテクバログア『者術
隔「，」－在現と去過－てめ求を物生るがなつにちた私「，」構機子分の持維報情子伝遺「
オで界世「，」る知を方き生の物植らか異変の子伝遺「，」学物生た見らか点視ういと境環離

ンリーワンの両生類研究センター」
　（3）研究室訪問

13研究室から研究室を一つ選んで訪問する。各研究室の実験生物や演示実験を見学する。
　（4）受験相談等
　　　受験相談は整理券無しで可能。高校生だけでなく、保護者や引率の教諭も相談できる。

●地球惑星システム学科
　（1）地球惑星システム学科の研究内容の紹介
　（2）実験室公開

　（3）受験相談等
理学部全体イベント（整理券を持たない参加者対象）

13:00～15:00
副学部長による挨拶・説明 理学部講義室
学生による各学科紹介

医学部
10:00～10:10 医学部長挨拶（医学部概略説明含む） 広島国際会議場

（広島平和記念公園内）
※（収容定員1500人）

10:10～10:25 医学科概略説明
10:25～10:45 保健学科全体概略説明　保健学科（専攻）概要

10:45～11:05 入試説明（ＡＯ，推薦（ふるさと枠）含む）

11:05～11:25
在学生から参加者へのメッセージ
医学科学生3名（医学科代表1名・AO，ふるさと枠代表　各1名）保健学科学生3名

11:25～11:35 質疑応答
医学部の施設見学希望者は各自で会場（霞キャンパス）へ移動

13:00～16：00 学科別受験相談会及び施設見学会（希望者のみ） 医学部（霞キャンパス）
広仁会館・・・（医学科）
保健学科棟・・・（保健学科）

8月22日（水）

13:00～15：00
学科別受験相談会及び施設見学会（希望者のみ）

＊学部･学科の全体説明会は実施しないので注意して下さい。
医学部（霞キャンパス）
広仁会館・・・（医学科）
保健学科棟・・・（保健学科）

歯学部 13:00～13:40
学部長挨拶（歯学部概要説明含む）
学科別概要説明（歯学科，口腔健康科学科） 歯学部大講義室

14:00～16:00

研究棟C1階
各講義室・実習室
各研究室
集合・研究棟C1階

要 整理券

要 整理券

要 整理券

要 整理券

要 整理券

8月21日（火）

霞キャンパス

霞キャンパス

霞キャンパス

個別受験相談（教員・学生が入試，学生生活，進路等についてお答えします）
施設見学（各講義室・実習室で，歯科に関する展示や説明を行います）
研究室紹介（歯学部の研究室での研究の様子や設備が見学できます）
病院（歯科）見学（当日受付でお申し込みください）
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9:30～

10:00～11:30

受付
工学部C0棟
おもしろラボ

工学部特別企画

◎工学部特別企画
　「リケジョ×女子高生　～理系女子（教員＋学生）との座談会～」
①女性教員による，工学の魅力，工学女子の就職状況，女性研究者の活躍など
　についての紹介
②女子学生による各類の紹介
③女性教員・女子学生との座談会（お菓子有）
※定員50名，保護者同伴可，申込不要

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

薬学部
12:00～12:10 薬学部長挨拶 広島国際会議場

（広島平和記念公園内）
※（収容定員1500人）12:10～12:30 薬学科・薬科学科概要説明

12:30～12:45 入試説明（AO・推薦入試を含む）

12:45～12:55 在学生から参加者へのメッセージ

13:10～14:10

14:15～15:15

15:20～16:20

13:30～16:00

  9:00～11:00

13:35～14:45

佐能　正剛　助教
医薬品候補化合物の薬理作用・毒性の予測

河合　秀彦　准教授
細胞から見える生命と薬学研究

川見　昌史　助教
くすりの生体内運命の解明と創薬を指向した応用展開

受験相談会

薬学部受験相談会
セミナー室Ｂ

第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）
工学部
第一類111講義室11:00～12:00

◎工学部のパンフレットを配布します。
◎見学可能な研究室の紹介パネルの展示を行います。パネルの前で，学
生による説明を聞くことができます。

12:00～12：20 第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）の教育・研究内容説明 111講義室，220講義室

12:20～13:35

研究室公開A
○材料に衝撃を
　岩本　剛　准教授（材料力学研究室） G4棟104・105室他

○機械材料の組織と特性
　杉尾　健次郎　准教授（材料物理学研究室） C4棟111室

○スプレー流動の可視化計測
　尾形　陽一　准教授（流体工学研究室） G5棟101室

○大型水槽の紹介
　安川　宏紀　教授，佐野　将昭　助教（海上輸送システム研究室） G3棟水槽実験棟

○ゲッチンゲン風洞の紹介
　岩下　英嗣　教授（航空輸送・海洋システム研究室）
　中島　卓司　助教（輸送・環境システム流体研究室）

G2棟風洞実験棟

研究室公開B

○群れ学：集合知を創発するシステム学
　大倉　和博　教授（生産システムA研究室） A3棟523室

○金属材料・接合材の疲労破壊
　曙　紘之　准教授（材料強度学研究室） B3棟007室

○霧箱による放射線観察
　田中 憲一　准教授，梶本 剛　助教（量子エネルギー工学研究室） A3棟713室

○大型水槽の紹介
　安川　宏紀　教授，佐野　将昭　助教（海上輸送システム研究室） G3棟水槽実験棟

○ゲッチンゲン風洞の紹介
　岩下　英嗣　教授（航空輸送・海洋システム研究室）
　中島　卓司　助教（輸送・環境システム流体研究室）

G2棟風洞実験棟

14:45～ 質疑応答，個別受験相談，アンケート記入後解散 111講義室，220講義室

8月21日（火）

8月22日（水）
霞キャンパス

東広島キャンパス

C 「学部の特色を感じる」プログラム

広島国際会議場ロビー

工学部
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第二類（電気電子・システム情報系）
工学部
第二類103講義室

10:00～15:00
※研究室公開は10:30～15:00

工学部のパンフレット，第二類のパンフレットを配布します。

1回目
10:30～11:00

2回目
13:00～13:30

第二類（電気電子・システム情報系）の教育・研究内容説明
1回目・2回目とも同じです。

103講義室
218講義室

13：30～14：00 受験相談 103講義室

東広島キャンパス

10:30～15:00

研究室公開（工学部第二類の全研究室を公開します） 【工学部B1棟】
○ナノサイエンス
ナノスケールの世界を支配する量子力学について，ゲームを通じて体感していただきます。

量子多体物性研究室（B1-002）

○光を操る
光を使った通信や光のスペクトルに関する実験をします。

量子光学物性研究室（B1-002）

○ナノメートルの微小な世界 量子機能材料科学研究室（B1-002）

○薄膜半導体がつくる次世代エレクトロニクスの世界 量子半導体工学研究室（B1-002）

○半導体と無線技術 電子デバイス工学研究室（B1-002）

○新領域を作り出すマイクロエレクトロニクスシステム 先端集積システム工学研究室（B1-002）

○LSI（大規模集積回路）・生体磁気科学の最前線
　　 設計，製作，評価の現場を紹介します。 

【ナノデバイス・バイオ融合科学研究所】
ナノデバイス集積研究室

Program C

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

工学部

10:30～15:00

【工学部A1棟】
○人間を超えるロボットを目指して ロボティクス研究室（A1-223）

○コンピュータ上の人工社会の紹介とデモンストレーション 社会情報学研究室（A1-231）

○社会を支える電力システム
　　 電気エネルギーの発生，輸送，消費の一連のシステムを紹介します。

電力・エネルギー工学研究室（A1-425）

○人間を始めとする生物の巧みで高度なしくみにヒントを得た人間支援ロボット
や医療機器 生体システム論研究室（A1-5Fエレベータホール）

○身の回りの制御・信号処理技術の紹介と簡単なデモンストレーション システム制御論研究室（A1-727）

○人と地球に優しい生産システムを目指して（ものづくりのマネジメントを工学する） 生産システム工学研究室（A1-831）

第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）
工学部
第三類 116講義室

10:00～12:30

案内デスクが設置されています。案内デスクでは，工学部のパンフレット，
第三類のパンフレットを配布します。
○第三類紹介スライドショー（10:00～10:30と12:00～13:00）
○第三類教員による模擬授業と学生との交流会（10：30～11：30）
　「水をきれいにする膜・水素をつくる膜」都留　稔了　教授
　「環境中に膨大に存在する未知微生物たち、秘められた可能性に迫る」青井　議輝　准教授
　第三類現役学生との交流会

○研究室等の自由散策（説明をご希望の方はお声掛け下さい） A4-1F, 2F, 3F 

○企業展示 B4-004

○研究室パネル紹介 116講義室

13:00～13:20 ①第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）の教育・研究内容説明 116講義室

13:30～14:45

13:00～15:00

②研究内容・紹介展示・演示実験（以下を誘導して廻ります）
○高分子らしさ，を体験してみよう
　滝嶌　繁樹　教授，木原　伸一　准教授，宇敷　育男　助教

○私達の身の回りで活躍する微生物
　石田　丈典　講師

B4-002

B4-005
○PCRとDNA電気泳動－DNA増幅技術と可視化技術－
　川崎　健　助教

○太陽電池を塗って作る
　尾坂　格　教授，斎藤　慎彦　助教

B4-007
○科学捜査入門（指紋の検出）
　早川　慎二郎　教授

○自然に学ぶ機能性材料の創成～最先端機器でナノの世界を見る～
　片桐　清文　准教授，定金　正洋　准教授 C4-113/114

○核磁気共鳴装置の説明 A4-124 

○研究室公開（機能高分子化学研究室） A4-821

○企業展示 B4-004

14:45～15:00

③質疑応答，個別受験相談 A4-112セミナー室

④アンケート記入後解散 116講義室

東広島キャンパス
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生物生産学部 〔申込み〕
参加テーマ「Ⓐ～Ⓛ」は事前申込みが必要です。参加日，参加テーマ「Ⓐ～Ⓛ」，高
等学校名，学年，氏名，父母等連絡先を記載の上，メールで申し込んでください。当
日は受付完了メールを持参してください。定員に達し次第, 受付を締め切ります。
E-Mail sei-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp
※事前申込みが必要なプログラムについては, 高校が一括して申し込まず，個人で登録してください。

10:00～10:50

開会式 C206講義室
C314講義室
C316講義室
※各講義室とも同じ内容を実施します。

学部長挨拶

入試，教育等の説明

キャンパスライフ

受験の心構え

スケジュールの案内

以後，参加者の希望する会場へ移動

10:50～16:00

パネル展示　各研究室からパネルを出展し研究内容等の紹介をします。 C205講義室前

受験相談 C205講義室

在学生相談コーナー C205講義室

11:10～12:00

農場見学①
牛（乳牛と肉牛），ヒツジ，ヤギと緑の牧草に囲まれた附属農場に来てみませんか
―文部科学省の共同利用拠点に認定されている中四国の大学で唯一乳牛を飼っている農場です―
※2週間以内に海外渡航歴のある方は参加することができません。

集合1階ポーチ

模擬授業①
テーマ：食品のおいしさと構造 

C314講義室
食品物理学

模擬実験①
テーマ：植物のDNAをみてみよう

A210学生実験室
酵素化学

研究室見学①

集合C206講義室

○魚の年齢を調べる 水圏資源生物学
○魚の移動を調べる 水圏資源増殖学

集合C201講義室
○ヤギミルクのしぼり方

○いろいろな農作物を見てみよう（8/21のみ）

○植物の形を決める遺伝子の研究（8/22のみ）

家畜生体機構学
植物栄養生理学
植物環境分析学

C水圏統合科学プログラム

D応用動植物科学プログラム

「学部の特色を感じる」プログラム C　

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

工学部 第四類（建設・環境系）
工学部
第四類107講義室11:00～受付 工学部のパンフレット，第四類のパンフレットを配布します。

12:00～12:55 第四類（建設・環境系）の教育・研究内容説明　各教育プログラムの説明
１０７講義室
２１９講義室（予備）

13:00～14:30 研究教育施設および内容の公開（説明後に誘導）

○資源を大切にするコンクリート
循環型社会に貢献するコンクリートを紹介します。

土木構造・土木材料実験棟（E2棟）

東広島キャンパス

13:00～14:30

○微生物燃料電池の不思議 
　　  海底や河岸に堆積したヘドロから電気を取り出す微生物燃料電池技術について実演を

交えて紹介します。
自習室（C2-115）

○ 地震に強い家づくりと制振・免震技術
　　  地震から建物を守る，最先端の耐震技術を紹介します。

107講義室

○ 建築デザインの技法
　　  設計者の目線から，フェニックス工房の建築デザインを説明します。

建築設計製図室
（フェニックス工房）

14:30～15:00

質疑応答，アンケート記入後解散 １０７講義室

個別受験相談
（社会基盤環境工学，建築の2プログラム別に相談に応じます。）

２１９講義室（予備）
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Program C

学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

生物生産学部

13:00～13:50 牛（乳牛と肉牛），ヒツジ，ヤギと緑の牧草に囲まれた附属農場に来てみませんか
―文部科学省の共同利用拠点に認定されている中四国の大学で唯一乳牛を飼っている農場です―
※2週間以内に海外渡航歴のある方は参加することができません。

集合１階ポーチ

14:05～14:55

模擬授業②

H模擬実験②

テーマ：食品のおいしさと構造
C314講義室
食品物理学

進学説明会 C316講義室

15:10～16:00

テーマ：植物のDNAをみてみよう
A210学生実験室

I水圏統合科学プログラム

J応用動植物科学プログラム

集合C206講義室

集合C201講義室

K食品科学プログラム 集合C315講義室

L分子農学生命科学プログラム 集合C316講義室

酵素化学

研究室見学②

アンケート記入後解散 C206講義室前受付

G農場見学②

○ヤギミルクのしぼり方 家畜生体機構学

○魚の年齢を調べる 水圏資源生物学
○魚の移動を調べる 水圏資源増殖学

○いろいろな農作物を見てみよう（8/21のみ） 植物栄養生理学
○植物の形を決める遺伝子の研究（8/22のみ） 植物環境分析学

○クラゲの変態を観察しよう 水族生化学
○酵母から学ぶ細胞生物学 微生物機能学

○食品の加工技術・計測技術について（8/22のみ） 食品工学

○食の安全・安心－植物成分でノロウイルス撃退－（8/21のみ） 食品衛生学
○食品の働きを科学する－食品とメタボの関わり－（8/21のみ） 分子栄養学
○食料生産と流通および食料資源の管理－社会経済農学の視点から－（8/21のみ）食料生産管理学・食料市場学
○海は宝の山－海洋生物が持つ有効成分－（8/22のみ） 海洋生物資源化学
○健康を守る食品成分（8/22のみ） 動物資源化学

集合C315講義室
○食の安全・安心－植物成分でノロウイルス撃退－（8/21のみ）

○食品の働きを科学する－食品とメタボの関わり－（8/21のみ）

○食料生産と流通および食料資源の管理－社会経済農学の視点から－（8/21のみ）

○クラゲの変態を観察しよう 水族生化学
○酵母から学ぶ細胞生物学 微生物機能学

○食品の加工技術・計測技術について（8/22のみ） 食品工学
集合C316講義室

○健康を守る食品成分（8/22のみ） 動物資源化学
○海は宝の山－海洋生物が持つ有効成分－（8/22のみ） 海洋生物資源化学

食料生産管理学・食料市場学
分子栄養学
食品衛生学

E食品科学プログラム

F分子農学生命科学プログラム

11:10～12:00
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学　　　部 時　　　間 内　　　　　　　　容 場　　　　所

情報科学部
10:00～10:30

10:30～12:00
13:00～15:00

学部説明会・入試説明会

個別相談（入試や学生生活などについて情報科学部の教員に相談できます。）
研究紹介（ポスター展示・デモ）

　学部長挨拶（10分）
　情報科学部概要説明（10分）
　入試説明（10分）

学士会館2F
レセプションホール

学士会館2Fロビー

13:00～15:00

【公開講座】
　「データサイエンスとインフォマティックスからなる情報科学」

8月21日（火）
　13：00～　数字と意味で見える世界－ビッグデータとリンクトデータ（林）
　14：00～　金融データを分析する（木島）
8月22日（水）
　13：00～　インターネットの裏側～あらゆるモノが繋がる世界～（近堂）
　14：00～　人工知能のための機械学習（栗田）
120席程度の座席を用意しますが，人数が多い場合には立ち見になります。ご了承ください。

学士会館2F
レセプションホール（約120席）

東広島キャンパス

「学部の特色を感じる」プログラムC

※上記は公開講座として実施します。
データから価値を創造するデータサイエンス，そしてデータを大量にかつ
効率的に処理するインフォマティックス。膨大なデータが溢れる現在，もっ
とも注目されているこの2つの科学をカリキュラムの柱とした情報科学部
が平成30年4月広島大学に開設されました。本講座では，情報科学部で実
施される講義，および研究の一部を担当教員が分かりやすく解説します。

組込みシステム開発，コンピュータグラフィックス，人工知能と機械学習，学習支援システム，GPU
やFPGAを用いた並列計算，分散ネットワークを用いた情報処理，ソフトウェア信頼性，プライバ
シーを守る暗号技術などについて，学生や教員が展示やデモの説明を行います。
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D 「施設を見る・相談する」プログラム Program D

センター等 時　　　間 内 容 場 所

男女共同参画
推進室

10:00～11:30

女性の高校生対象の質問・相談コーナー『お茶会』
お茶を飲みながら女性の高校生の大学に対する疑問・質問に女性の大学
生・女性の大学院生・女性教員がお答えします。定員30人程度
（個人申し込み可。申し込み多数の場合は抽選）
〔予約・お問合せ〕
TEL/FAX：082-424-4355
E-mail
HP：https://www.hiroshima-u.ac.jp/gender

：gender-eq＠hiroshima-u.ac.jp

先端物質科学研究科
（3階）

アクセシビリティ
センター

10:00～16:00

1．広島大学におけるアクセシビリティ推進の取組紹介
2．アクセシビリティ支援技術（補聴・筆記通訳・点訳等）体験会
3．障害のある高校生のための個別進学相談会
　（要予約）
　詳細は、http://www.achu.hiroshima-u.ac.jp/op2018/ をご確認ください。

アクセシビリティセンター
（学生プラザ２階）
※車いすの方は、学生プラザ正面入口
横のエレベーターをご利用ください。

学生生活支援
グループ 10:00～16:00

13:00～16:00

学生宿舎見学会

奨学金・授業料免除に関する資料配付及び個別相談

（東広島キャンパス⇔池の上学生宿舎において20分間隔で送迎バスを発車させます。）
集合場所：学生プラザ前

学生プラザ１階
池の上学生宿舎

学生プラザ1階

グローバル
キャリアデザイン
センター

13:00～16:00
（随時対応）

1．本学における学生の就職事情について
2．グローバルキャリアデザインセンターの紹介
3．センター業務の説明
4．進路・職業選択に関する個別相談

グローバルキャリア
デザインセンター
（学生プラザ2階）

国際交流グループ
13:00～16:00

1．留学個別相談（海外留学全般、学内プログラム、奨学金など）
2．留学プログラム資料配布
3．学内の国際交流イベント紹介

学生プラザ１階

入学センター
10:00～16:00

1．一般入試・AO入試の過去問題（平成29年度～平成30年度）の閲覧
2．入試・入学に関する個別相談 学生プラザ１階

図書館 10:00～16:00
中央図書館1階

総合博物館

10:00～16:00

1．特別展示（伊能忠敬没後200年記念）「地図をつくる・地図からわかる」
2．博物館本館常設展示（広島大学の歴史、地球史、里海、里山）
3．キャンパス絵地図の配布
4．自然散策道「発見の小径」紹介パンフレットの配布

総合博物館

サテライト館
埋蔵文化財調査部門展示室

本館
（教育学部L棟1階）

放射光科学研究
センター

8月21日（火）
10：30～12：00
15：00～16：00

8月22日（水）
10：30～12：00
13：30～16：00

施設見学
1．放射光科学研究センターの実験施設見学
放射光を発生する加速器を間近に見ることができます。

2．光や電気・磁気の演示実験
超伝導、液体窒素、強力磁石、回折格子などを使った楽しい実験を企
画しています。

3．放射光科学分野の進路・職業選択に関する個別相談（随時対応可）
      http://www.hsrc.hiroshima-u.ac.jp

放射光科学研究センター

東広島キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス

東広島キャンパス

1．広大生による中央図書館書庫ツアー
2．謎とき！図書館クイズラリー

1．サテライト館 埋蔵文化財調査部門展示室 常設展示
2．キャンパス遺跡マップ配付
3．キャンパス遺跡・遺物クイズ実施
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15



霞キャンパス建物配置図 Kasumi Campus Map

広島市南区霞1-2-3

東千田キャンパス建物配置図 Higashi-Senda Campus Map

広島市中区東千田町1-1-89

＊ 8月21日（火）の医学部（10：00～11：35），薬学部（12：00～16：20）のプログラムは広島国際会議場（裏表紙参照）が会場となりますので，
交通アクセスをご確認の上，ご来場ください。
広島国際会議場／広島市中区中島町1-5（平和記念公園内）  http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/

正門

平和センター

食堂

売店（飲料等購入可能）

食堂

売店（飲料等購入可能）
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東広島キャンパス建物配置図 

東広島市鏡山1
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Higashi-Hiroshima Campus Map
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●お問合せ先

広島大学入学センター
〒739-8511 東広島市鏡山1-3-2

TEL. 082-424-6175， 6173

FAX. 082-424-6710

E-mail  nyusi-group@office.hiroshima-u.ac.jp

https://www.hiroshima-u.ac.jp

各キャンパスへの Acces s
主なアクセス

広島国際会議場周辺地図 Acces s  Map

■霞キャンパスへ

広島空港

JR広島駅

JR横川駅

JR西広島駅

空港リムジンバス（広島駅新幹線口行）
約45分

広電バス（5号線 大学病院行）
約20分

広島バス（23，23-1号線 大学病院行）
約40分

広電バス（10号線 大学病院経由旭町行）
約30分

■東千田キャンパスへ

広島空港

JR広島駅

広島バス
センター

紙屋町
本通り

空港リムジンバス
（広島駅新幹線口行 約45分， 広島バスセンター行 約53分）

広島バス（21-1号線 紙屋町経由広島港行）
日赤前下車 約20分

市内電車（1番 紙屋町経由広島港行）
日赤病院前下車 約30分

広島バス（同上）日赤病院前下車
約10分

市内電車（1番，3番）
日赤病院前下車 約15分

■東広島キャンパスへ

JR白市駅 広島空港

JR西条駅

JR東広島駅

広島バス
センター

芸陽バス
約15分

JR山陽本線
約10分

JRバス・芸陽バス
約20分

JRバス・芸陽バス（広島大学行）
約20分　※当日は臨時便あり

JRバス・芸陽バス（広島大学方面）
約20分（便少数）　※当日は臨時便あり

JR高速バス「グリーンフェニックス」
約60分

（広島市中区）

車
下
で
停
ス
バ
の
り
寄
最

県庁前「紙屋町」バス停

「紙屋町」バス停

 JR広島駅から広島国際会議場へ 

路線バス（所要時間：約20分）
● 南口バスのりばA-3ホームより，広島バス24号線吉島営業所または 
吉島病院行「平和記念公園」下車すぐ
市内電車（所要時間:約25分）
●広島港①行「袋町」下車，徒歩約10分
● 西広島②，江波⑥，宮島行「原爆ドーム前」下車，徒歩約10分

 広島空港から広島国際会議場へ 

リムジンバス（所要時間：約70分） 
● 空港ターミナルビル1階到着フロア1番ホームより，広島バスセンター
行終点下車，徒歩約10分

 
 広島国際会議場から霞キャンパスへ 

路線バス
● 広島県庁前「紙屋町」バス停まで徒歩（※）　約15分
　広島バス（23，23-1号線 大学病院行）終点下車　約15分
※バスを使う場合， 「平和記念公園」バス停まで徒歩　約1分
　 広島バス（24，25号線 広島駅行）「紙屋町」下車後，県庁前「紙屋
町」バス停まで徒歩
その他
●タクシー利用で約10分

※ 駐車スペースには限りがございますので，公共交通機関などでの 
ご来場をお勧めします。

※ 駐車スペースはございませんので，来場の際は公共交通機関などを
ご利用ください。

※ 駐車スペースはございませんので，来場の際は公共交通機関などを
ご利用ください。


