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大学共通企画

社会情報学部

地球社会共生学部

コミュニティ人間科学部

理
工
学
部

★ = 事前予約が必要です。参加証をご準備の上、5分前までに教室へお越しください。
　　その他の企画は予約なしで参加できます。

学部・研究科紹介 ★ 
長 秀雄

学科紹介 ★ 
前田 はるか

模擬授業 ★ 富重 道雄
私たちの体の中で働く生体ナノマシン

模擬授業 ★ 中山 裕道
だまし絵の数理

模擬授業 ★ 阿部 二朗
生命科学と物質科学の接点

模擬授業 ★ 阿部 二朗
生命科学と物質科学の接点

学科紹介 ★ 
前田 はるか

学科紹介 ★ 
武内 亮

学科紹介 ★ 
武内 亮

模擬授業 ★ 松谷 康之
入試に役立つだれでも分かるキルヒホッフ

模擬授業 ★ 松本 洋和
電気自動車と充電方法

学科紹介 ★ 
松谷 康之

学科紹介 ★ 
松谷 康之

模擬授業 ★ 麓 耕二
熱流体工学入門

模擬授業 ★ 麓 耕二
熱流体工学入門

学科紹介 ★ 
熊野 寛之

学科紹介 ★ 
熊野 寛之

模擬授業 ★ 松本 俊之
環境教育ゲームの開発 

模擬授業 ★ 石津 昌平
データに基づく判断技術 

学科紹介 ★ 
熊谷 敏

学科紹介 ★ 
熊谷 敏

模擬授業 ★ Dürst, Martin J.
ワールド・ワイド・ウェブの基本原理

模擬授業 ★ 長橋 透
観光と経済学－社会情報学部における学び－

模擬授業 ★ 米澤 直晃
ロボットプログラミング体験

模擬授業 ★ 松永 エリック・匡史
グローバル先端企業の戦略と求められる人材像

GSC学生による
留学経験トーク

模擬授業 ★ 橋本 彩花
教育における多文化共生

学科紹介 ★ 
鷲見 和彦

学科紹介 ★ 
鷲見 和彦

学部紹介 ★ 
宮川 裕之

学部紹介 ★ 
宮川 裕之

模擬授業 ★ 大林 真也
プロジェクト演習

学部紹介 ★ 
升本 潔

学部紹介 ★ 
升本 潔

模擬授業 ★ 大堀 研
コミュニティに行こう

学生・教員ジョイント企画 
小川 誠子
男女共同参画センター
に行ってみた

学部紹介 ★ 
鈴木 眞理

学部紹介 ★
鈴木 眞理

本当に必要な英文法
黒岩 裕 

学生企画 
安斎 聡子 
コミュニティ人間
科学部の学び

模擬授業 ★ 山本 裕一
青少年教育施設における
ボランティア活動

学部・研究科紹介 ★ 
長 秀雄

学部・研究科紹介（E101中継） 
長 秀雄

学部・研究科紹介（E101中継） 
長 秀雄

数学入試問題解説 
谷口 健二

在学生による学部紹介
「社会情報学部キャンパスライフ」

英語カリキュラム説明会 
川口 悦

理工学部研究室公開／機器分析センター見学会（K棟2階）（裏面参照）

教員と在学生による進学相談

教員による個別相談 教員による個別相談

社会情報学部を知る：カリキュラム・授業・卒業研究・就職

社会情報学部研究室公開

万代記念図書館公開（1～3階まで公開しています。入口は1階のみとなります。）

ウェスレー・チャペル公開 ウェスレー・チャペル公開 ウェスレー・
チャペル公開

大学概要紹介・入試概要紹介・
留学について

全学共通教育システム「青山スタンダード」概要紹介
みんなが学ぶ「青スタ」って何？

全学共通教育システム「青山スタンダード」概要紹介
みんなが学ぶ「青スタ」って何？

大学概要紹介・
入試概要紹介

大学概要紹介・
入試概要紹介

大学概要紹介・
入試概要紹介

カイケツ
ルーム

青学生ホンネの
トークライブ

カイケツ
ルーム

青学生ホンネの
トークライブ

カイケツ
ルーム

青学生ホンネの
トークライブ

先輩に聞いてみよう～学生生活などについて～

入学アドバイザーによる個別相談

青学生のボランティア活動の紹介

歓迎礼拝 歓迎礼拝

ＩＴスキルチェック体験会

CALL教室公開＆「e－Learning」(英語教材)の紹介と体験

GSC学生による
留学経験トーク

Mini学部紹介
升本 潔

ウェスレー・
チャペル

万代記念
図書館

全 学 科 対 象

物理・数理学科

化学・生命科学科

電気電子工学科

機械創造工学科

経営システム工学科

情報テクノロジー学科

チャットルーム体験 ～外国語で留学生と楽しくコミュニケーションをとろう～ ★
①11:00～11：20　②11:25～11：45　③11:50～12：10　④12:15～12：35　⑤12:40～13：00

B棟5階・O棟2階

オープンキャンパス学生スタッフによるホンネTALK（裏面参照）

G棟 F棟

E棟

C棟

アリーナ

正門

東門

洋
弓
場

相模原グラウンド

ガーデン

テニス
コートP棟

M棟

A棟

受付

D棟

N棟

R棟

H棟

ウェスレー・
チャペル

フットサル
コート

ス
タ
ジ
ア
ム

TIME TABLE
CAMPUS MAP

INFORMATION お願い
□ 遺失物についてはF棟1階受付にお申し出ください。翌日以降は入学広報部
  （青山キャンパス）にお問い合わせください。
□ クロークをF棟1階受付に設けています。キャリーバッグ等大きなお荷物を
持参の方はご利用ください。

□ 待ち合わせ、昼食、ご休憩にはカフェテリア（G棟）をご利用ください。
□ 体調不良などの場合は近くのスタッフにお声がけください。
□ 企画の内容は都合により変更・中止となる場合があります。
□ オープンキャンパス開催中に本学広報関係者が開催風景を撮影する場合が
あります。この写真・映像は、本学のホームページ掲載等に使用させてい
ただきますのでご了承のうえ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

□ 教室・自由見学施設内での飲食はご遠慮ください。
□ 企画開始後は、携帯電話の電源をお切りください。
　 写真撮影・録音等はご遠慮ください。
□ 緊急時の避難経路は各教室内の掲示にてご確認ください。

キャンパスツアー集合場所

オリジナルグッズ
プレゼント
オリジナルグッズ
プレゼント

キャンパスツアー集合場所

B棟I棟
L棟

K棟

J棟

O棟

ドリンク
配布

キャンパス
ツアー
当日申込
される方

理工学部研究室公開
IJKLO棟
理工学部の各研究室をご自由に見学
できます。入退室は自由ですので、
ぜひお越しください。公開している
各研究室の場所、内容の詳細は、裏
面をご覧ください。なお、E棟1階
でも理工学部研究室公開についての
ご案内をしています。

カフェテリア

理工学部研究室案内

ショップ・購買会・コンビニ

保健管理センター

青学の
マスコットキャラクター

※事前申込された方直接はこちらへ※事前申込された方は直接こちらへ



松川研究室（松川 宏）

坂上研究室（坂上 貴洋）

下山研究室（下山 淳一）

前田研究室（前田 はるか）

数理サイエンス研究室（谷口 健二）

数理サイエンス研究室（竹内 康博）

富重研究室（富重 道雄）

吉田＆坂本研究室（吉田 篤正・坂本 貴紀）

三井研究室（三井 敏之）

北野研究室（北野 晴久）

古川 研究室（古川 信夫）

山崎研究室（山崎 了）

先端無機薄膜研究室（重里 有三）

機能物質化学研究室（阿部 二朗）

生命情報科学研究室（諏訪 牧子）

生体機能分子合成研究室（杉村 秀幸）

構造生物学研究室（宮野 雅司）

脳科学研究室（平田 普三）

分子遺伝学研究室（阿部 文快）

パワーエレクトロニクス研究室（松本 洋和）

生体環境電磁工学研究室（橋本 修）

電子回路応用研究室（松谷 康之）

光量子エレクトロニクス研究室（外林 秀之）

情報通信研究室（地主 創）

ナノサイエンス研究室（春山 純志）

先端素子材料工学研究室（黄 晋二）

結晶工学研究室（澤邊 厚仁）

システム制御研究室（米山 淳）

生体計測・感性工学研究室（野澤 昭雄）

ジェット推進研究室（横田 和彦）

熱工学研究室（熊野 寛之）

機械制御研究室（菅原 佳城）

熱流体制御研究室（麓 耕二）

材料強度学研究室（小川 武史）

流体構造連成力学研究室（渡辺 昌宏）

材料力学研究室（米山 聡）

知技能ロボティクス研究室（田崎 良佑）

超音波光学研究室（長 秀雄）

センシングシステム研究室（栗原 陽介）

組合せ最適化研究室（宋 少秋）

改善技術・環境教育研究室（松本 俊之）

品質情報システム研究室（石津 昌平）

イノベーション･マネジメント研究室（大内 紀知）

経営管理システム研究室（熊谷 敏）

機械学習研究室（小野田 崇）

ウェアラブル環境情報システム研究室（Guillaume Lopez）

実世界ネットワーク研究室（戸辺 義人）

ヒューマンインタフェース研究室（小宮山 摂）

知能情報科学研究室（原田 実）

発見科学研究室（大原 剛三）

画像情報学研究室（鷲見 和彦）

ロボット工学研究室（山口 博明）

コンピュータグラフィックス研究室（楽 詠 ）

ソフトウェア科学研究室（Dürst, Martin J）

K棟 2階 ラウンジ

K棟 2階 ラウンジ

L棟 1階 ロビー

L棟 4階 L414、5階 L528

L棟 4階 L416

L棟 4階 L416

L棟 5階 L508、L509

L棟 5階 L521 

L棟 6階 L605

L棟 6階 L607

L棟 6階 ラウンジ

L棟 7階 L707、L706b

J棟 4階 J420

J棟 5階 J501b

J棟 6階 J607

J棟 6階 J617

J棟 7階 J707

J棟 7階 J708、J712

J棟 7階 J716

L棟 1階 L118

L棟 1階 L119a

L棟 2階 L204

L棟 2階 L205

L棟 2階 L206

L棟 3階 L308

L棟 3階 L316

L棟 3階 L318前

L棟 4階 L410

L棟 4階 L412

I棟 1階 I107a

J棟 3階 J321

I棟 1階 I109

J棟 1階 J115

J棟 1階 Ｊ120

J棟 2階 J219a

J棟 2階 J220

J棟 2階 J222

J棟 2階 J226

J棟 3階 J302

O棟 2階 O224

O棟 4階 O401

O棟 4階 O402

O棟 4階 O409

O棟 4階 O417a

O棟 4階 O418

O棟 4階 O420

O棟 2階 O226

O棟 5階 O502

O棟 5階 O505

O棟 5階 O511

O棟 5階 O512

O棟 5階 O519a

O棟 5階 O521

O棟 5階 O526

O棟 5階 O527

摩擦と地震
スネークパズルを使って考えるタンパク質折り畳みの問題
「浮いてまわる不思議な地球儀」　―超伝導効果の応用―
光で探る原子の世界
数理のひろがり　―数学を体験しよう―
生物数学？ 
たんぱく質の歩く様子を見る
X線・γ線を使って宇宙を調べる！
生命の神秘を探る！
低温物理の世界へようこそ　―超伝導を体験しよう―
物理数理カフェ　大学で学ぶ物理と数学
宇宙物理学・天文学の紹介

環境適合型技術を切り開く高機能セラミック薄膜
光で色が変わるフォトクロミック分子
「踊るタンパク質　―バイオインフォマティクスが明らかにする姿―」
病気と闘う分子の合成
タンパク質を作り、分子の「かたち」を見て、「はたらき」を探る
魚に学ぶ生命の神秘：生きたまま体の内部構造を見よう
微生物に学ぶ生命の不思議： 遺伝子から何がわかるか？

パワーエレクトロニクスって何？
電波無反射室を体験しよう
アナログとデジタルとは（レコードとCDの音はちがう？）
光で伝える・光で測る
"情報"を見てみよう
原子の世界を覗いてみよう：―炭素原子１個分の薄さのi-podタッチパネルを観る―
グラフェンで作る次世代のデバイス
世界最大級単結晶ダイヤモンド基板の開発
ロボットによるパフォーマンス
感性をはかる ～ 非接触バイタルセンシング技術

流れを感じてみよう

水は何℃で凍る？
機械の動きやその振動を見てみよう
熱と流れの不思議な世界
疲労き裂進展中
流れの中で成長する振動 
力を見てみよう
ものづくりのロボット技術
超音波を使ってものを見る

無拘束生体信号センシングシステム
社会に役立つ数学
環境教育ゲーム
顧客価値の科学
経営の数理分析
経営管理システム
現実社会における機械学習

スマートフォンで体・心の動きを解く
生活空間に溶け込むネットワーク
人にやさしいインタフェース
言葉を理解するコンピュータ
たくさんの情報を便利に使う
コンピュータによる画像や映像の理解
最先端の自動走行ロボット
コンピュータグラフィックスの世界
最新のウェブ技術

ボランティアセンターより本学で実施されたボランティア活動
の一部を紹介します。

化学・生命科学科

物理・数理学科

電気電子工学科

機械創造工学科

経営システム工学科

情報テクノロジー学科 「未来を拓く情報テクノロジー」

EVENT GUIDE

13:30～13:50  
15:10～15:30

キリスト教は初めてという方、大歓迎。青学の「こころ」に触れるチャンスです。

歓迎礼拝

チャットルーム体験

1回目11:00～11:20　2回目11:25～11:45　3回目11:50～12:10　
4回目12:15～12:35　5回目12:40～13:00

青山学院チャットルームは、青山学院大学に在籍するフレ
ンドリーな留学生が担当する「チャットリーダー」と、外
国語によるコミュニケーションを通じて国際交流ができる
場です。チャットリーダーと楽しく英会話で国際交流しま
せんか？　予約なしでも空きがあれば参加頂けます！　英
語に自信がなくても大丈夫です♪　是非お越しください！

ウェスレー・チャペルC棟

10:00～16:00

電子顕微鏡やⅩ線回折装置など、大学における最先端の研究で実際に
使う大型装置類を見学できます。大学院生による分析機器の説明やデ
モンストレーションも行いますので、ぜひK棟にお越しください。

理工学部機器分析センター見学会（施設公開）
K棟2階 機器分析センターK棟

10:00～16:00　開催中自由見学

青学生のボランティア活動の紹介
F棟1階ラウンジF棟

10:00～16:00

社会情報学部で教えている先生と教わっている学生がみなさ
んからの相談・質問にお答えします。「社会情報」てそもそ
も何……？　どんな勉強ができるんだろう……？　入学試験対
策は……？　ちょっとお喋りしてみたい……
この機会に気になるアレコレを解決しませんか？

社会情報学部 教員と在学生による進学相談
E棟2階 E204E棟

12:10～12:50、13:30～14:10

留学を終えた地球社会共生学部（GSC）の学生たちが、異文化で
の生活、学習などを学生からの視点で語ります。

地球社会共生学部 GSC学生による留学経験トーク
E棟3階 E307E棟

全ての青山学院大学生が受講する「ITスキルチェック」を体験
することができます。

アクティブラーニング島型のCALL教室を利用して英語教材等の
体験ができます。

青学の授業を体験しよう！
B棟3階

ITスキルチェック体験会（B305教室） 13:00～15:00

▲

青学生ホンネのトークライブ

B棟

10:00～16:00

いろいろな学部の話を聞きたい人・どこの学部にしようか迷っ
てる人・大学生活について気になる人必見！
理工学部×社会情報学部×地球社会共生学部×コミュニティ人
間科学部の現役学部生が、リアルな学部・大学生活等の疑問に
学生目線でお答えします!!

※入試に関する情報については、E棟2階ラウンジの入学アドバ
イザーによる個別相談でお答えしています。

先輩に聞いてみよう～学生生活などについて～
E棟2階 E206E棟

E棟3階 E304E棟

10:00～16:00

オープンキャンパスを運営している学生スタッフによる二部企画！

各回40分間のトークライブ・セッションを行います！
テーマを青学生の懐事情などリアルな大学生活に焦点を当てて
お話しします。

▲

カイケツルーム

各回30分間のお悩み相談コーナーです！

オープンキャンパス学生スタッフ
によるホンネTALK

E棟2階 E203E棟

理工学部研究室公開
IJKLO棟 10:00 — 16:00

CALL教室公開＆「e－Learning」(英語教材)の
紹介と体験（B303教室） 12:00～15:00

アンケートの回答
はこちらから

F棟1階へ回答が済んだら… 回答済み画面を学生スタッフにご提示ください。

アンケートに回答して

青学
オリジナルグッズ
をもらおう！

SAGAMIHARA CAMPUS

OPEN
GUIDE
7.14

2019
10:00—
16:00

SUN

CAMPUS

AOYAMA
GAKUIN
UNIVERSITY

理工学部
社会情報学部
地球社会共生学部
コミュニティ人間科学部

※予約不要

座談会形式のグループ
対談により悩みをカイ
ケツするお手伝いをさ
せていただきます。
お気軽に悩みをお教え
ください！　保護者の
方も大歓迎です！

相談コーナーです
プ
イ
さ

え
の

！

青色
のスタッフポロシャ

ツ
が
目
印
で
す

事前申込された方
スタート5分前までにB棟1階に集合してください。

案内スポット：チャペル、図書館、ビューラウンジ（B棟9階）など

キャンパスツアー （所要時間約60分）

当日申込される方
F棟1階で申込みをしてください。
10:00～受付開始。20分ごとにスタート（定員になり次第
受付を終了いたします）。学生ガイドが、受験勉強や大学
での学び、学生生活についての実体験を交えながら、相模
原キャンパス内の施設や見どころをご案内します。

オリジナルメモ帳 バッグハンガー

オリジナルクリップ
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