
◆オープンキャンパス
・第３回オープンキャンパス

２０１９年１１月９日（土）
・女子学生のためのテクノフェスタも開催

第１回 ２０１９年９月１６日（祝・月）
第２回 ２０１９年１０月１２日（土）
第３回 ２０１９年１１月９日（土）

◆名古屋工業大学 大学祭
・第５７回「工大祭」

２０１９年１１月２３日（土・祝）・２４日（日）
今年のテーマは「KOUDAISAI SAIKOUDAI」です。

◆名古屋工業大学 第５回ホームカミングデー

・２０１９年１０月２６日（土）
・名古屋工業大学 ｅｃｈ Ｈａｌｌ 等
・卒業生、元教職員及び在校生のご家族、並びに地域住民の皆
様をキャンパスにお迎えし、現在の本学の姿をご覧いただきなが
ら交流を深めていくイベントで、課外活動団体始め多くの学生も
参加しています。

上記の概要等詳細については、決まり次第、名古屋工業大学
ホームページでお知らせいたします。https://www.nitech.ac.jp

本日のオープンキャンパスの感想を
ぜひお聞かせください。
QRコードを読み取るか、以下のURLより
アンケートフォームにアクセスいただき
ご協力をよろしくお願いします。
「https://daigakujc.jp/qes/?q=07336」

名古屋工業大学入試課
〒４６６－８５５５
名古屋市昭和区御器所町
TEL：０５２（７３５）５０８２/５０８３
E-MAIL：nit.nyushi@adm.nitech.ac.jp
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： ～ ： （ 受付開始）
総合受付 ２号館前

学科紹介・研究室見学

★創造工学教育課程 特別講演会　※どなたでもご参加いただけます。

特別イベント

★高度工学教育課程　※事前予約が必要です。

名工大のクラブ紹介

資料コーナー

4号館 1階

ホール

　[第二部]ソーラーカー部・フォーミュラプロジェクト

プログラム名

12:55～13:25

14:30～15:00

　[第一部]NIT PACOD（ダンス）・Grazie（アカペラ）

0222講義室

0223講義室
9:45～15:20学内ツアー「歩こう　名こう」

ロボコン工房特別展示 10:00～16:00
23号館 2階

2321講義室

個別相談コーナー
・入試相談，学生生活相談，奨学金相談コーナーなど

・女子学生相談コーナー （ダイバーシティ推進センター）

・学生相談コーナー「あつまれ　名工相談室」

～ 4号館 1階

ホワイエ

9:00～17:00

図書館

社会工学科
（環境都市分野）

1号館 1階

0111講義室 高校生燃料電池自動車プロジェクト

　　・アカデミックプレゼンテーション

　　・走行

15:50～16:10 2号館1階

0211講義室

2号館前広場社会工学科
（経営システム分野）

1号館 1階

0112講義室

16:10～16:30

大食堂（11:00～14:00），NITechマート(購買)など

情報工学科
情報工学科（模擬演習）※午前のみ

23号館 2階

2323講義室

開催時間 開催場所

生命・応用化学科

研究パネル展示コーナー 9:00～17:00
4号館1階
ホワイエ

図書館開放・オリエンテーリング 9:00～16:00

電気・機械工学科
51号館 1階

5111講義室

プログラム名 開催時間 集合場所

午前
9:30～11:30

午後
13:40～15:40

23号館 1階

2311講義室

物理工学科
2号館 3階

0232講義室

社会工学科
（建築・デザイン分野）

2号館 1階

0211講義室

～午

後 14:20～15:10

　名古屋工業大学の
　　　　　　　　　　学生支援・キャリア支援

キャリアサポートオフィス長 山下啓司 教授

講

演

③

保護者向け

～
　大学での学びの魅力 --そのために
　　　高校時代でやっておくべきこと --

午

後 13:40～14:20

副AO長　林　篤裕　教授

講

演

②

受験生向け

～

受験生・保護者向け

　名古屋工業大学の学科選び
51号館

5111講義室

学長特別補佐・AO長　高木　繁　教授

課程説明会
 ※予約不要

午

前 10:00～10:40

4号館
１階

ホール

講

演

①

先輩たちとの座談会
※要事前予約

午

前 10:40～11:30

開催場所プログラム名 開催時間 集合場所 プログラム名 開催時間

2号館 2階



入試相談コーナー，学生相談コーナー「あつまれ　名工相談室」，女子学生相談（ダイバーシティ推進センター）コーナーなど

図書館開放・オリエンテーリング
★大学の図書館を見学してみてください！

副ＡＯ長　　林篤裕教授

講演③ 保護者向け

ロボコン工房特別展示
★NHK大学ロボコン2014優勝！

個別相談コーナー
★名工大の入試や学生生活についてお答えします！

創造工学教育課程

高度工学教育課程

▼研究パネル展示

▼先輩たちとの座談会

▼課程説明会

NITech マート（購買）

学長特別補佐・ＡＯ長　　高木繁教授

講演② 受験生向け

「名古屋工業大学の学生支援・キャリア支援」

ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｵﾌｨｽ長　山下啓司教授

▼学科紹介＆研究室見学

「名古屋工業大学の学科選び」

「大学での学びの魅力 --そのために
                 高校時代でやっておくべきこと --」

大学内見学「歩こう　名こう」
★名工大生によるキャンパスツアーです！

講演① 受験生・保護者向け

資料コーナー

大食堂

名工大のクラブ活動紹介

高校生燃料電池自動車プロジェクト
★高校生が作ったエジソンの電気自動車が走ります！

★（第一部:12:55～13:25）NIT PACOD（ダンス）・Grazie!!（アカペラ）、
　 （第二部:14:30～15:00）フォーミュラプロジェクト・ソーラーカー部の紹介を行います！
　  ソーラーカー部は紹介後に車両の展示も行います！

第一部第一部 第二部第二部

総合
受付

休憩場所休憩場所
休憩場所休憩場所

休憩場所休憩場所

歩こう 名こう（受付）
➡2号館2階(0222講義室)

講演①会場「大学での学びの魅力 そのために

高校時代でやっておくべきこと 」
講演③会場「名古屋工業大学の学生支援・キャリア支援」
➡NITech Hall

物理工学科
➡2号館 3階(0232講義室)

社会工学科（建築・デザイン分野）
➡2号館 1階(0211講義室)

創造工学教育課程説明会，
先輩たちとの座談会
研究パネル展示コーナー
➡4号館1階ホール，ホワイエ

高校生燃料電自動車ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
➡アカデミックプレゼンテーション

2号館 1階(0211講義室)

ロボコン工房特別展示
➡23号館 2階(2321講義室)

社会工学科（環境都市分野）
➡1号館 1階(0111講義室)

社会工学科（経営システム分野）
➡1号館 1階(0112講義室)

電気・機械工学科
➡51号館 1階(5111講義室)

講演②会場
「名古屋工業大学の学科選び」
➡51号館1階(5111講義室)

生命・応用化学科
➡23号館 1階(2311講義室)

情報工学科
➡23号館 2階(2323講義室)

講演②中継会場
➡52号館 1階(5211講義室)
※中継時間以外は，休憩スペースとして利用可

図書館開放・オリエンテーリング
➡図書館

個別相談コーナー，資料コーナー，
名工大のクラブ紹介
➡4号館 1階ホール，ホワイエ

大食堂大食堂

正門前の「メイ＆タクミ」
名工大が開発した、双方向音声案内デジタルサイネージです。学内の

案内担当をしています。学内の場所を尋ねるほかにも

「特技はなんですか？」「何歳ですか？」「占い」「趣味」「天気」

「写真、撮ってもいいですか？」etc….声をかけてみてくださいね！



入試相談コーナー，学生相談コーナー「あつまれ　名工相談室」，女子学生相談（ダイバーシティ推進センター）コーナーなど

図書館開放・オリエンテーリング
★大学の図書館を見学してみてください！

副ＡＯ長　　林篤裕教授

講演③ 保護者向け

ロボコン工房特別展示
★NHK大学ロボコン2014優勝！

個別相談コーナー
★名工大の入試や学生生活についてお答えします！

創造工学教育課程

高度工学教育課程

▼研究パネル展示

▼先輩たちとの座談会

▼課程説明会

NITech マート（購買）

学長特別補佐・ＡＯ長　　高木繁教授

講演② 受験生向け

「名古屋工業大学の学生支援・キャリア支援」

ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄｵﾌｨｽ長　山下啓司教授

▼学科紹介＆研究室見学

「名古屋工業大学の学科選び」

「大学での学びの魅力 --そのために
                 高校時代でやっておくべきこと --」

大学内見学「歩こう　名こう」
★名工大生によるキャンパスツアーです！

講演① 受験生・保護者向け

資料コーナー

大食堂

名工大のクラブ活動紹介

高校生燃料電池自動車プロジェクト
★高校生が作ったエジソンの電気自動車が走ります！

★（第一部:12:55～13:25）NIT PACOD（ダンス）・Grazie!!（アカペラ）、
　 （第二部:14:30～15:00）フォーミュラプロジェクト・ソーラーカー部の紹介を行います！
　  ソーラーカー部は紹介後に車両の展示も行います！

第一部第一部 第二部第二部

総合
受付

休憩場所休憩場所
休憩場所休憩場所

休憩場所休憩場所

歩こう 名こう（受付）
➡2号館2階(0222講義室)

講演①会場「大学での学びの魅力 そのために

高校時代でやっておくべきこと 」
講演③会場「名古屋工業大学の学生支援・キャリア支援」
➡NITech Hall

物理工学科
➡2号館 3階(0232講義室)

社会工学科（建築・デザイン分野）
➡2号館 1階(0211講義室)

創造工学教育課程説明会，
先輩たちとの座談会
研究パネル展示コーナー
➡4号館1階ホール，ホワイエ

高校生燃料電自動車ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
➡アカデミックプレゼンテーション

2号館 1階(0211講義室)

ロボコン工房特別展示
➡23号館 2階(2321講義室)

社会工学科（環境都市分野）
➡1号館 1階(0111講義室)

社会工学科（経営システム分野）
➡1号館 1階(0112講義室)

電気・機械工学科
➡51号館 1階(5111講義室)

講演②会場
「名古屋工業大学の学科選び」
➡51号館1階(5111講義室)

生命・応用化学科
➡23号館 1階(2311講義室)

情報工学科
➡23号館 2階(2323講義室)

講演②中継会場
➡52号館 1階(5211講義室)
※中継時間以外は，休憩スペースとして利用可

図書館開放・オリエンテーリング
➡図書館

個別相談コーナー，資料コーナー，
名工大のクラブ紹介
➡4号館 1階ホール，ホワイエ

大食堂大食堂

正門前の「メイ＆タクミ」
名工大が開発した、双方向音声案内デジタルサイネージです。学内の

案内担当をしています。学内の場所を尋ねるほかにも

「特技はなんですか？」「何歳ですか？」「占い」「趣味」「天気」

「写真、撮ってもいいですか？」etc….声をかけてみてくださいね！


