横浜たまプラーザキャンパス

YOKOHAMA TAMAPLAZA CAMPUS

國學院大學若木育成会

① １号館

令和元年度

受付

オリエンテーション
10：30～11：00

10：00～10：30

２階AV1教室前

・若木育成会挨拶
・大学代表挨拶
・事務説明

AV１教室
（２階）
増田
成田
島村

久美子 副会長
信子 副学長・人間開発学部長
昌利 たまプラーザ事務部次長

キャンパス見学会
10/19（土）［受付］10：00～

施設見学・キャンパスツアー（オリエンテーション終了後ツアー開始）
11：00～11：50

【順路】１号館→若木21→２号館→アリーナ前

若木21

５号館

第２体育館

國學院大學

３号館

体育館

２号館

受付

１号館

鶏天丼

グリーンサラダ 100円 ハヤシライス

メロンパン

「万葉の小径」学食

100円

珈 琲（ 温 o r 冷 ）
200円

金券の利用
について

学食での昼食＆ショッピング
11：50～13：00

400円

400円

学会

キャンパス見

② １号館・２号館

１号館・生協購買部
（大学グッズ他）
２号館・万葉の小径
※金券利用可

配布された金券（1,000円分）につ
いては、学生食堂や生協購買部でご
利用できます。なお、利用は10月
19日限り、たまプラーザキャンパス
のみ有効です。
（金券は現金を足して利用できます。
金券のみで利用の場合、釣銭は出ま
せんのでご了承ください。）

③ １号館
４年生による就職体験談 ～パネルディスカッション～
13：00～14：20

若木育成会

針本 正行

グラウンド
野球場

学長

AV１教室（２階）

教職、幼・保・施設、企業、公務員へ進む人間開発学部４年生が就職活動の体験を基にしたパネルディスカッションを行います。

会長

堀江 久教

若木育成会は、昭和45年に福岡県支部をは

息子が神道文化学部の３年生に在籍しており、

じまりとして、学生の勉学と福祉、大学教育の

私自身も90期の卒業生というご縁で若木育成会

振興と充実、会員相互の親睦を図る目的で組織

の会長を務めさせて頂いております。

され、現在では、全国に56支部が展開してい

若木育成会は、大学や卒業生組織である院友会

ます。若木育成会のお力をいただき、教職員全

のご協力を得て、学生がより充実した大学生活を

員が、学生一人ひとりの思いに寄り添い、学生

送れるように支援する事と、会員である在学生保

の生活支援、学修支援につとめております。

護者相互の親睦を図る事を目的に活動しております。

今般、在学生保護者の方々が相互に絆を深め

本日は普段通り授業が行われておりますので、日

るとともに、学生自身の学び、大学の現状にも

頃の学生の様子をご覧いただき大学生活への理解

触れていただきたく、キャンパス見学会が企画

を深めて頂くと共に、保護者の皆様にも学生に

されました。当日は、教員との交流をはかる、

戻った気分で楽しんで頂ければ幸いでございます。

模擬授業、ガイダンスなども予定されています。

来年は若木育成会が50周年を迎えます。これ

國學院大学での「学び」を実感していただけれ

からも皆様のご理解ご協力を何卒よろしくお願い

ば幸いです。

致します。

渋谷キャンパス

SHIBUYA CAMPUS

120周年記念２号館

①

模擬授業

②
保護者のための留学活用ガイダンス

※経済学部=経済学部シンポジウム

11：15～12：15

２号館２階３階、常磐松ホール

14：25～15：25

・文学部（2303教室）
土佐 秀里 教授「令和と万葉集」
・神道文化学部（2201教室）
武田 秀章 教授「御代替りと大嘗祭」
・法学部（2302教室）
長又 高夫 教授「御成敗式目の歴史的意味」
・経済学部（学術メディアセンター１階、常磐松ホール）
11：15～12：30
経済学部シンポジウム「メディアの未来」
（講演者によるディスカッション）
講演者（テレビ朝日とAbemaProduction）

学内キャンパスツアー

2201教室

※14時より整理券を配布いたします

院友会館

④ ３号館

② 130周年記念
５号館

保護者のための就職ガイダンス
13：15～14：15

１階ピロティ

120周年記念
１号館

① 120周年記念
２号館

ります
お待ちしてお

16：00～18：00

【順路】
３号館（学生食堂）→神殿→５号館→６号館→図書館
→國學院大學博物館

海外留学を担当する国際交流課からの説明と、留学を経験
した学生へのインタビューで構成されるガイダンスです。留
学の効果、費用、ご家族にお願いしたいサポートを大学の留
学プログラムを例にとりながらご案内します。

ぜひ ご参加
ください！！

観月祭

2202教室受付

13：00～15：30

130周年記念５号館

2201教室

講

師： 相木 良介
株式会社 マイナビ マイナビ副編集長
就職情報事業本部 企画広報統括本部
新領域開発統括部 統括部長
テーマ：現在の就職環境と保護者の皆様へ
プロフィール：

⑤ 中

庭

若木タワー

若木会館

正門
学術メディアセンター
棟地下に國學院大學博
物館、２階に國學院大
學図書館がございま
す。是非お立ち寄りく
ださい。

③ 学術メディアセンター（ＡＭＣ）

移動体通信事業者での勤務を経て、2005年に株式会社毎日コミュニ

ケーションズ（現マイナビ）に入社。

約12年間マイナビの学生向け広報及びキャリアサポート業務に従事。

受付

2018年４月より新領域開発統括部（新設部署）に異動。キャリア教育等

（１Ｆ）

の低学年支援事業に従事。日本キャリア開発協会会員（CDA）

百周年記念館

バス停

バス停

（渋谷駅から）

総合学修館
６号館

（渋谷駅へ）

学会

キャンパス見

③ 学術メディア
センター
受付
10：00～10：45

④ ３号館

１階

多目的ホール

【定食カレーコーナー】
・シャリアピンステーキ（サラダ・ライス付）

１階「カフェラウンジ 若木が丘」
15：30

16：00

【中華・そばコーナー】
・チャーシュー麺

全て

シャリアピンステーキ

500円

・台湾混ぜそば

100食限定！
・ビーフ・ストロガノフ（サラダ付）

・本格四川麻婆豆腐（スープ・ライス付）

・チーズインハンバーグ（スープ・ライス付）

・天ぷらせいろそば（天ぷら３品付）冷又温

・豚ロースカツカレー

１階「和 NAGOMI」ラストオーダー
・讃岐うどんセット

金券の利用
について

院友会支部による物産展

お食事・喫茶
２階「メモリアルレストラン」ラストオーダー

お食事・喫茶
ラストオーダー

⑤ 中庭（ホームカミングデー）

天ぷらせいろそば

19：30

300食限定！………………500円

・チキンカツ定食……………………………………500円
・生姜焼き定食………………………………………500円
・豚キムチ丼…………………………………………500円
・カレーライス（ミニサラダ付） ……………………500円
・かけうどん（温泉玉子orわかめ付）…………………300円

讃岐うどんセット（天ぷら１つ選べます）

生姜焼き定食

当日はホームカミングデーも
開催されております。院友会
（卒業生組織）による物産展も
ぜひご覧下さい。

配布された金券（1,000円分）については、ホームカミ
ングデー物産展・学生食堂でご利用できます。なお、利
用は10月19日限り、渋谷キャンパスのみ有効です。
（金券は現金を足して利用できます。金券のみで利用の
場合、釣銭は出ませんのでご了承ください。
）
【中庭】
・ホームカミングデー院友会各支部物産展コーナー
【昼食・喫茶】
・生協メモリアルレストラン
（３号館２階）
ラストオーダー 16：00
・和「NAGOMI」
（３号館１階）
ラストオーダー 19：30
・カフェラウンジ若木が丘
（AMC１階）
ラストオーダー 15：30

