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オンライン
オープンキャンパス
2022 o n 8 / 6 ( s u n )
2022 年度の筑波技術大学産業技術学部のオープンキャンパスは Zoom を使用したオンライン形式で

実施時間割
☆公開授業 ●：説明会 ■：施設見学 ◎：その他

★：体験授業

Room

1

産業技術学部共通

09:50 ◎学長挨拶
10:00 ●産業技術学部の紹介
ビデオ上映（YouTube）

10:30

■寄宿舎見学

オリジナルビデオ上映

11:00 ●教職課程の概要説明

11:30

◎教職課程

卒業生の講演

12:00

13:30

3

産業情報学科
先端機械工学コース

■1. 環境工学の紹介
利用学生との対話

■エレクトロニクス教育設備の紹介
■フィジカルコンピューティング

■ハンマーでたたいても
壊れない驚異のガラス！？

■2. 計画系の紹介
利用学生との対話
プランニングの基本的な理論と
事例を学ぶ講義を公開します

★音象徴とは
見た目と名前には関係がある？！
身近な音や声の世界にご招待！

★力の可視化
普段は見ることができない
「力」． ★建築構造の話
光やシミュレーションを使って
地震によって起きた被害の内容
見てみよう
や解決方法を取り上げ，簡単な
実験交え建築構造を学ぶ授業を
★身近な材料で
公開します
噴流を観察しよう

（色々な音に関するデモンストレーション）

■聴覚障害学生のための情報科学
専攻における取り組み

■プログラミング学習環境の紹介
■音の部屋

★力の可視化
普段は見ることができない
「力」．
光やシミュレーションを使って
見てみよう

■寄宿舎見学

■エレクトロニクス教育設備の紹介
■フィジカルコンピューティング

★フォーミュラーカーの紹介
■卒業研究の紹介

★情報アクセシビリティについて
電話リレーサービスをはじめ、
情報保障などの支援技術を紹介

■ハンマーでたたいても
壊れない驚異のガラス！？

◎学生による研究紹介
〜情報科学〜

★なぜサメの肌は
ザラザラしているのか？

●教職課程の概要説明

産業情報学科
建築学コース

★フォーミュラーカーの紹介
■卒業研究の紹介

◎在学生座談会
在学生に本学の魅力，高校時代や
将来について語ってもらいます！

14:00 ★アメリカ手話

4

■プログラミング学習環境の紹介
■音の部屋

◎講義紹介動画，卒業研究の
紹介動画など

オリジナルビデオ上映

14:30

産業情報学科
情報科学コース

◎情報系学生と交流しよう！
現役の学生とお話しできます
出入り自由です

昼休み

13:00

2

開催いたします．ルームで，各学科・コースの教職員や学生が，体験授業や交流会などのイベントを
実施します．パソコンやスマートフォン，タブレットから簡単にご参加いただけます．

（色々な音に関するデモンストレーション）

◎建築系新HPの紹介
授業の様子
卒業生の紹介

5

総合デザイン学科
クリエイティブ
デザイン学コース

☆公開授業
ラスターイラストレーション
卒業生を講師に招き，
イラストレー
ション技法を学ぶ授業を公開します
◎総合デザイン学科
学生との交流会

◎総合デザイン学科の卒業研究・
施設紹介ビデオ上映
☆公開授業
ラスターイラストレーション
卒業生を講師に招き，
イラストレー
ション技法を学ぶ授業を公開します

◎学生による作品紹介①

★卒業設計からこれまでの
建築作品について
これまでの作品を用いて、設計とは
何かを考える講義を紹介します
◎学生による作品紹介②

★プロダクトデザイン学
「使いやすさ」のデザイン

◎総合デザイン学科
学生との交流会
★情報デザイン学

15:00

こちらからお申し込みいただけます！
お申し込みいただいた方に当日の Zoom の接続方法をご案内いたします．

伝わる大学

伝える大学

2022 年度の筑波技術大学産業技術学部のオープンキャンパスは Zoom を使用したオンライン形式で

実施時間割
★：体験授業

☆公開授業 ●：説明会 ■：施設見学 ◎：その他

6

Room 産業情報学科 / 総合デザイン学科
支援技術学コース
10:00

10:30

入試対策

8

個別相談
（産業情報学科）

9

個別相談
（総合デザイン学科）

■新しい情報保障を目指すISeee
●産業技術学部の入学試験
プロジェクトの紹介と体験
ビデオ上映（YouTube）
■デフスポーツ（聴覚障害者が参加
するスポーツ）における支援技術
■学生による授業紹介-情報保障工学★福祉住環境学
福祉住環境とDeafspace Design

11:00 ★福祉機器工学

10

特別相談
（産業技術学部共通）

●修学支援制度に関する説明
授業料免除や返済不要の奨学
金等に関する国の給付金制度に
ついて紹介します

●産業情報学科の入試対策

●総合デザイン学科の入試対策

フォーミュラーカーを
観察しよう

11:30

7

開催いたします．下記ルームで，各学科・コースの教職員や学生が，体験授業や交流会などのイベン
トを実施します．パソコンやスマートフォン，タブレットから簡単にご参加いただけます．

産業情報学科
予約受付
実施は15：00以降

★アクセシブルデザイン学
関連の研究・作品の紹介

●総合問題・小論文・
共通テストの入試対策

★福祉住環境学
福祉住環境とDeafspace Design

●産業技術学部の入学試験
ビデオ上映（YouTube）

総合デザイン学科
予約受付
実施は15：00以降

●修学支援制度に関する説明
授業料免除や返済不要の奨学
金等に関する国の給付金制度に
ついて紹介します

12:00
昼休み

13:00

13:30

■新しい情報保障を目指すISeee
●産業情報学科の入試対策
プロジェクトの紹介と体験
■デフスポーツ（聴覚障害者が参加
するスポーツ）における支援技術
■学生による授業紹介-情報保障工学-

14:00 ★福祉機器工学

福祉用スマートモビリティ
の紹介

14:30

★アクセシブルデザイン学
関連の研究・作品の紹介

産業情報学科
予約受付
実施は15：00以降

●修学支援制度に関する説明
授業料免除や返済不要の奨学金
等に関する国の給付金制度につ
いて紹介します
総合デザイン学科
予約受付
実施は15：00以降

◎進路指導教員情報交換会

●修学支援制度に関する説明
授業料免除や返済不要の奨学金
等に関する国の給付金制度につ
いて紹介します

●総合デザイン学科の入試対策

●総合問題・小論文・
共通テストの入試対策

15:00
産業情報学科個別相談
（17：00まで）

本学

Facebook

総合デザイン学科個別相談
（17：00まで）

筑波技術大学

本学 Twitter

内容は変更になる可能性があります．急な予
定変更や中止が決定した場合は，本学 HP・
Facebook・Twitter でお知らせいたします．

聴覚障害系支援課教務係

〒305-8520 茨城県つくば市天久保 4-3-15

TEL 029-858-9328 FAX 029-858-9335
E-MAIL opencampus@ad.tsukuba-tech.ac.jp
URL https://www.tsukuba-tech.ac.jp/

