
θ(シータ)館

θ Ω11／ Ω12(中継) Ω21 Ω22 ο11 ο12 ο13

学部説明会 学部説明会(中継) 学部説明会(中継) 学生企画（中継）
模擬授業 模擬授業(中継) 学生企画 GIGA模擬授業

10:00 ≪学部説明≫ ＜θ中継＞ ＜θ中継＞ 10:00

10:10 10:10

10:20 10:20

10:30 10:30

10:40 10:40

10:50 10:50 11:00-11:30

11:00 11：10～ 11：10～ 11:00 楽しく発見！ Gutan Tag!  ようこそ！

11:10 ≪模擬授業≫ ≪模擬授業≫ 【学生企画】 【学生企画】 11:10 フランス語 問題発見の 初めての

11:20 空飛ぶロボット プレゼンタイトル ～混雑時～ 11:20 ドイツ語 ﾏﾚｰ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語

11:30 ～ドローンで広がる世界～ ≪Ω21教室中継≫ 11:30

11:40 武田　圭史 教授（環境） 飯盛　義徳 教授（総合） (予定) 11:40

11:50 11:50

12:00 12：10～ 12：10～ 12:00

12:10 ≪模擬授業≫ ≪模擬授業≫ 【学生企画】 12:10 12:20-12:50

12:20 空飛ぶロボット プレゼンタイトル 12:30～ 12:20 英語/上級レベル 英語/基礎レベル 韓流だけじゃない！

12:30 ～ドローンで広がる世界～ ≪GIGA Program≫ 12:30 SFC から旅立つ

12:40 武田　圭史 教授（環境） 飯盛　義徳 教授（総合) 12:40 朝鮮語の世界

12:50 12:50

13:00 13:00

13:10 →English学内ツアー 13:10

13:20 ※午前、午後共に同じ内容です 13:20

教室 θ(シータ)館

θ Ω11／ Ω12(中継) Ω21 Ω22 ο11 ο12 ο13

学部説明会 学部説明会(中継) 学部説明会(中継)
模擬授業 模擬授業(中継) 学生企画

13:30 ≪学部説明≫ ＜θ中継＞ ＜θ中継＞ 13:30

13:40 13:40

13:50 13:50

14:00 14:00

14:10 14:10

14:20 14:30～ 14:20 14:30-15:00

14:30 ≪GIGA Program≫ 14:30 楽しく発見！ Gutan Tag! 中国語で

14:40 14:50～ 14:50～ 14:40 フランス語 問題発見の しゃべってみよう！

14:50 ≪模擬授業≫ ≪模擬授業≫ 【学生企画】 14:50 ドイツ語

15:00
10分で建つ移動住宅のデザインと

エンジニアリング
SFC白熱教室 プレゼンタイトル 15:00

15:10 〜ノースフェース４人用ドームテントの共同設計〜 本当の正義の味方は誰だ？ →English学内ツアー 15:10

15:20 鳴川　肇　准教授（環境) 鈴木　寛　教授（総合) ※午前、午後共に同じ内容です 15:20 15:30-16:00

15:30 15:30 英語/上級レベル 英語/基礎レベル アラビア語の

15:40 15:40 世界を発見

15:50 16：00～ 15:50

16:00 ≪模擬授業≫ ≪模擬授業≫ 【学生企画】 16:00

16:10
10分で建つ移動住宅のデザインとエ

ンジニアリング
SFC白熱教室 プレゼンタイトル 16:10

16:20 〜ノースフェース４人用ドームテントの共同設計〜 本当の正義の味方は誰だ？ 16:20

16:30 鳴川　肇　准教授（環境) 鈴木　寛　教授（総合) 16:30

16:40 16:40

16:50 16:50

17:00 17:00

【講義講義コンテンツ公開】 【施設・自由見学】 【学生寮相談】

メディアセンター 時間10:00～17:00

(図書館) 　A館フロアにて学生寮の資料

時間　10:00～17:00 　や相談ブースを設けています。

場所は裏面マップにて 　お気軽にお立ち寄りください。

ご確認ください。 (裏面マップで場所をご確認ください)

　　　　ビデオマークのあるコンテンツは、後日SFCウェブサイトに公開予定です。

　　ぜひご覧ください。(公開まで1ケ月ほどかかる場合がございます）

　　「SFCをオンラインで体験」

https://www.sfc.keio.ac.jp/campuslife/experience.html
（過去のコンテンツもご覧いただけます）

学生企画

新しい地域づくり
～効果的プラットフォームを

いかに設計するか～

人気セッションにつき、θ館会場が
満員の場合、中継会場として開放
いたします。

　　　　　　　　１３:３０午前枠終了。午後枠と入替えのためご帰宅ください。　※湘南台駅行きのバスは、ロータリー出発となります（裏面地図参照）

言語コミュニケーション講座

（
午
前
枠
）
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

↑↓1回目2回目は、同じ内容です↑↓

10:30～16:45

　SFCの「学び｣と｢学び方｣
　　　　　　  一ノ瀬　友博　教授
　SFCにおける言語の学び
　　　　　　  　  柳町　功　教授
　SFCって何？
 　　         　    村井　純　教授

人気セッションにつき、θ館会場が
満員の場合、中継会場として開放
いたします。

人気セッションにつき、θ館会場が
満員の場合、中継会場として開放
いたします。

【学生企画】

研究会展示

新しい地域づくり
～効果的プラットフォームを

いかに設計するか～  『新規生による
　　「SFCまで」と「SFCから」』

教室 Ω（オメガ）教室 ο(オミクロン)教室

★午前枠は【9:30～】開場（入場可）します。受付で配布する赤いラバーバンドを着用してください。

ι11,12

Beginner/
Intermediate level(概要説明)

萩野 達也　教授
(模擬授業)

藤井 進也　専任講師

Intermediate/
Advanced level

(入替後）

14:30迄

午前枠の方で、昼食をとられたい方は【生協食堂/購買部/学生ラウンジ等】を14:30までを目安にご利用ください。午後枠の授業への参加はご遠慮ください。

【学生企画】
         研究会展示

(入替前）
12:30～

★午後枠は【13:00～】開場予定です。　受付で配布する青いラバーバンドを着用してください。

（
午
後
枠
）
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

Ω（オメガ）教室 ο(オミクロン)教室

ι11,12

GIGA模擬授業
学生企画

言語コミュニケーション講座
10:30～16:45

【学生企画】

研究会展示　SFCの「学び｣と｢学び方｣
　　　　　　  一ノ瀬　友博　教授
　SFCにおける言語の学び
　　　　　　  　  柳町　功　教授
　SFCって何？
 　　         　    村井　純　教授

人気セッションにつき、θ館会場が
満員の場合、中継会場として開放
いたします。

『現役生による
  「SFC生で
　　あるということ」』

『現役生による
  「SFC生で
　　あるということ」』

１７:００午後枠終了

Beginner/
Intermediate level

最終入場は16：45
となります

(概要説明)
萩野 達也　教授

(模擬授業)
藤井 進也　専任講師

↑↓1回目2回目は、同じ内容です↑↓ Intermediate/
Advanced level

 『新規生による
　　「SFCまで」と「SFCから」』

　　　　午後枠の方で、昼食を先にお取りになりたい方は、12:30-開場（入場可）しますが、食堂(裏面地図参照)利用のみとし、午前枠の授業への参加はご遠慮ください。

【應援指導部「勝つぞ、慶應！」パフォーマンス！】

「応援を通じて、慶應義塾の気風・文化を伝える」を活動目的にする應援指

導部によるパフォーマンスです。リーダー部と、チアリーディング部、吹奏楽

団の３つの部門による應援指導にぜひ足をとめてご覧ください。

総合政策学部

河添 健 学部長

環境情報学部

濱田 庸子 学部長

マークのあるコンテンツは、当日撮影用のカメラが入ります。

後日SFCのWebサイトにて、ご覧いただくことが可能です。

【場所】中庭（Ω前）

※雨天時の場合、変更あり

※立ち見となります

【時間】各回15分程度

(1回目) 12:50～/(2回目) 14:20～

(3回目) 15:30～(予定) 

★GIGA Program

卒業に必要な単位を英語のみで修得可能なプログラム。核とな

る授業がすべて英語で開講され、入学時の入試制度に関わらず

どなたでも受講が可能です。英語で行われる学内ツアーも併せ

て、お気軽にご参加ください。

【Introduction to Global Information and Governance Academic 

(GIGA) Program】 Professor Tatsuya Hagino (萩野 達也)

【An Introduction to SFC Music Science: The Science of Music, 

Rhythm, and the Brain】 Assistant Professor Shinya Fujii (藤井 進

也）

事前申込制を取らないため、参加人数の多いプログラ

ムについては、ご参加いただけない可能性がございま

す。あらかじめご了承ください

【言語コミュニケーション講座 担当教員一覧】
《英語/上級レベル》 ワイマン，ウォルター 訪問講師

《英語/基礎レベル》 マティカイネン，ティーナ 訪問講師

《フランス語》 ルロワ，パトリス 訪問講師

《ドイツ語》 藁谷 郁美 教授／馬場 わかな 専任講師

マイヤー アンドレアス 訪問講師

《ﾏﾚｰ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語》 野中 葉 准教授

ペルトス アリ サントーソ 訪問講師

《朝鮮語》 髙木 丈也 専任講師／金 泰仁 訪問講師

《中国語》 厳馥 専任講師／リユウ ロ 訪問講師

《アラビア語》 山本 薫 専任講師

アフマド・アルマンスール 訪問講師

１００以上ある研究会は、SFCの

魅力のひとつ。

当日は、その一部を展示し、

SFC生が自身の研究会を紹介し

ます。展示の他にSFC生の時間

割など、キャンパスライフも紹介し

ます。

お気軽にお越しください！

マークのあるコンテンツは、当日撮影用のカメラが入ります。

後日SFCのWebサイトにて、ご覧いただくことが可能です。

事前申込制を取らないため、参加人数の多いプログラ

ムについては、ご参加いただけない可能性がございま

す。あらかじめご了承ください

お
知
ら
せ

https://www.sfc.keio.ac.jp/campuslife/experience.html
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