
杉並全体キャンパスプログラム（2022年 7月 2日時点 今後随時更新します） 

10:00～10:40 
（17 日・18 日） 

◆オープニング 
～在学生による大学紹介～ 

7 号館 
7201 教室 

受験体験から・コロナ渦での授業の様子、現在の
学びまで学生視点で女子美を語ってもらいます。 

10:50～11:20 
（17 日・18 日） 

◆学科紹介 （全受験生対象） 
共創デザイン学科 

7 号館 
7201 教室 

2023 年 4 月に設置予定の共創デザイン学科の学
びの特長をご説明します。 

10:50～11:20 
（17 日・18 日） 

◆学科紹介 （全受験生対象） 
短期大学部 

1 号館 
110 周年ホール 

短期大学部の学びの特長をご説明します。 

11:30～12:00 
（17 日・18 日） 

◆学科紹介（高校 2年生以下主対象） 
アート・デザイン表現学科 

7 号館 
7201 教室 

2024 年 4 月以降入学者を対象に、アート・デザ
イン表現学科の学びの特長をご説明します。 
（対象学年にご注意ください） 

12:10～12:40 
（17 日・18 日） 

◆入試方式説明会 
7 号館 

7201 教室 

女子美では多様な選抜制度を実施しています。総
合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜など各入試
の種類と特長、概要をご説明します。 

12:50～13:20 
（17 日・18 日） 

◆学科紹介（高校 3年生主対象） 
アート・デザイン表現学科 

7 号館 
7201 教室 

2023 年 4 月入学者を対象に、アート・デザイン
表現学科の学びの特長をご説明します。 
（対象学年にご注意ください） 

13:30～14:00 
（17 日・18 日） 

◆保護者説明会 
7 号館 

7201 教室 
保護者向けに、学費・奨学金・住まい・就職支援
のことなどをご説明します。 

13:40～14:10 
（17 日・18 日） 

◆女子美まるわかり説明 
7 号館 

7201 教室 
主に午後から来場した受験生を対象に大学全体・
全学科・専攻についてご説明します。 

 

10:00～18:00 
（17 日） 

 

10:00～16:00 
（18 日） 

◆学生作品展示 
◆授業・制作風景公開 
◆施設公開 

杉並 
各会場/教室 

各専攻・領域の特長を感じてももらえる、学生作品
の展示や施設の公開を行っています。 
（当日配付するマップでご確認ください） 

◆教員による個別相談・入試相談 
個別相談のほか、持参作品の講評も受け付けてい
ます。（当日配付するマップでご確認ください） 

◆職員による総合進学相談 
2 号館 2 階 
2213 教室 

奨学金・卒業後の進路・住まいなど、さまざまな質
問職員がお答えします。 

◆在学生による進学相談コーナー 
（予定） 

調整中 
女子美を志望したきっかけ・受験について・学生生
活全般について…など女子美生がさまざまな質問
に学生スタッフがお答えします。 

◆在学生によるキャンパスツアー 
（予定） 

調整中 
気になる専攻・領域の学生作品や、施設について、
学生スタッフが当日随時受付・ご案内します。 

◆留学生対象個別相談・資料配布 
（大学院希望の方を含む） 

2 号館 2 階 
2212 教室 

留学生の方を対象に、特別選抜（外国人留学生）の
注意点等を記載したプリントを配付しています。
留学生の方は最初にお立ち寄りください。また専門
スタッフによる個別相談も行っています。 

◆サンリオカフェワゴン 
2 号館 1 階 

屋外 
（予定） 

女子美の卒業生が多く在籍している(株)サンリオ
とのコラボ企画を実施。ハローキティの焼きドー
ナツ・クレープ等の軽食や雑貨の販売を行います。 

 

各施設の 
開館時間 

◆図書館 2 号館 図書館を公開します。 

◆ガリレアニケ 1 号館 
ガリレアニケを公開します。女子美術大学短期大
学部１年前期「基礎造形 2022」展を開催中。 

 
オープンキャンパス実施日の来場者の学食の利用について（2号館 1階） 
11 時～15 時で営業予定、女子美ランチなどを召し上がっていただけます。なお食堂内での密を防ぐため来場時に、
混雑時は入場制限を行う場合がありますので、予めご了承ください 



杉並キャンパス ワークショップ・各種講座 

メディア表現領域 
メディア表現領域は、授業で制作した学生作品や、研究機関、自治体、企業など様々なパートナーと実施したプ

ロジェクト授業の成果を紹介する展示を行っています。（公開場所は当日配付するマップでご確認ください） 

企画名 オンライン個別相談 

内容 
今回来場できない受験生の方向けにオンラインで個別相談を行います。 
詳細・申込は https://joshibi.revn.jp/をご確認ください。 

開催方法 
スケジュール等 

事前予約制 

1 回につき  15 分程度 

場所 オンライン 

その他 
17・18両日開催（10:00～16:00） 
7月 4日(月) 10時 ～15日(金) 17時まで申し込みを受け付けます。 
※当日は登録したメールアドレスのアカウントからご参加ください。 

 

ヒーリング表現領域 
企画名 【もう迷わない！女子美ヒーリング在学生＆OGトーク】 

内容 
ヒーリング表現領域の 4 年生と OG による、気軽なおしゃべり形式のトークシ
ョーです。受験でどんな準備をしていたのか、どんなキャンパスライフを送っ
ているのか、などなど...女子美のヒーリング表現領域のことお話しします。 

開催方法 
スケジュール等 

定員制（先着順） 

1 回の所要時間     30 分 
1 回につき       20 名  

場所 7 号館 1 階 7101 教室   

その他 13:30～14:00で開催します（17・18両日実施予定） 
 

企画名 
【10年先の私かもストーリー ～卒業生に聞いてみよう～】および 
【杉四小 光の空間演出プロジェクト】の映像上映 

内容 

【10 年先の私かもストーリー ～卒業生に聞いてみよう～】  
10 年先の自分の姿をイメージしてみましょう。ヒーリング表現領域の卒業生へ
のインタビューです。教員が聞き手となり、授業の内外で学んできたことや、
キャンパスライフ、社会との関わり方と仕事についてお話しします。 
【杉四小光の空間演出プロジェクト】 
杉並区とヒーリング表現領域協同プロジェクトのドキュメンタリー映像です。 

開催方法 
スケジュール等 

随時受付 
1 回の所要時間     40 分 
1 回につき       20 名  

場所 7 号館 1 階 7101 教室   

その他 
「もう迷わない！女子美ヒーリング在学生＆OG トーク」の開催時間外で随
時上映しています。（17・18両日実施予定） 

https://joshibi.revn.jp/


ファッションテキスタイル表現領域 
企画名 オリジナルハンドタオルを作ろう！ 

内容 
昇華転写プリントの技法を使い、自分だけのオリジナルハンドタオルの制作を
行います。 

開催方法 
スケジュール等 

定員制（先着順） 

1 回の所要時間     60 分 
1 回につき       10 名まで  

場所 5 号館 1 階 5101 教室 （17・18 両日実施予定） 

 

アートプロデュース表現領域 
アートプロデュース表現領域では、学生作品展示／授業・制作公開／施設公開を行っています。 

 

共創デザイン学科 
当日のお楽しみ！ 

 

短期大学部 
企画名 受験実技力アップ講座（事前予約制／17・18両日実施予定） 

内容 
詳細は短期大学受験実技力アップ講座のサイトをご確認ください。 
https://www.joshibi.ac.jp/admission/juniorcollege/seminar 

 

・美術コース 

企画名 

調整中（決まり次第掲載します） 

内容 

開催方法 
スケジュール等 
場所 
その他 

 

・デザインコース 

企画名 活版印刷でクロッキーブックの表紙を印刷しよう！ 

内容 
貴重な活版印刷工房で印刷体験できます。 
印刷物はお持ち帰りできます。(クロッキーブックは数量限定) 

開催方法 
スケジュール等 

随時受付 

1 回の所要時間     10～15分程度 

場所 2 号館 3 階 2315 教室 

その他 7月 17日（日）のみ開催 

https://www.joshibi.ac.jp/admission/juniorcollege/seminar


 

企画名 小さな箱でライトをつくろう！ 

内容 
接着剤を使わずに展開図を組み立てて、手のひらサイズの小さなライトを作り
ましょう！作品はお持ち帰りできます。 

開催方法 
スケジュール等 

随時受付 （限定 50個・なくなり次第終了） 

1 回の所要時間     30 分 
1 回につき       8名まで  

場所 2 号館 3 階 2307 教室 

その他 7月 18日（月祝）のみ開催 

 

企画名 ソーマトロープをつくろう 

内容 残像を利用した映像ワークショップです。 

開催方法 
スケジュール等 

随時受付 

1 回の所要時間     調整中（決まり次第掲載します）  
1 回につき       調整中（決まり次第掲載します） 

場所 2 号館 3 階 2305-1 教室 

その他 7月 18日(月祝) のみ開催 
 


