
【無料送迎バス運行】大学内の乗り場は 1号館前です。

○大学～岡山駅運動公園口（西口）　12:20 ／ 12:45 ／ 13:05 ／ 13：30 予定

○岡山駅運動公園口（西口）～大学　【始発】9:00 ／【最終】9:40

大学オリジナルグッズプレゼント！

受付でもらえるチケットで

そのほかにもアンケートに答えると

を交換しよう！！＆ドリンク

AO入試エントリーは８月１日スタート！



10：00 ～ 10：35
後半

12：40 ～ 13：00

11:50 　　～　　 12:10 12:15　　 ～ 　　12:35

移
動

個別相談
≪学生会館2階北≫

休
憩

個別相談
≪学生会館2階南≫

移
動

休
憩

【オープニング】

ウェルカムメッセージ

金融総合教育
プログラムについて

各学科コーナー
見どころ聴きどころ紹介

①法学科
②経済学科
③経営学科
④商学科

サークル紹介

商大OCの歩き方

≪７号館８階
７８１教室≫

その他イベント

企画術ワークショップ
「『日生海のそば』プロジェクトを盛り上げよう！」

≪2号館1階商大塾≫
※途中参加OK！

中盤
11:50 ～ 12:35

前半
10:50 ～ 11:35

　　　　　　　　　　　　　　　　　・吹奏楽部演奏≪学生会館周辺≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　・アイスクリーム＆ドリンク引き換えコーナー≪学生会館1階≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　・アンケート受付・プレゼント引き換えコーナー≪1号館1階ホール≫

経済学部
　経済学科

法学部
　法学科

移
動

個別相談
≪2号館1階商大塾≫

経済学科
ミニ講義

「人の命は地球より重い！？
～経済学で考える命の格差～」

≪７号館７階773教室≫
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タイムスケジュール

個別相談
≪学生会館2階南≫

個別相談
≪8号館3階

　  832教室≫

経営学部
　　商学科

経営学部
　経営学科

経営学科
ミニ講義

「あなたはなぜ、
　会計を学ぶ？」

≪7号館7階772教室≫

経営学科
ミニ講義

「IoTとAIの時代に
何を学ぶか」

≪7号館7階772教室≫ 個別相談
≪学生会館2階北≫

・入試部　入試チェックQ&A≪１号館１階入試部ホール≫
・キャンパスツアー～ブラ商大～≪学生会館前発≫
・商大塾　資格取得をバックアップ「商大塾」！！
・教学部　家族で解決！！大学生活Q&A
　　　　　先生になりたい！先生になるには？
・キャリアセンター　適職診断で４年後のジブンを見つけよう！！
・図書館　多彩な勉学の場所：図書館ツアー！

最終ページに学内MAPあり

法学科
ミニ講義

「安楽死について」
≪8号館3階831教室≫

経済学科
ミニ講義

「入門ゲーム理論
～明日からすぐに使える経済学！～」

≪7号館7階773教室≫

法学科
ミニ講義

「受動喫煙防止」
≪8号館3階831教室≫

　　　　　　　　　「保護者対象説明会」
　　　　　　　　≪７号館8階781教室≫

　　　・入試概要説明
　　　・商大塾　資格取得について
　　　・商大就職力の強さ
　　　・商大生のライフスタイル
　　　　　通学や下宿、バイト事情、学費、奨学金　等

移
動

経営学科
ミニ講義

「経営学科では、どんなことを学べるのか」
≪7号館7階772教室≫



12：40～13：00

法学科 8号館　3階　832教室

経済学科

経営学科

商学科

ミニ講義・ワークショップ
10：50～11：35 11：50～12：35

安楽死について

加藤　摩耶　准教授

受動喫煙防止

宍戸　圭介　教授

法学科

経営学科では、どんなことを学べるのか

川本　和則　教授

2号館　1階　商大塾内

入門ゲーム理論
～明日からすぐに使える経済学！～

加藤　真也　准教授

あなたはなぜ、
会計を学ぶ？

吉良　友人　講師

ｌoＴとAIの時代に
何を学ぶか

西　敏明　教授

企画術ワークショップ
「日生海のそば」プロジェクトを盛り上げよう！

笑楽和尚と愉快な学生たち

※商学科ワークショップ途中参加ＯＫ！

人の命は地球より重い！？
～経済学で考える命の格差～

國光　類　講師

個別相談
11：50～12：35

学生会館　2階北

学生会館　2階南

経済学科

経営学科

商学科

高校生のキラリと光る

アイディア、待ってます

会計がわかる＝違いがわかる

日常でも使えるゲーム理論の
世界にご案内します！

限りある医療資源。
だれの健康を優先する？

明治の文豪、森鴎外の名作
『高瀬舟』を刑法で読む

情報のうまい活用を考えてみませんか？

あなたの将来を

経営学科で考えてみましょう。

なぜ、全面禁煙にしないのか？
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 ①１号館 ⑧８号館 ⑮第２学生会館 

②２号館 ⑨本館 ⑯第３学生会館 

③３号館 ⑩体育館 ⑰第４学生会館 

④５０周年 
スクエア 

⑪井尻記念館 ⑱第５学生会館 

⑤５号館 ⑫学生会館 ⑲第６学生会館 
⑥６号館 ⑬附属図書館 ⑳学生集会所 

⑦７号館 ⑭インターナショ

ナルカフェ 
㉑グラウンド 
 

1 階 キャリアセンター 

適職診断で４年後のジブンを 

見つけよう！！ 

8 階 781 教室  オープニングオリエンテーション 

 (10:00～10:35)    

             「保護者対象説明会」(10:35～11:35) 

    

7 階 772 教室 経営学科 ミニ講義  

①10:50～11:35 ②11:50～12:35   

773 教室 経済学科 ミニ講義 

 ①10:50～11:35 ②11:50～12:35 

1 階ホール 

 アンケート受付・プレゼント引き換え 

コーナー 

 

1 階＜教学部ホール＞ 

家族で解決！！大学生活Ｑ＆Ａ 

先生になりたい！！先生になるには？ 
 

1 階＜入試部ホール＞ 

入試チェック Q&A  

正 門 

２階 多彩な勉学の場所：図書館ツアー！ 

 
１階外  休憩コーナー 

１階 資格取得をバックアップ｢商大塾｣！！ 
   
 商学科 企画術ワークショップ  

※途中参加 OK! (10:50～12:00)
 

商学科 個別相談 (12:15～13:00) 

岡山駅 運動公園口（西口）行き 
バスのりば 

 出発時間 

 12:20 / 12:45 / 13:05 / 13:30 

⑳

⑮ 

学生会館  

２階北 経営学科 個別相談 (11:50～13:00) 

２階南 経済学科 個別相談 (11:50～13:00) 

 

１階  休憩コーナー 

２階 

１階 

学生会館前 

キャンパスツアー～ブラ商大～  

吹奏楽部演奏 

 アイスクリーム&ドリンク引き換えコーナー 
（雨天の場合 1 階屋内） 

3 階 831 教室 法学科ミニ講義 

①10:50～11:35  

②11:50～12:35 

832 教室 法学科 個別相談  

(12:40～13:00) 

1 階 

８階 

インターナショナルカフェ 

 休憩コーナー 

飲食可能スペース
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