2019 年度 11 月 2 日（土）開催
理工ペアレンツ・デー 実施概要
１．理工 3 学部企画（11:00-11：30）
理工 3 学部説明会

内容

基幹理工学部

［57 号館 201 教室予定]

11:00-11:30

基幹理工学部長挨拶・学部説明 等

創造理工学部

［57 号館 202 教室予定］

11:00-11:30

創造理工学部長挨拶・学部説明 等

先進理工学部

［63 号館 201・202 教室予定]

11:00-11:30

先進理工学部長挨拶・学部説明 等

２．学科別企画（13:00-17：00）

学科
数学科
応用数理学科
機械科学・航空学科

企画内容

対象、会場

13:30-13:50 学科説明会
14:00-16:00 個別相談会

対象：学部 2、3 年生、修士 1 年
会場：54 号館 403 教室

13:00-13:20
13:30-16:00
13:00-14:50
15:00-16:00
16:00-17:00

対象：学部 2、3 年生、修士 1 年
会場：54 号館 402 教室

学科説明会
個別相談会
学科説明会
学科ツアー
個別相談会

対象：学部 2、3 年生、修士 1 年
会場：57 号館 201 教室
対象：学部 2、3 年生、修士 1 年
（ナノ理工学専攻ナノエレクト
ロニクス分野修士 1 年生含む）
会場：63 号館 201 教室
学科会議室
対象：学部 2、3 年生
会場：52 号館 303 教室
62 号館大会議室・
森村記念ラウンジ
対象：学部 2、3 年生
会場：52 号館 302 教室
62 号館大会議室・
森村記念ラウンジ

電子物理システム学科

13:00-15:00 学科説明会・全体質問
15:00-16:00 個別相談会

情報理工学科

13:00-13:50 学科説明会
14:00-17:00 個別相談会

情報通信学科

13:00-13:50 学科説明会
14:00-17:00 個別相談会

建築学科

13:00-13:30 受付
13:30-14:15 学科主任挨拶および学科紹介
14:30-17:00 作品展示・学科活動紹介、
個別相談会（学科大会議室）

対象：学部 2、3 年生
会場：57 号館 202 教室
57 号館 202・201 ホワイエ一部
*11/3（日）も作品展示継続

総合機械工学科

13：00-13：30
13：30-14：00
14：00-15：00
15：00-17：00

対象：学部 2、3 年生
会場：63 号館 202 教室

経営システム工学科

13:00-16:00 学科・専攻進路説明会および
相談会

社会環境工学科

環境資源工学科

物理学科

応用物理学科

学科説明会
就職・研究室配属
研究室見学
個別相談会

13:00-14:00 全体説明会（学科紹介、卒業研
究、就職・進学等説明）
14:00-16:00 個別相談会
（学部 3 年生の保護者のみ、
51 号館 16 階学科会議室）
13:00-14:00 学科主任挨拶、授業の履修、研
究室配属、就職説明等
14:00-16:00 個別相談会
13:00-14:00 学科主任挨拶・学科紹介
14:00-15:30 個別相談会（希望者多数の場合
時間延長）
13:00-14:00 主任挨拶及び学科説明
14:00-15:30 個別相談会（希望者多数の場
合時間延長）

対象：学部 3 年生・修士１年生
(経営デザイン専攻含む)
会場：56 号館 103 教室
対象：学部 3 年生
会場：55 号館大会議室

対象：学部 2 年生
会場：54 号館 404 教室
対象：学部 2 年生
会場：53 号館 404 教室
55 号館竹内記念ラウンジ
対象：学部 2 年生
会場：53 号館 403 教室

化学・生命化学科

応用化学科

生命医科学科

電気・情報生命工学科

13:00-13:15 学科主任挨拶
13:15-13:45 学科紹介
13:45-14:15 研究室配属、就職・進路に関す
る説明
14:30-17:30 研究室見学・個別相談会
13:00-14:00 学科説明会（教育・研究・進路
紹介等）
14:00-16:00 学科研究室見学、個別相談会
13:10-13:15 学科主任挨拶
13:15-14:00 カリキュラム・研究室配属・
進路・連携に関する説明
14:10-14:30 先端生命医科学センター見学
14:40-15:30 個別相談会
12:30-13:00 受付
13:00-14:00 学科説明会
14:00-17:00 学科ツアー
（西早稲田キャンパス研究室・実験室見学、
TWIns 研究室・研究設備見学）
、個別相談会

対象：学部 2・3 年生
会場：54 号館 302 教室
53 号館 303 教室
対象：学部 2・3 年生
会場：56 号館 102 教室
対象：学部 2 年生
会場：TWIns 3 階
セミナールーム 1～3
対象：学部 2 年生
会場：63 号館 03・04・05
会議室
TWIns ホワイエ

以上

