
◆  参加には、事前申込が必要です（先着順） ※申込期日：7月12日（火） 予定

◆ キャンパスによって、イベント開催をする学部・領域が異なります。
【東キャンパス】教育学部／音楽領域／舞台芸術領域／芸術教養領域
【西キャンパス】美術領域／デザイン領域

■全体イベント
対象 イベント名 イベント内容

1回目 10:00～10:30

2回目 13:30～14:00

キャンパスツアー

1回目
2回目
3回目
4回目

10:45～11:30
11:45～12:30
14:15～15:00
15:15～16:00

バーチャルの世界ではなく、
実際に自分の目で学内を見学して、
入学後のキャンパスライフをイメージしよう！
学生スタッフがご案内いたします。

※「教育学部ツアー」と「芸術学部ツアー」の2パターンございます。

個別相談会

1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
6回目

10:00～10:30
10:45～11:15
11:45～12:15
13:30～14:00
14:15～14:45
15:15～15:45

広報部スタッフによる個別の進学相談です。
気になることや不安なこと、ご相談ください。

【音楽領域】トップ声優・島本須美先生の
スペシャルトークショー&朗読レッスン

― 14:15～16:00

「風の谷のナウシカ」のナウシカ役など、日本を代表する
声優である島本須美先生(声優アクティングコース特別客員教授)
によるスペシャルトークと、絵本の朗読レッスンを行います！
直接アドバイスが受けられる大変貴重な機会となりますので、
ぜひ皆様お越し下さい！

学生によるプチコンサート　 ― 12:30～13:00 電子オルガンが奏でる音楽を学生と一緒に楽しみましょう♪
入退場自由ですのでお気軽にお立ち寄りください。

■教育学部
対象 イベント名 イベント内容

1回目 10:00～10:30

2回目 13:30～14:00

1回目 10:45～11:30

2回目 14:15～15:00

1回目 11:45～12:30

2回目 15:15～16:00

1回目 10:00～10:30
2回目 10:45～11:15
3回目 11:45～12:15
4回目 13:30～14:00
5回目 14:15～14:45
6回目 15:15～15:45

■舞台芸術領域
対象 イベント名 イベント内容

1回目 10:00～10:30

2回目 13:30～14:00

1回目 11:45～12:30

2回目 15:15～16:00

教育学部の特徴や他大学との違い、
目指す進路等について説明します。

舞台の企画・制作に
興味のある方にお勧め

舞台芸術ワークショップ　～音と光で創る～

｢舞台の空間｣を彩る音と光のデザインは、舞台芸術において
とても重要な要素です。
今回は積み木を使った机上の舞台美術で、空間の演出を
体験してみましょう。

開催時間

舞台芸術領域説明会 舞台芸術領域の特徴や学べること、
目指す進路等について説明します。

初めての方にお勧め

勉強やスポーツ、恋愛など、やる気が起こらない時ってありま
せんか？それは、だらしないとか、怖いといったことだけでは
ありません。
「なかなか最初の一歩が踏み出せない！」
そんな高校生にお勧めのコツを「教育心理学」から解説します。

初めての方にお勧め

子どもも喜ぶマジックを覚えよう！
(トランプ　プレゼント付き)

手品はいつでも観ていて楽しいものですよね。子ども学科で制作
したトランプを用いたマジックを学生スタッフや先生から学ぶ
体験授業です。子ども向けにどう見せると喜ばれるか、その見せ方
や種明かしのコツまで伝授します。使用したトランプはプレゼント
しますので、ぜひお友達へも披露して驚かしてください！

教育学部子ども学科説明会

モチベMAX！やる気 爆アゲ！のコツ
～今日から使える教育心理学～

幼稚園・保育園の先生、
小学校の先生

志望の方にお勧め

幼稚園や保育園の先生
志望の方にお勧め

https://mypage.s-axol.jp/nua/event/26

【東キャンパス】2022年7月23日(土)開催　名古屋芸術大学オープンキャンパス

2023年度入学試験のスケジュールや
試験科目などを中心に、全体の概要を解説します。

開催時間

2023年度 入試説明会
受験生の方、

高校2年生にお勧め

ご来場者全員にお勧め

開催時間

【入試対策】ピアノレッスン
幼稚園や保育園、小学校の現場で必要となるピアノ。
入試対策にも活用できるレッスンです。
ピアノが初めての方も大歓迎です！

ピアノで受験したい方、
ピアノが苦手な方にお勧め

事前予約不要

https://mypage.s-axol.jp/nua/event/20
https://mypage.s-axol.jp/nua/event/20
https://mypage.s-axol.jp/nua/event/20


【東キャンパス】2022年7月23日(土)開催　名古屋芸術大学オープンキャンパス
■芸術教養領域

対象 イベント名 イベント内容

1回目 10:00～10:30

2回目 13:30～14:00

世界を広げたい方、
自分を知りたい方に

お勧め

アンリミテッド・アート・ディスカッション
　～終わらない思考の旅へ！～

1回目
2回目

10:45～11:30
14:15～15:00

さまざまな分野に芸術的な視点と思考を持って向き合い、
自分の世界を広げるのが、リベラルアーツコースです。
芸術ってなに？教養ってなに？そもそもワタシって？
尽きることのない興味と思考の旅へ、
アクティブディスカッションで出発します。

アーティストに
関わりたい方にお勧め

アーティスト、アートに関わる人に
直撃インタビュー！芸術ってムズカシイ？

1回目
2回目

11:45～12:30
15:15～16:00

展覧会の企画やクリエイターの支援を得意とする
リベラルアーツコース。芸術に関わることの魅力や楽しさを
アーティストにインタビューして動画に記録してみよう。
どんな話が聞けるかな。

■音楽領域
対象／主催コース イベント名 イベント内容

初めての方へ
コースを迷っている方へ

お勧め
音楽領域説明会+音楽総合コース紹介

1回目
2回目

10:00～10:30
13:30～14:00

音楽領域の特徴や学べること、音楽総合コース、
目指す進路等について説明します。

プロフェッショナル
アーティスト

プロフェッショナルアーティストコースって
どんなコース？～コース紹介、カリキュラム紹介～

1回目
2回目

11:45～12:30
14:15～15:00

2022年4月に開設した本コースのカリキュラムなどをご紹介。

1回目 10:00～10:30
2回目 10:45～11:15
3回目 11:45～12:15
4回目 13:30～14:00
5回目 14:15～14:45
6回目 15:15～15:45

ミュージカルコース ミニパフォーマンス ―
11:45～12:30
14:15～15:00

ミュージカルコース学生によるパフォ―マンス。
将来のミュージカルスターたちによる魅惑的な
ステージをお楽しみください！

ダンスパフォーマンス ダンスパフォーマンスコース　ミニパフォーマンス ― 10:45～11:30 授業で行っている様々なジャンルのダンスをお楽しみ下さい！

サウンドメディア・
コンポジション

音楽制作体験
1回目
2回目

11:45～12:30
15:15～16:00

サウンドメディアコース1年の音楽制作の授業で行う内容を体験し
ます。まず、DAWとよばれるパソコンで音楽制作をするためのソフ
トウェアについて知り、その後、実際にそれを操作しながら、音楽
制作がどのように行われているかを学びます。

照明・音響オペレーター体験
1回目
2回目

10:45～11:30
14:15～15:00

音響調整卓と照明調整卓を実際に触り、
それぞれの調整を体験していただきます。

ワークショップ
「日ごろに役立つステージ（舞台）スタッフの技」

― 11:45～12:30
ステージ（舞台）スタッフが身につけている「技（わざ）」で、
日頃の生活でも活用できる実践的な技のワークショップを
開催します。

音楽ケアデザイン 音楽ケアデザインコース体験講座 ― 14:15～15:00
今、福祉医療現場や地域の場において、音楽療法が再び
注目を集めつつあります。音楽療法士とはどんな仕事で
どんなことを学ぶのか体験を通してのぞいてみませんか？

◆ イベント内容は予定であり、内容・担当者等、急きょ変更となる場合があります。
◆ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、急きょ内容や実施形式が変更、または開催中止となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
　

初めての方にお勧め

ミュージック
エンターテインメント・

ディレクション

芸術教養領域の特徴や学べること、
目指す進路等について説明します。

ミュージカルに興味がある方向けのレッスンです。
発声などの基礎から丁寧に指導します。
初心者大歓迎！入試のご相談も受け付けます！
※こちらのプログラムは当日ご参加型です。

開催時間

個別レッスン
　
　声楽・ピアノ・電子オルガン
　ヴァイオリン・クラリネット・ファゴット
　ギター・ポップスヴォーカル

プロ演奏家による実技レッスン。
日頃、演奏や楽器で悩んでいることから
受験の準備まで、この機会にレベルアップしましょう！

※声楽は1回目～4回目のみ

ミュージカル
15:15～15:45
16:00～16:30

―ミュージカルヴォーカル体験レッスン

声楽
鍵盤楽器
弦管打

ウインドアカデミー

開催時間

芸術教養領域説明会



◆  参加には、事前申込が必要です（先着順）※申込期日：7月12日（火） 予定

◆ キャンパスによって、イベント開催をする学部・領域が異なります。
【東キャンパス】教育学部／音楽領域／舞台芸術領域／芸術教養領域
【西キャンパス】美術領域／デザイン領域

■全体イベント
対象 イベント名 イベント内容

1回目 10:00～10:30

2回目 13:30～14:00

1回目 10:45～11:30
2回目 11:45～12:30
3回目 14:15～15:00
4回目 15:15～16:00
1回目 10:00～10:30
2回目 10:45～11:15
3回目 11:45～12:15
4回目 13:30～14:00
5回目 14:15～14:45
6回目 15:15～15:45

■美術領域
対象／主催コース イベント名 イベント内容

1回目 10:00～10:30

2回目 13:30～14:00

1回目 10:45～11:30

2回目 14:15～15:00

1回目 10:45～11:30

2回目 14:15～15:00

2000℃の炎でガラスを溶かし、
日常ではできない体験をしよう！

― 10:45～11:30
バーナーワークという技法を用いて作品を制作します。
ガラスの成形技法の一種で、バーナーの炎によってガラスを
熔融し、成形します。

夏季の花器～一輪の花を挿す～ ― 14:15～15:00 粘土の板から一輪挿しを作ります。完成したのち、
みなさんのお手元にお送りします。

1回目 11:45～12:30

2回目 15:15～16:00

1回目 11:45～12:30

2回目 15:15～16:00

1回目 11:45～12:30

2回目 15:15～16:00

受験生の方、
高校2年生にお勧め

ご来場者全員にお勧め

絵画・彫刻・イラスト・マンガなどに登場する人物・動物の
動きや量感をトレーシングペーパーを使用して表現方法絵を
探ります。

【西キャンパス】2022年7月23日(土)開催　名古屋芸術大学オープンキャンパス

https://mypage.s-axol.jp/nua/event/25

開催時間

2023年度 入試説明会 2023年度入学試験のスケジュールや
試験科目などを中心に、全体の概要を解説します。

キャンパスツアー

バーチャルの世界ではなく、
実際に自分の目で学内を見学して、
入学後のキャンパスライフをイメージしよう！
学生スタッフがご案内いたします。

個別相談会 広報部スタッフによる個別の進学相談です。
気になることや不安なこと、ご相談ください。

初めての方にお勧め

洋画

全員で全員分の絵を描こう 皆で交代しながら参加者全員分の絵を完成させます。

開催時間

美術領域説明会 美術領域の特徴や学べること、
目指す進路等について説明します。

～納涼～日本画材でうちわを作ろう‼ 日本画で使用する画材を使い、
自分だけのオリジナルの団扇を作ろう！

20世紀巨匠マティスの絵をもとに、
アクリル絵具を使って色彩制作を体験します。

現代アート

工芸

日本画

クロッキー体験

色彩体験・いろどり！

コミュニケーションアート ドールアイを作ろう！ フィギュアや人形の制作で使えるドールアイ(目玉）の
制作を体験できます。

美術総合

https://mypage.s-axol.jp/nua/event/20
https://mypage.s-axol.jp/nua/event/20
https://mypage.s-axol.jp/nua/event/20


【西キャンパス】2022年7月23日(土)開催　名古屋芸術大学オープンキャンパス
■デザイン領域

対象／主催コース イベント名 イベント内容

1回目 10:00～10:30

2回目 13:30～14:00

ヴィジュアルデザイン ジオメトリックでTシャツを作ろう

1回目
2回目
3回目
4回目

10:45～11:30
11:45～12:30
14:15～15:00
15:15～16:00

幾何形態のハンコを組み合わせて、オリジナルなTシャツを
制作します。単純な形を組み合わすことによって複雑な模様が
出来上がる面白さを体験してもらいます。

先端メディア表現
レーザーカッターでつくる！アクリルキーホルダー
＆個別相談

1回目
2回目
3回目
4回目

10:45～11:30
11:45～12:30
14:15～15:00
15:15～16:00

手書きでデザインしたものをレーザー加工機を使って、
オリジナルのアクリルキーホルダーを制作します。
またコースで使用する機材や、他大学との違いなど
コースの特徴についても解説します。

ライフスタイルデザイン 連想ブック

1回目
2回目
3回目
4回目

10:45～11:30
11:45～12:30
14:15～15:00
15:15～16:00

用意された画像を様々な属性で組み合わせ、
一冊のブックにまとめます。

カーデザイン カーモデラーに挑戦

1回目
2回目
3回目
4回目

10:45～11:30
11:45～12:30
14:15～15:00
15:15～16:00

カーデザイン専用の工具や粘土（クレイ）を使いデザインを
考えながらクレイモデルを作る体験をします。
また、スケッチ作品などがあれば指導します。

◆ イベント内容は予定であり、内容・担当者等、急きょ変更となる場合があります。
◆ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、急きょ内容や実施形式が変更、または開催中止となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
　

デザイン領域の特徴や学べること、
目指す進路等について説明します。

デザイン領域説明会初めての方にお勧め

開催時間
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