
2016 プレ・オープンキャンパス（＆関連イベント） 

学生スタッフ 募集案内 

★６月１８日（土） プレ・オープンキャンパス 
 募集人数 ３５名程度 

 学生スタッフの従事時間 10:00 集合～18:00 解散 

 担当業務  

1. 受付・会場係 ： 来場者の受付および誘導全般に関わる業務 

2. ヨッチー係 ： 着ぐるみに入って愛想をふる（合間には受付も） 

3. キャンパスツアーガイド 

4. 相談係 ： 学生生活・入試に関する相談対応業務 

＊基本的に、上記の何れかに専念します。 

 謝礼 図書カード 3000 円、お昼のお弁当＆お茶 
 ６／１６（木）１７（金）の昼休みにオリエンテーションを実施予定。（なるべく何れかに参加） 

★６月１７日（金） 前日準備 
 募集人数 １５名程度 

 学生スタッフの従事時間 ４限 and/or ５限  両方でも何れかでも可 

 担当業務  資料封入 and/or 会場設営 

 謝礼 図書カード 500 円／１コマあたり 

★5/30（月）、6/1（水）、6/7（火）、6/9（木）、6/20（月）、6/22（水）、 

6/28（火）、6/30（木）、7/4（月）、7/6（水）、7/12（火）、7/14（木） 

平日キャンパスツアー 
 募集人数 各日２～４名 

 学生スタッフの従事時間 16:10 集合～17:40 解散 

 担当業務  キャンパスツアーのガイド 

 謝礼 図書カード 500 円／１コマあたり 

【お申し込み】 
５月１８日（水）までに、以下の内容を、e-mail（PC でも携帯でも可）にて 

アドミッションズセンターの出光（ｲﾃﾞﾐﾂ） idemitsu@yokohama-cu.ac.jp 宛に 

送って下さい。 

件名： プレ OCスタッフ申込 

１．氏名 

２．学籍番号 

３．携帯電話番号 

４．当日(6/18)の担当業務希望順位（なんでも OK 歓迎） 

５．前日準備（6/17 金４限５限）の都合・希望する時限 

６．平日ツアーへの従事希望の有無・希望日 

＊ 頂いたメールには随時受信確認の返信をしますが、土日祝を除き２日経っても返

信が来ない場合は、電話（045-787-2055）で問い合わせをして下さい。 

＊ 募集数を上回る申込があった場合は、所属や学年等のバランスを考慮して選考さ

せていただきますので、ご了承ください。いずれの場合も５月１９日（木）にメ

ールで選考結果をお知らせします。 

＊ なお採用後の連絡は、基本的に大学のアドレス宛に一斉送信しますので、 

随時受信出来るようにしておいてください。 
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○数字は打ち合せを表す

1年 国際都市学系 ●● ●●

1年 国際教養学系 ●● ●●

1年 国際都市学系 ●● ●●

1年 国際教養学系 ●● ●●

2年 物質科学コース ●● ●●＊

1年 国際都市学系 ●● ●●＊

1年 経営科学系 ●● ●●＊

1年 経営科学系 ●● ●●＊

1年 経営科学系 ●● ●●

1年 国際都市学系 ●● ●●

1年 国際都市学系 ●● ●●

1年 国際教養学系 ●● ●●

4年 グローバル協力コース ●● ●●

4年 社会関係論コース ●● ●●

3年 物質科学コース ●● ●●

2年 グローバル協力コース ●● ●●

1年 経営科学系 ●● ●●

1年 国際教養学系 ●● ●●

1年 経営科学系 ●● ●●

3年 国際文化コース ●● ●●

2年 人間科学コース ●● ●●

3年 地域政策コース ●● ●●

4年 国際文化コース ●● ●●

2年 地域政策コース ●● ●●

2年 経済学コース ●● ●●

4年 生命医科学コース ●● ●●
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3年 医学科 ●● ●●
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2年 人間科学コース ●● ●●

1年 経営科学系 ●● ●●

1年 理学系 ●● ●●
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個別相談　【理２１７教室】
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個別相談【理２１７】 後片づけ

個別相談【理２１７】 後片づけ

個別相談【理２１７】 後片づけ

個別相談【理２１７】

看護学科説明会　【理４１２教室】 ４Ｆ誘導 会場内誘導／個別相談【理４１２】 後片づけ

ガイダンス【理２３２・理２０９教室】 会場内誘導【理２３２・理２０９】 後片づけ

後片づけ

個別相談【理２１７】 後片づけ

医学科説明会　【理４３２教室】
４Ｆ誘導 会場内誘導／個別相談【理４３２】 後片づけ

４Ｆ誘導 会場内誘導／個別相談【理４３２】 後片づけ

会場誘導【理３０４】

理学系説明会　【理５１２教室】 会場誘導【理５１２】 会場誘導【理５１２】 ５Ｆ誘導 会場誘導【理５１２】 後片づけ

経営科学系説明会　【理２３２教室】 会場誘導【理２３２】 会場誘導【理２３２】 ２Ｆ誘導 会場誘導【理２３２】 後片づけ

国際総合科学部概要・入試説明会
国際総合科学部　ＡＯ入試説明会
【カメリアホール】

④

会場内誘導【カメリアホール内】 会場内誘導【カメリアホール入口】 後片づけ

会場内誘導【カメリアホール入口】 会場内誘導【カメリアホール内】 後片づけ

後片づけ

国際都市学系説明会　【理３３６教室】 会場誘導【理３３６】 会場誘導【理３３６】 ３Ｆ誘導 会場誘導【理３３６】 後片づけ

共通教養・ＰＥ説明会【理２０４教室】 会場誘導【理２０４】 会場誘導【理２０４】 ２Ｆ誘導 後片づけ

国際教養学系説明会　【理３０４教室】 会場誘導【理３０４】 会場誘導【理３０４】 ３Ｆ誘導

後片づけ

後片づけ

後片づけ

キャンパスツアー　【理２３７教室】 ③

後片づけ

後片づけ

後片づけ

後片づけ

キャンパスツアー

キャンパスツアー

キャンパスツアー

キャンパスツアー

キャンパスツアー

キャンパスツアー

後片づけ

【理 入口】受付 【理 各フロア】 【理 入口】 【理 各フロア】 後片づけ

【理 各フロア】 後片づけ

【理 各フロア】誘導 【理 入口】 【理 各フロア】 【理 入口】 後片づけ

ヨッチー【時計塔前】

【カメリア】

受付【理学系研究棟入口】／
誘導／説明会教室補助【各フロア】

②

【理 各フロア】誘導 【理 入口】 【理 各フロア】 【理 入口】

【理 入口】受付 【理 各フロア】 【理 入口】 【理 各フロア】 【理 入口】

誘導【時計塔前】／
受付【カメリアホール入口】／
プログラム配付【本校舎分岐付近】

　　　                　　　　　　＊ヨッチー

①

【プログラム】 【カメリア】

【プログラム】

【プログラム】

【カメリア】

【カメリア】

ヨッチー

【カメリア】受付 後片づけ

16:00 17:00 18:008:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:00 14:00 15:0013:30 14:30 15:30

【プログラム】 【時計塔前】 【プログラム】

後片づけ

後片づけ

発表会

説明会

10:00 11:00 12:00

【プログラム】

【プログラム】

【カメリア】

【時計塔前】

【カメリア】

【カメリア】

後片づけ

【時計塔前】誘導 後片づけ

後片づけ

【プログラム】

後片づけ

【カメリア】受付 後片づけ

■学生スタッフ タイムテーブル

主担当業務・会場 学生スタッフ
9:00 16:30 17:30

（昼食）

研究室見学・説明会

横浜サイエンスフロンティア高校（ＹＳＦ）
市大チャレンジプログラム中間発表会

【理学系研究棟】総合受付・誘導等

市大グッズ販売

生協食堂

横浜サイエンスフロンティア高校（ＹＳＦ）
サタデーサイエンス

6
集合⇒大学概要・OB・OG

キャンパスツアー

学術情報センター見学

プログラム配付
8

【カメリアホール】総合受付・【時計塔前】誘導

個別相談【医学科】

個別相談【看護学科】

学生生活・就職支援ガイダンス

学生生活紹介（学生によるプレゼンテーション）

留学・ディズニー国際カレッジプログラムガイダンス

1

学系別説明会【理学系】

個別相談【国際総合科学部】・資料コーナー

学系別説明会【国際教養学系】

13:30 14:3014:00

学科概要・入試説明会【看護学科】

学部概要・入試説明会【国際総合科学部】
2

国際総合科学部　AO入試説明会

17:0015:30 16:3011:00 12:00 13:00 15:00 16:00

❖ ２０１５.６.１３ 【プレ・オープンキャンパス】 タイムテーブル ❖

■プログラム タイムテーブル

プログラム 会場 学生スタッフ
9:00 10:00 18:008:30 9:30 10:30 11:30 12:30 17:30

キャンパスツアー

設
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ツ
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ー

シ
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レ
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共通教養・PE 説明会

学科概要・入試説明会【医学科】

学系別説明会【国際都市学系】

学系別説明会【経営科学系】

昨年参考



① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③

780 842 793 943

(550) (685) (697) (704)

157 60 30 67 205 83 53 69 139 64 47 28 239 75 70 94

国際総合科学部 280 123 69 88 279 96 85 98 231 61 102 68 398 112 164 122

医学部医学科 200 90 110 190 90 100 148 88 60 213 122 91

医学部看護学科 76 41 35 123 69 54 89 63 26 120 78 42

119 101 18 141 110 31 93 77 16 154 116 38

国際教養学系 141 42 70 29 177 65 78 34 160 55 69 36 242 87 104 51

国際都市学系 88 13 64 11 111 11 79 21 84 30 36 18 95 37 45 13

経営科学系 69 20 42 7 97 27 60 10 72 37 22 13 83 32 35 16

理学系 100 32 42 26 123 52 35 36 110 36 40 34 110 32 41 37

116 63 34 19 119 56 26 37 65 3 23 39 90 8 34 48

40 5 35 40 17 19 4 46 17 22 7 45 19 18 8

28 28

（合計） 63 71 77 87

入試全般 4 16

教育内容／カリキュラム 10 10 8 15

留学／国際教育 11 12 6 6

奨学金／学生生活 3 6 7 4

就職／キャリア支援 1 7 3 6

学生相談 38 32 37 56

132 116 114 116

成績優秀特待生による学生生活紹介

平成２５年度（2013）

【６／１5(土)】

参加者数

＜晴れ＞

平成２４年度（2012）

キャンパスツアー

（資料配布数） 

個別相談コーナー

AO入試説明会

共通教養・Practical English説明会

プログラム

参加者総数

留学・海外インターンシップガイダンス
(留学・ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ国際ｶﾚｯｼﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｶﾞｲﾀﾞﾝｽ）

学生生活・就職支援ガイダンス

学部概要説明会
　　／入試説明会

国際総合科学部
　　学系別説明会

平成２7年度（2015）

【６／１3(土)】

＜晴れ＞

参加者数

◆プレオープンキャンパス　参加集計◆

平成２６年度（2014）

【６／１4(土)】

＜晴れ＞

参加者数

【６／１6(土)】

＜雨＞

参加者数



～学生スタッフの皆さんに求めること～ 

（１） 来場者への声かけ。 

 基本的に声をかけられる事は嬉しいものです。（そうじゃない方もたまに

いますが） 「こんにちは」という挨拶は当然として； 

 来場者は会場が何処なのか、プログラムがいつから始まるのか、どこをど

う回って良いのか迷うものです。キョロキョロしていたり、プログラムを

見つめている人を見つけたら、すかさず「どこかお探しですか？」と声を

かけてあげましょう。 

 声をかけることに慣れてきたら、「説明会はどうでした？」という感じで、

印象や感想を聞き出してみましょう。 

（２） あらためて横浜市立大学のことを知る。 

 来場者から聞かれて知らない事、わからない事があっても構いません。そ

う言う場合は、教職員スタッフや他の学生スタッフに取り次いで、それを

きっかけにして、皆さん自身も本学についての理解を深めましょう。 

（３） 横浜市立大学生としての誇り。 

 批判的な視点ももちろん大切です。でも、自分なりの納得した学生生活を

送っているというスタンスで、ありのままの大学生活を伝えてください。 

【今後の募集予定】 
※以下のイベントに関するスタッフは、また後日募集します。 

＜７月３０日予定＞夏のミニ・オープンキャンパス（八景） 

８月 ９日（火）国際総合科学部・理系 オープンキャンパス（八景） 

８月１０日（水）国際総合科学部・文系 オープンキャンパス（八景） 

８月２０日（土）医学部看護学科 オープンキャンパス（福浦） 

８月２７日（土）医学部医学科 オープンキャンパス（福浦） 

＜１０月１日予定＞秋のミニ・オープンキャンパス（八景） 

★以上の他に、キャンパスツアー経験者には、大学見学の対応、学外出張等、 

単発の（比較的美味しい！）イベントの案内があります。 

★★１月～２月の入試シーズンでは、入試運営補助業務のアルバイト（賃金労

働）を募集します。なおその際、オープンキャンパス等にお手伝いいただい

ている方は、（当然に）採用選考において優遇されます。 


