
【お問い合わせ先】
入試広報企画部
TEL：072-805-2850（直通）
nyushi@kansaigaidai.ac.jp

[中宮キャンパス]
〒573-1001 大阪府枚方市中宮東之町16-1

[御殿山キャンパス・グローバルタウン]
〒573-1008 大阪府枚方市御殿山南町6-1

キャンパス間の移動は、無料送迎バスをご利用ください。

約10分ごとに出発。
キャンパス間を循環します。

◆バス発着所は、各キャンパスのキャンパスマップのページをご覧ください。
◆定員に達した場合は、予定時刻前でも発車する場合があります。
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12:30 ～ 15:30 の間 

[中宮キャンパス] 発

厚生北館 北側
バス発着所

13:00 ～ 15:30 の間 

TANIMOTO HALL 南側
 バス発着所

[御殿山キャンパス・
グローバルタウン]発

所要時間：約10分
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オープニング

小畑 季孝
英語国際学部 英語国際学科４年

近江高等学校（滋賀） 出身

● 在学生のメッセージ
● 大学紹介DVD上映『GO FOR it!』

和歌山市立和歌山高等学校 出身吉田 かほる
外国語学部 英米語学科１年

司会／ FBS 放送局
中宮キャンパス 谷本記念講堂
11:00～11:45

OPEN CAMPUS第3回

2018年 6月 17日 日
GO FOR Campus Life !

キャンパスライフを知ろう！



13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

N１ 学部・学科説明 マルチメディアホール

N４ 保護者対象説明

N２ 留学プログラム説明 １号館１階１１０５教室

１号館１階１１１０教室

N３ 関西外大の
就職力について

１号館２階１２０７教室

各学部の特色などについて説明します。

保護者の方を対象に、学部学科、留学、就職、授業
料その他納付金、奨学金などについて説明します。

N５ 奨学金説明 １号館２階１２０７教室

関西外大の多彩な留学プログラムについて
説明します。

関西外大生の就職に関する強みと採用の
現状についてご説明します。

奨学金制度について説明します。

12：20～12：40 13：20～13：40

12：20～12：40

12：30～13：10

13：20～13：40

13：20～13：40

13：50～14：10 14：50～15：10

関西外大を知ろう

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

N７ 入試対策（英語） １号館２階１２１６教室

谷本記念講堂
１号館１階１１１０教室N６ 入試概要説明

リスニングと筆記試験の英語入試対策です。

2019 年度入試について説明します。 15：00～15：20
１号館１階１１１０教室

11：50～12：10
谷本記念講堂

12：50～13：10
リスニング

13：20～13：40
筆記試験

14：50～15：10
リスニング

15：20～15：40
筆記試験

関西外大の入試を知ろう

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

N８

N９

Super IES プログラム説明 ７号館２階７２１０教室

７号館２階７２１０教室

７号館２階７２０４教室

７号館２階７２０３教室

７号館２階７２０２教室

７号館１階７１１０教室

７号館２階７２０１教室

７号館２階７２１１教室

７号館２階７２１４教室

７号館２階７２１３教室

７号館２階７２１５教室

７号館１階７１０５教室

７号館２階７２１２教室

Super IES プログラムについて
本学スタッフが日本語で説明します。

英語キャリア学部
（英語）

関西外大＆ノーステキサス大学 IESプログラム
「Decoding “L” and “R”」

N10 外国語学部（英語） 関西外大＆アラバマ大学 IESプログラム
「Twenty minutes of ‘ever’」

N11 外国語学部（英語） 関西外大＆ウェスタンオーストラリア大学 IESプログラム
「Introduction to Academic Word Lists」

「Japan and Nuclear Weapons: 
Three Questions」

N12 英語キャリア学部
（国際関係）

N13 外国語学部（アメリカ学） 「United( 合衆 ) States( 国 ) を unite( 統合 )
したのはメディアの力」

N14 外国語学部（スペイン語）「スペイン語での表現」

N15 英語国際学部（英語） 「Conversation Skills」

N16 英語国際学部（中国語） 「中国語 ～かなり珍しい言語～」

N17 英語国際学部（国際関係）「真の多様性とは？
今、国際関係論を学ぶことの意義」

N18 短期大学部（英語） 「セクション２（文法）から始める
ＴＯＥＦＬ対策」

N19 日本語教員養成課程 「世界の中の日本語」

N20 教員養成課程 「英語教員のための英語発音クリニック及び英
語 Visualizing（ビジュアライジング）指導法体験」

Super IES 

プ
ロ
グ
ラ
ム

12：20～12：40 13：20～13：40

12：20～12：40

12：20～12：40

13：20～13：40

13：20～13：40

13：20～13：40

13：20～14：10

14：20～14：40

14：20～14：40

14：20～14：40

14：20～14：40

12：50～13：10 13：50～14：10

15：20～15：40

15：20～15：40

15：20～15：40

13：50～14：10 14：50～15：10

14：50～15：10

12：50～13：10

12：50～13：10

12：50～13：10

13：50～14：10

13：50～14：10

14：50～15：10

14：50～15：10

12：45～13：15 13：45～14：15 14：55～15：25

12：45～13：15 13：45～14：15 14：55～15：25

12：45～13：15 13：45～14：15 14：55～15：25

関西外大の授業を体験しよう

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

N21

N22

１号館２階１２０９教室

１号館２階１２１０教室

１号館２階１２１２教室

１号館２階１２１１教室

１号館２階１２１３教室

１号館１階１１０２教室

１号館２階１２１４教室

円形ステージ

２号館１階 各教室

英語キャリア学部 英語キャリア学科

英語キャリア学部 英語キャリア学科
小学校教員コース

外国語学部 英米語学科

外国語学部 スペイン語学科

英語国際学部 英語国際学科

短期大学部生、および短期大学部から
関西外大に3年次編入学をした学生

N23

N24

N25

N26

N27

N28

N29

12：40～13：20 13：30～14：10 14：20～15：00 15：10～15：50

12：40～13：20 13：30～14：10 14：20～15：00 15：10～15：50

12：40～13：20 13：30～14：10 14：20～15：00 15：10～15：50

12：40～13：20 13：30～14：10 14：20～15：00 15：10～15：50

12：40～13：20

12：00～16：00（入退場自由）

13：30～14：10 14：20～15：00 15：10～15：50

13：00～15：00

～16：00

13：30～13：50 14：10～14：3012：50～13：10 14：50～15：10

関西外大の先輩と話そう・クラブ体験/文化体験をしよう

学生２人による各 10 分間
のプレゼンテーションの後、
20 分間座談会を行います。

学科での学びや留学経験
を紹介します。

個別ブースで自由に話せ
ます。

在
学
生
と
話
そ
う

中国文化体験

クラブ・サークル紹介

クラブ体験（文化博覧会）

高校 1 ～ 2 年生を主な対象とした中国文化体験で
す。中国の京劇を鑑賞し、お面を作ります。

クラブがダンスパフォーマンスを披露します。

文化系クラブが日頃の活動を披露します。教室を
回って、部活動やサークルを体感してください。

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

N30

N31

７号館１階７１０１・７１０２教室

７号館１階７１０３・７１０４教室

７号館１階７１０６教室

７号館１階  学生ラウンジ

入試関連

留学関連

教学、学生生活
キャリア関連

日本語教員になろう

N32

N33

12：00～16：00（入退場自由）

12：00～16：00（入退場自由）

12：00～16：00（入退場自由）

12：00～16：00（入退場自由）

関西外大をもっと知ろう

個
別
相
談

入試に関する質問に、本学スタッフ
が個別に対応します。
留学に関する質問に、本学スタッフ
が個別に対応します。
学部学科、学生生活、就職の質問に、
本学スタッフが個別に対応します。
日本語教員養成課程に関する質問に、
本学スタッフが個別に対応します。

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

N34

N35

主要施設一周

主要施設一周

歩いて見学する
キャンパスツアー
バスに乗って見学する
キャンパスツアー

12：00～15：00（随時案内）

①12：30～　②13：00～　③13：30～　④14：00～　⑤14：30～　⑥15：00～

関西外大のキャンパスを見学しよう
関西外大の先輩が約 30 分かけて、お勧めスポット
を案内します。
関西外大の先輩がバスガイドになり、約 15 分で
キャンパスの裏側まで案内します。

中宮キャンパス　タイムスケジュール



御殿山キャンパス・グローバルタウンに、関西外大の学生と留学生が「学」「食」「住」をともにする生活空間「GLOBAL COMMONS 
結 -YUI-」が誕生しました。ここは単に住むためだけの場所ではなく、共同生活を送りながら、世界のさまざまな価値観や文化への理
解を深め、国際感覚を身に付けていきます。

関西外大の学生と留学生が共同生活を送る

生活空間「GLOBAL COMMONS 結 -YUI-」
Ｇ９： GLOBAL COMMONS 結 -YUI-入居説明
Ｇ10 ： ＲＡプレゼンテーション
Ｇ11 ： ＲＡによる GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 見学＆座談会

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

G１ 学部・学科説明
ACADEMIC COMMONS
A１０３

ACADEMIC COMMONS
A１０４

ACADEMIC COMMONS
A１０３

G２ 留学プログラム説明

G３

各学部の特色などについて説明します。

奨学金説明

関西外大の多彩な留学プログラムについて
説明します。

奨学金制度について説明します。

14：25～14：45

14：50～15：10

15：15～15：35

関西外大を知ろう

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

ACADEMIC COMMONS
A１０４G４ 入試概要説明 2019 年度入試について説明します。 14：00～14：20

関西外大の入試を知ろう

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

G５

G６

Super IES プログラム説明 VILLA１１７

VILLA１１６

VILLA１１７

Super IES プログラムについて
本学スタッフが日本語で説明します。

G７

外国語学部（英語） 関西外大＆ノーステキサス大学 IESプログラム
「This kind of stress is useful in English」

外国語学部（英語） 関西外大＆アデレード大学 IESプログラム
「Using stress to sound more natural in English」

Super IES 

プ
ロ
グ
ラ
ム

13：50～14：10

14：15～14：45 15：15～15：45

14：15～14：45 15：15～15：45

関西外大の授業を体験しよう

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

G８

G９

VILLA１１３・１１４

LEARNING COMMONS１階
PRESENTATION ROOM 1

LEARNING COMMONS１階
PRESENTATION ROOM 1

留学帰国生と話そう

GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
入居説明

GLOBAL COMMONS 結
-YUI-

ＲＡによるGLOBAL COMMONS 
結 -YUI- 見学＆座談会

ＲＡ（レジデントアシスタント）
プレゼンテーションG10

G11

12：30～16：00（入退場自由）

13：00～13：20 14：00～14：20 15：00～15：20

13：25～13：45 14：25～14：45 15：25～15：45

13：00～16：00（随時案内）

留学帰国生と話そう/ GLOBAL COMMONS 結 -YUI-を知ろう
留学経験のある先輩が、個別ブースで留学
体験を話します。

ＲＡが GLOBAL COMMONS 結 -YUI- の入
居について説明します。

ＲＡが GLOBAL COMMONS 結 -YUI- を案
内します。座談会も行います。

入居者をサポートするＲＡが多文化共生型
の共同生活について話します。

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

G12

G13

入試関連

留学関連

教学関連G14

12：30～16：00（入退場自由）

12：30～16：00（入退場自由）

12：30～16：00（入退場自由）

関西外大をもっと知ろう

個
別
相
談

入試に関する質問に、本学スタッフ
が個別に対応します。

留学に関する質問に、本学スタッフ
が個別に対応します。

学部学科に関する質問に、本学ス
タッフが個別に対応します。

ACADEMIC COMMONS  A１０５
VILLA１１２

VILLA１１１

VILLA１０９・１１０

13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

G15 主要施設一周歩いて見学する
キャンパスツアー ①13：00～　②13：30～　③14：00～　④14：30～　⑤15：00～　⑥15：30～

関西外大のキャンパスを見学しよう
関西外大の先輩が約 30 分かけて、お勧めスポット
を楽しく案内します。

御殿山キャンパス・グローバルタウン　タイムスケジュール



国際交流センター

バスに乗って見学する
キャンパスツアー集合場所

N35

西門

正門

→　至 東門

厚生南館

厚生北館

インターナショナル・コミュニケーション・
センター（ICC）

歩いて見学する
キャンパスツアー集合場所

N34

入試業務課

本館正面の記念碑前が
オススメの写真スポット♪

バス停（枚方市駅行臨時バス）
京阪電車「枚方市」駅行きの
臨時バスが出ます。

厚生北館 北側 バス発着所
（キャンパス間往復無料送迎バス）

御殿山キャンパス・グローバルタウン
行きの無料送迎バスが出ます。

13時以降、中宮キャンパスに来
られた方は、入試業務課で資料
をお受け取りください。

オープンキャンパス本部

本館１F
●入試業務課

図書館学術情報センター
マルチメディアホール

教室棟 １号館

教室棟 ７号館

教室棟７号館１階 教室棟７号館２階教室棟１号館１階 教室棟１号館２階

教室棟７号館
N８～N20 体験授業

N30～N33 個別相談

教室棟１号館
N２～N６ 各種説明

N７ 入試対策

N27 中国文化体験

N21～N26 在学生と話そう

教室棟２号館
N29 クラブ体験（文化博覧会）

谷本記念講堂
オープニング

N6 入試概要説明

円形ステージ
N28クラブ・サークル紹介

マルチメディアホール
N１ 学部・学科説明

中宮：1号館、7号館、図書館学術情報センターの３カ所
御殿山：ENTRANCE GATE、CAFETERIA ２の２カ所

アンケートにお答えいただいた方全員に、関西外大のオリジナルグ
ッズをプレゼントします。スタンプラリーも行っていますので、ぜひ
ご参加ください。裏表紙がスタンプ台紙になっています。

また、提出場所には、「外大の水」（無料）をご用意しています。
ご自由にお取り下さい。

アンケート提出場所・スタンプラリー スタンプ設置場所

関西外大は、学内全面禁煙です。　　　　　　　ご理解とご協力をよろしくお願いします。

中宮キャンパス　キャンパスマップ



外国語学部（英語）

正門

TANIMOTO HALL 南側 バス発着所
（キャンパス間往復無料送迎バス）

中宮キャンパス行きの
無料送迎バスが出ます。

VILLA
114

VILLA
113

VILLA
116

VILLA
103

VILLA
117

ENTRANCE GATE

VILLA
115

AC
AD
EM
IC
 C
OM
M
ON
S

VILLA103
キャンパスツアー
集合場所

G15

G11 GLOBAL COMMONS 結 -YUI-
施設見学集合場所

ENTRANCE GATE

CAFETERIA 2

ACADEMIC COMMONS（教室棟）

A１０３　 G1
G3

学部・学科説明
奨学金説明

A１０４　 G2 
G4

留学プログラム説明
入試概要説明

A１０５ G12 個別相談（入試関連）

TANIMOTO HALL
（谷本ホール）

CAFÉ COMMONS
（カフェコモンズ）

VILLA（低層教室エリア ）芝生広場を囲む洋瓦の建物群

VILLA116
　

G7 Super IES プログラム 体験授業
関西外大＆アデレード大学 IESプログラム

VILLA117　 G5
G6

Super IES プログラム説明
Super IES プログラム 体験授業
関西外大＆ノーステキサス大学 IESプログ
ラム

VILLA109・110 G14 個別相談（教学関連）

VILLA111

VILLA112

G13 個別相談（留学関連）

個別相談（入試関連）G12

VILLA113・114 留学帰国生と話そうG8

GLOBAL COMMONS 結-YUI-

G11 GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
見学＆座談会

LEARNING COMMONS
（図書館学術情報センター）

1階
PRESENTATION
ROOM １　

G9 GLOBAL COMMONS 結-YUI-
入居説明
ＲＡプレゼンテーションG10

LEARNING COMMONS・４階の
CAFÉ INCONTROから見渡す
キャンパスは絶景！

INCONTRO=

イタリア語で「出会い」

芝生広場

芝生広場

関西外大は、学内全面禁煙です。　　　　　　　ご理解とご協力をよろしくお願いします。

御殿山キャンパス・グローバルタウン　キャンパスマップ



Pronunciation is an important part of language 
learning. The English sounds “L” and “R” can be 
confusing for Japanese students in both 
listening and speaking.

In this lesson, we will focus on how to 
pronounce each sound clearly. Then students 
will practice hearing the difference between 
“L” and “R” in words.  Finally, we will play a 
game to help students practice speaking and 
understanding the sounds correctly.

Decoding “L” and “R”
MARTINEZ, Laura E. 講師

７号館２階 ７２１０教室
英語キャリア学部（英語）

関西外大＆ノーステキサス大学
ＩＥＳプログラム

中宮

We stress certain words more when we want to 
focus meaning on a particular point we’ re 
trying to make. 

In this short Open Campus class, we will review 
some basic rules of using word stress to help 
communicate your ideas in English. We will do 
some choral repetition, and then you’ ll have a 
chance to apply the ideas to help you commu-
nicate more effectively in English.  Hopefully 
you’ ll see that this kind of stress is helpful in 
communication. Come join us and do some 
speaking and use word stress!

This kind of stress is useful in English
GRANT, Gillian 講師 

VILLA117
外国語学部（英語）

関西外大＆ノーステキサス大学
ＩＥＳプログラム

御殿山

There seems to be confusion among some 
learners of English about how to correctly use 
the adverb ‘ever,’ particularly in affirmative 
statements. A related problem is how to use 
follow-up questions to keep a conversation 
going. After an explanation of the correct 
uses of ‘ever,’ participants will engage with 
each other in a communicative activity to 
practice using ‘ever’ correctly and to extend a 
conversation by using follow-up questions. 
Have you ever wanted to know the correct 
usage of ‘ever’?  

Twenty minutes of ‘ever’
ARMSTRONG, Sybil J.  講師 

７号館２階 ７２０３教室
外国語学部（英語）

関西外大＆アラバマ大学
ＩＥＳプログラム

中宮

When you read an article or listen to a lecture, 
there might be many new words. How do you 
know which words are important words to 
learn? Is studying long lists of words an effec-
tive way to learn new academic vocabulary? 

This presentation will give you a brief introduc-
tion to Academic Word Lists and some tips on 
the best way to use them. We will discuss how 
to record new vocabulary, show you the best 
online vocabulary sites and do some interactive 
activities to help you remember and use new 
academic vocabulary. 

Introduction to Academic Word Lists
WATSON, Susan A. 講師 

７号館２階 ７２０４教室
外国語学部（英語）

関西外大＆
ウェスタンオーストラリア大学
ＩＥＳプログラム

中宮 VILLA116
外国語学部（英語）G７

One important part of learning a new language 
is pronunciation. In English, pronunciation is 
one area that many students find challenging. 
However, with some understanding of the prin-
ciples of stressed and unstressed words and 
syllables, you can begin to better understand 
English speakers when you are listening to 
them, and can also improve your own pronunci-
ation, making it easier for you to be understood 
by others. 

Join us for a short presentation and active prac-
tice of using stressed and unstressed words to 
sound more natural when speaking English.

講師　

Using Stress to Sound More Natural in English
PARKER, Gemma L. . 

御殿山

関西外大＆アデレード大学
ＩＥＳプログラム

Super IES プログラム
関西外大では、英語「を」学ぶ留学ではなく、英語「で」学ぶ留学を推奨しています。
この留学の実現に向け、英語教育の分野で定評のある4つの海外協定校と協働開
発したのが「Super IES プログラム」です。担当教員は協定大学や海外から招聘し
た教員で、英語を母語としない人に対する英語教育を専門としています。「Super 
IES プログラム」は、英語キャリア学部と外国語学部英米語学科で展開しています。

ウェスタンオーストラリア大学

アラバマ大学

ノーステキサス大学

アデレード大学

N20N９

G７N11

N10G６

Super IES プログラムの授業を体験しよう



英語教員をめざして、生徒の英語学習への
Intrinsic Motivation（内的動機付け）を喚起する
Methodの一端をこの講座で体験してみましょ
う。
　１つは英語発音クリニックです。リズミカルに、
さらにメトロノームを使った発音クリニックです。
短時間であなたの発音が変わります。もう１つは
Visualizing（ビジュアライジング）を意識しなが
ら英語の４技能５領域を高めていくMethodで
す。明日からのこれまでとは違った英語学習への
意欲が喚起されると思います。是非参加してくだ
さい。

西村 孝彦 教授  

※この体験授業は 13:20 ～ 14:10 の１回のみ行います。

英語教員のための英語発音クリニック及び英語
Visualizing（ビジュアライジング）指導法体験

小学校、中学校、高等学校の先生になりたい。
教員養成課程の体験授業です。

７号館２階 ７２１２教室
教員養成課程
中宮

クイズです。
Q：日本語の助詞、「は」と「が」はどのように使い
分けたらいいですか？
Q：日本語を母語とする人の数は、世界の言語の
中で何番目でしょうか？ 
皆さんは、このように自分たちが話す言語、日本語
を一つの外国語として考えてみたことがあるで
しょうか。外国人にとって、日本語とはどのような言
語なのでしょうか？　習得するのに難しい言語だ
と思いますか。やさしい言語だと思いますか。今日
は、日本語を外国語として学ぶ外国人学習者の視
点から日本語という言語を見直してみましょう。

髙屋敷 真人 准教授　 
世界の中の日本語

日本国内や海外で、外国人に日本語を教えたい。
日本語教員養成課程の体験授業です。

７号館１階 ７１０５教室
日本語教員養成課程
中宮

TOEFL（ITP）は、本学内の3年次編入や留学プロ
グラムの選考基準となる大切な英語の試験で
す。それぞれの選考に異なるスコアーが求められ
ていますが、3つのセクションからなるこのTOEFL
（ITP）でも、セクション２（文法）を攻略すること
が高得点を取る必須となります。
この体験授業では、実際の問題を使って、どのよ
うな問題が出題されるのか、それをどう攻略すれ
ば良いかを学んでいきます。高校までの文法学
習がカギであると気付いてもらえたら嬉しいで
す。

セクション２（文法）から始めるＴＯＥＦＬ対策
笠井 正隆  准教授

７号館２階 ７２１５教室
短期大学部（英語）
中宮

よく「日本は平和で安全な国だ」と言われますが、
何を基準にして「平和」「安全」と言えるのでしょう
か。日本に住む人々はみな、本当に平和と安全を
実感できているでしょうか。また、実感できている
として、そうした社会状況は誰のおかげなのでしょ
うか。国際関係論では、異なる様々な視点から日
本が置かれている環境を考え直してみます。世界
はすでにグローバル化しており、異なる文化・言
語・宗教への理解が乏しいままでは、日常的に支
障が出てくる時代になっていくでしょう。今求めら
れる真の多様性について一緒に考えましょう。

長谷川 晋  講師
真の多様性とは？
今、国際関係論を学ぶことの意義

７号館２階 ７２１３教室
英語国際学部（国際関係）
中宮

中国語を学習する際の最大のハードルは、漢字で
す。どの言語でも文字の初期形態は象形文字だっ
たのですが、漢字はそれを表意文字のままいまだ
に現役として使っているという世界で類を見ない
極めてユニークな文字です。中国人は漢字を、発
音を表すアルファベットのような表音文字に変化
させなかった訳です。そうすると一体何が起こる
でしょうか？
中国語は「漢字を使うから簡単」なのではなく、

「漢字を使うから難しい」のです。

中国語～かなり珍しい言語～
三輪 雅人 教授 

７号館２階 ７２１４教室
英語国際学部（中国語）
中宮

Students will work in pairs to practice answer-
ing questions with a reason and detail to 
support their answer.  Partners will then be 
challenged to ask “follow up” questions to 
extend the conversations.  This skill is useful in 
the classroom, daily life, and in the workplace - 
especially when interviewing for a job.

Conversation Skills
TUKE, Paul D. 講師

７号館２階 ７２１１教室
英語国際学部（英語）
中宮

Las lenguas sirven para comunicarse y reflejan 
la cultura de cada uno de los países en que se 
hablan.  Vamos a aprender sobre la vida 
cotidiana y las costumbres de los países de 
habla hispana a través de diálogos sencillos en 
español.
　言葉はコミュニケーションのためにあり、その
国の文化を反映しています。やさしいスペイン語
会話を通して、スペイン語圏の国々の生活と文化
を学びましょう。

スペイン語での表現
DI MARTINO Luigi 教授 

７号館２階 ７２０１教室
外国語学部（スペイン語）
中宮

絵画「アメリカの進歩」は西部開拓時代を描写し
たものです。そこでは巨大な女神が右手に書物、
左手に電信線を抱え西進していく様が描かれてい
ます。女神の後方には電信柱と鉄道建設の様子が
描かれ、後に全米に張り巡らされる情報・物流ネッ
トワークの出現を予感させます。事実、1859 年に
は大陸横断電信ネットワークが開通し、人々は遠く
離れた場所の情報を瞬時に入手できるようになり
ました。物理的な空間を超越するメディアの力が、
広大な土地に住むアメリカの人々を結び付けて
いったのです。

United( 合衆 ) States( 国 )をunite( 統合 )した
のはメディアの力

魚住 真司  准教授

７号館１階 ７１１０教室
外国語学部（アメリカ学）
中宮

The nuclear weapon is the single most lethal 
instrument of war that humans ever invented. It 
has had great impact on international politics 
and become part of modern warfare. Like it or 
not, we live with it. However, people of Japan, 
the only country that ever sustained its full 
force, have an obligation to seriously question 
its implications:  Can we use it if necessary; do 
we need it; is it good to spread it across the 
countries? This course will be an intellectual 
journey to find answers to these questions. 

Japan and Nuclear Weapons:
Three Questions

CHANG Booseung  教授

７号館２階 ７２０２教室
英語キャリア学部（国際関係）
中宮

N12

N14 N17 N20

N13 N19N16

N18N15

関西外大の授業を体験しよう



キャンパス間の移動は、無料送迎バスをご利用ください。

関西外大は学内全面禁煙です。ご理解とご協力をお願いします。

@kansaigaidaiうれしい情報をLINEでお届け！

+

両キャンパスのアンケート回収場所で
学生スタッフがスタンプを押します。

ドリカムマップイベント開催
中宮キャンパス 教室棟１号館１階１１０８教室前

みんなの夢や目標を書いて
ドリカムボードをいっぱいにしよう！

ドリカムボードは今年度のオープンキャンパスで毎回飾り
ます。今の夢や目標の達成度を、未来の自分がチェック！

図書館学術
情報センター教室棟７号館

ENTRANCE GATE

教室棟１号館
中宮

中宮
中宮

御殿山
CAFETERIA 2

御殿山

中宮キャンパスでスタンプを３コ集めて、
オリジナルグッズを1コプレゼント。

御殿山キャンパス・グローバルタウンで
スタンプを２コ集めて、
オリジナルグッズをさらに１コプレゼント。









●
有澤総合病院

●市立
ひらかた
病院

至 枚方市駅

御殿山
キャンパス・
グローバル

タウン
中宮キャンパス

中宮キャンパス
関西外大

バス停

市立ひらかた
病院前バス停

約5分 約3分

◎京阪電車「枚方市」駅からは、京阪バス「北3番、北4番」のりばより乗車

◎オープンキャンパス当日は、中宮キャンパスへの直行バスがあります。
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御殿山キャンパス・
グローバルタウン 中宮キャンパス

▶降車バス停
◎御殿山キャンパス・グローバルタウンへは「市立ひらかた病院前」バス停
　から北へ400m
◎中宮キャンパスへは「関西外大 中宮キャンパス」バス停下車すぐ

京阪電車「枚方市」駅から中宮キャンパス／御殿山キャンパス・グローバルタウンへのアクセス




