
【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、キャンパスマップでご確認ください。
◆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

12

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
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所要時間：約10分

オープニング

中井 花江（大阪府立豊中高等学校出身）

英語キャリア学部 英語キャリア学科４年

● 在学生のメッセージ
● 大学紹介DVD上映『GO FOR it!』

吉田 かほる（和歌山市立和歌山高等学校出身）
外国語学部 英米語学科２年

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

Global Experience
グローバルキャンパス体験！

OPEN CAMPUS第　回１
2019年 5月 12日 日



関西外大のキャンパスを見学しよう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

12：00～15：00（随時案内）

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

N24

N25

主要施設一周
集合場所：国際交流センター前

主要施設一周
集合場所：谷本記念講堂南側

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

学生スタッフが約 30 分かけて、お勧めスポッ
トを案内します。

学生スタッフ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。

関西外大をもっと知ろう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

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）

N21

N22

７号館１階７１０１・７１０２教室

７号館１階７１０３・７１０４教室

７号館１階  学生ラウンジ

入試関連

留学関連

学部・学科、学生生活
キャリア関連N23

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、就職に
関する質問に、本学スタッフが
個別に対応します。

個
別
相
談

文化体験をしよう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

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

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

N19

N20

７号館１階７１０５教室

７号館１階７１０９教室

中国文化を紹介し、その文化を体験してもらう
イベントです。今回は中国の茶文化体験です。

フラメンコ部 Anda Jaleo によるスペイン文化
体験です。

中国文化体験

スペイン文化体験

関西外大の先輩と話そう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

12：00～16：00（入退場自由　個別ブースで自由に話せます。）N18 ７号館１階７１１０教室短期大学部生、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在学生と話そう

関西外大の授業を体験しよう　詳しい講義概要は裏面をご覧ください 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

12：20～12：40 13：20～13：40

13：20～14：10

14：20～14：40

７号館２階７２１１教室グローバル・キャリア系講義
英語国際学部 13：20～13：40 14：20～14：4012：20～12：40

12：50～13：10 13：50～14：10 14：50～15：10

７号館２階７２１２教室中国語
英語国際学部 12：50～13：10 13：50～14：10 14：50～15：10

７号館２階７２１３教室
英語
短期大学部

セブン－イレブン・ジャパンの
ビジネスシステム

中国語～かなり珍しい言語～

TOEIC 文法問題にチャレンジ！
12：20～12：40 13：20～13：40 14：20～14：40

12：45～13：15 13：45～14：15 15：15～15：45

12：45～13：15 13：45～14：15 15：15～15：45

12：45～13：15 13：45～14：15 15：15～15：45

N９

N10

７号館２階７２０１教室

７号館２階７２０２教室

７号館２階７２０４教室

７号館２階７２０９教室

N11 ７号館２階７２０３教室

N12

N13

国際関係系講義
英語キャリア学部 英語キャリア学科

N14

N15

N16

N17 英語教員（小・中・高）の
養成講義

Bargaining and Conflict: Strategic 
Theories of War

英語教員のための発音クリニック及び
情報の視覚化による英語指導法の体験

 特別英語
集中講義

（Super IES）

７号館２階７２１０教室スペイン語
外国語学部 スペイン語学科 スペイン語での表現

英語キャリア学部 
英語キャリア学科

関西外大＆ノーステキサス大学の
協働開発プログラム

外国語学部
英米語学科

関西外大＆アラバマ大学の
協働開発プログラム

外国語学部
英米語学科

関西外大＆アデレード大学の
協働開発プログラム

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

15：20～15：40
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

14：50～15：10
リスニング

15：20～15：40
筆記試験

13：20～13：40
筆記試験

N８ 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N７ 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。

2020 年度入試について説明します。

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

12：20～12：40 13：20～13：40

12：20～12：40 15：20～15：40

12：30～13：10

12：20～12：40 13：20～13：40

13：20～13：40 14：20～14：40

13：50～14：10 14：50～15：10

N１ 学部・学科説明 マルチメディアホール各学部の特色などについて説明します。

N２ 本学独自の
プログラム説明 １号館２階１２０７教室

本学独自の取り組みとなる３つのプログラムについて説
明します。
・Super IES プログラム
・関西外大流グローバル人材育成プログラム
・サービス・ホスピタリティ業界のリーダー育成プログラム

N６ 関西外大の就職力について １号館２階１２０７教室
関西外大生の就職に関する強みと採
用の現状について説明します。

N５ 奨学金説明 １号館２階１２０７教室奨学金制度について説明します。

N３ 留学プログラム説明 １号館１階１１０５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。

N４ 保護者対象説明 １号館１階１１１０教室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。

中宮キャンパス　タイムスケジュール



生活空間「GLOBAL COMMONS 結 -YUI-」は、単に住む
ためだけの場所ではありません。関西外大の学生と留学
生が「学」「食」「住」をともにすることで、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
けていく場所です。

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-」
Ｇ17 ： GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 入居説明
Ｇ18 ： GLOBAL COMMONS 結 -YUI- ツアー

関西外大のキャンパスを見学しよう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

①13：00～　②13：30～　③14：00～　④14：30～　⑤15：00～　⑥15：30～
学生スタッフが約 30 分かけて、お勧めスポッ
トを案内します。G24 主要施設一周

集合場所：VILLA103（１階 ）
歩いて見学する
キャンパスツアー

関西外大をもっと知ろう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

13：00～16：00（入退場自由）

13：00～16：00（入退場自由）

13：00～16：00（入退場自由）

13：00～16：00（入退場自由）

13：00～16：00（入退場自由）

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。

VILLA211、212（２階 ）

VILLA209、210（２階 ）

VILLA111、112（１階 ）

学生生活に関する質問に、本学ス
タッフが個別に対応します。
就職に関する質問に、本学スタッフが
個別に対応します。

VILLA110（１階 ）

VILLA109（１階 ）

入試関連

留学関連

学部・学科関連

学生生活

キャリア

G19

G20

G21

G22

G23

GLOBAL COMMONS 結 -YUI-を知ろう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

13：00～13：30 14：00～14：30 15：15～15：45

13：00～16：00（随時案内）

TANIMOTO HALLGLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
入居説明G17

GLOBAL COMMONS 結 -YUI-
集合場所：VILLA118（１階 ）

GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
ツアーG18

入居者の生活をサポートするレジデントア
シスタントの学生が GLOBAL COMMONS 
結 -YUI- を案内します。

GLOBAL COMMONS 結 -YUI- の入居につ
いて説明します。

関西外大の留学生・先輩と話そう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

13：00～16：00（入退場自由）

14：10～14：50 15：10～15：50

13：00～13：40 14：10～14：50 15：10～15：50

13：00～13：40 14：10～14：50 15：10～15：50

13：00～13：40

13：00～13：40 14：10～14：50 15：10～15：50

13：00～13：40 14：10～14：50 15：10～15：50

G12

G13

VILLA204（２階 ）

VILLA207（２階 ）

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

外国人留学生と、留学生の出身国や留学生活
など、英語で楽しく話してみませんか。外国人留学生と話そう

在
学
生
と
話
そ
う

VILLA106（１階 ）G11

G14

G15

G16

VILLA208（２階 ）

VILLA205（２階 ）

VILLA206（２階 ）

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

学生によるプレゼンテー
ションの後、座談会を行
います。

学科での学びや留学体
験を話します。

関西外大の授業を体験しよう　詳しい講義概要は裏面をご覧ください 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

13：00～13：30 14：00～14：30 15：00～15：30

13：00～13：30 14：00～14：30 15：00～15：30

13：00～13：20 14：10～14：30 15：10～15：30

14：35～14：55 15：40～16：0013：35～13：55

13：35～13：55 14：35～14：55 15：40～16：00

G６

G７

ACADEMIC COMMONS
１階 A102

ACADEMIC COMMONS
１階 A101

G８

G９

G10

Super IES
 

プ
ロ
グ
ラ
ム

ACADEMIC COMMONS
２階 A208

ACADEMIC COMMONS
２階 A207合衆国を統合したのはメディアの力

日本語教師の養成講義 日本語を教えることからのヒント ACADEMIC COMMONS
２階 A209

Communicating in English

英語キャリア学部 
英語キャリア学科

関西外大＆ノーステキサス大学の
協働開発プログラム

外国語学部
英米語学科

関西外大＆ウェスタンオーストラリア大学の
協働開発プログラム

 特別英語
集中講義

（Super IES）

国際文化系講義
外国語学部

英語
英語国際学部

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

14：00～14：20
ACADEMIC COMMONS
１階 A103G５ 入試概要説明 2020 年度入試について説明します。

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

15：10～15：30

13：35～13：55

14：35～14：55

15：40～16：00

留学プログラム説明

奨学金説明

G１ 学部・学科説明 各学部の特色などについて説明します。

G２ 本学独自のプロラム説明

本学独自の取り組みとなる３つのプログラムについ
て説明します。
・Super IES プログラム
・関西外大流グローバル人材育成プログラム
・サービス・ホスピタリティ業界のリーダー育成プログラム

奨学金制度について説明します。

関西外大の多彩な留学プログラムに
ついて説明します。

G４

G３

ACADEMIC COMMONS
１階 A104

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



第１食堂
第３食堂
アマーク・ド・パラディ ICC
セブン-イレブンAIM
スターバックス
マクドナルド
丸善
アークスリー（不動産部）
CAFETERIA２
セブン-イレブン AIM
スターバックス
丸善
CAFÉ INCONTRO

中
宮
キ
ャ
ン
パ
ス

御
殿
山
キ
ャ
ン
パ
ス・

グ
ロ
ー
バ
ル
タ
ウ
ン

10：00～16：00
10：00～16：00
11：00～21：30（l.o.）
08：30～17：00
09：00～16：00
10：00～16：00
10：00～15：00
10：00～15：00
11：30～16：00
09：00～18：00
10：00～17：00
11：00～16：00
11：30～16：00

厚生北館１階
厚生南館
ICC１階
厚生北館２階
１号館１階
厚生北館１階
厚生北館３階
厚生北館２階
CAFETERIA
CAFÉ COMMONS 北隣１階
CAFÉ COMMONS１階
芝生広場西側
LEARNING COMMONS４階

食堂・売店のご案内

教室棟７号館２階教室棟１号館２階教室棟１号館１階 教室棟７号館１階

バスに乗って見学する
キャンパスツアー集合場所

N25

正門

歩いて見学する
キャンパスツアー集合場所

N24

入試広報企画部

キャンパス間往復
無料送迎バス

厚生北館 北側 
バス発着所

本館正面の記念碑前が
オススメの写真スポット

13時以降、中宮キャンパスに来られた
方は、入試広報企画部で資料をお受け
取りください。

●入試広報企画部本館１F

オープンキャンパス本部

教室棟 ７号館

教室棟７号館
N９～N17
N18
N19、N20
N21～N23

体験授業
在学生と話そう
文化体験
個別相談

教室棟 １号館

教室棟１号館
N２～N７
N８

各種説明
入試対策（英語）

図書館学術情報センター
マルチメディアホール

マルチメディアホール
N１ 学部・学科説明

谷本記念講堂

N７
オープニング
入試概要説明

厚生北館

国際交流センター
本館

厚生南館

ＩＣＣ

枚方市駅行
臨時バス発着所

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。
次回オープンキャンパスに来た時、夢や目標の達成度をチェックしよう！

ドリカムマップイベント開催
教室棟１号館 エントランスホール









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
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VILLA
113 A210 A211

TANIMOTO HALL
（谷本ホール）

G17 GLOBAL COMMONS 結-YUI-
入居説明

LEARNING COMMONS４階のCAFÉ INCONTRO（イタリア語で「出会い」）
からはキャンパスが一望できます！

LEARNING COMMONS
（図書館学術情報センター）

芝生広場

芝生広場 芝生広場

VILLA103（１階 ）
歩いて見学するキャンパスツアー
集合場所

G24

VILLA118（１階 ）
GLOBAL COMMONS 結 -YUI-ツアー
集合場所

G18

ENTRANCE GATE

VILLA（低層教室エリア ）
芝生広場を囲む洋瓦の建物群

G11
G12～G16
G19～G23

外国人留学生と話そう
在学生と話そう
個別相談

ACADEMIC COMMONS
（教室棟 ）

G１～G５
G６～G10

各種説明
体験授業

GLOBAL COMMONS 結 -YUI-
G18 GLOBAL COMMONS 結 -YUI-ツアー

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

CAFETERIA 2
（カフェテリア 2）

CAFÉ COMMONS
（カフェコモンズ）

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

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。

また、提出場所では、「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

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



特別英語集中講義　Super IES プログラム
「Super IES プログラム」は、関西外大が推奨す
る、英語「を」学ぶのではなく、英語「で」学ぶ留
学につながるプログラムです。

英語キャリア学部英語キャリア学科と外国語学
部英米語学科で実施しているプログラムで、英
語教育の分野で定評のある４つの海外協定大
学と協働開発。それぞれの大学に英語留学をし
た場合と同レベルの授業を展開しています。授
業はすべて英語で行われ、英語力を伸ばすこと
はもちろん、海外留学に必要なアカデミックス
キルも身に付けます。

アラバマ大学 アデレード大学ノーステキサス大学 ウェスタンオーストラリア大学

Studying at university brings a new set of 
responsibilities. In addition to the normal aca-
demic aspects like classes, study, and exams, 
you must also keep organised with club activi-
ties, part-time work, and more. Learning how 
to manage all of these activities is a challenge, 
but is a necessary skill for success in university 
and beyond.  The more you develop this skill, 
the more you will complete quality work and 
reduce your stress. 

Join us for a short presentation and active 
practice in using 3 strategies to manage time 
and succeed.

Three Strategies for Successful Time Manage-
ment

KIGER, Jason R. 講師

７号館２階 ７２０３教室
英語 （外国語学部 英米語学科）

関西外大＆アデレード大学の
協働開発プログラム

N11
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 
effective way to learn new academic vocabu-
lary?

This presentation will give you a brief 
introduction 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 vocabu-
lary. 

Introduction to Academic Word Lists
HENDY, Kenneth J. 講師 

ACADEMIC COMMONS １階 A101
英語 （外国語学部 英米語学科）

関西外大＆ウェスタンオーストラリア大学
の協働開発プログラム

御殿山
G７

Working in groups is a common way of study-
ing at Kansai Gaidai and abroad.  It is very 
important to form opinions and to express 
them clearly.  Students find it easy to express 
themselves when they agree with another 
student, but what about when they disagree?  

In this class, you will learn to express opinions, 
agree, and disagree in a polite manner while 
working in a group.  You will also learn which 
phrases are used in formal and informal situa-
tions.  Come and join the conversation!

Group Discussions: How to Express Opinions, 
Agree, and Disagree

LI, Demetria E.  講師 

７号館２階 ７２０２教室
英語 （外国語学部 英米語学科）

関西外大＆アラバマ大学の
協働開発プログラム

中宮
N10

Pronunciation is an important part of language 
learning. The English sounds “L” and “R” can be 
confusing for 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 practice 
speaking and listening to these sounds to help 
students acquire the ability to say and hear the 
sounds “L” and “R” correctly.

Decoding “L” and “R”
ISAACS, David 講師

ACADEMIC COMMONS １階 A102
英語（英語キャリア学部 英語キャリア学科）

関西外大＆ノーステキサス大学の
協働開発プログラム

御殿山
G6

Knowing how to take good notes is an import-
ant skill for university students. Good notes 
help them to remember the lectures they 
attended and study for tests. One aspect of 
notetaking, correctly hearing and writing 
down numbers, is especially difficult for 
non-native speakers of English. 

In this lesson, we will focus on listening, speak-
ing, and notetaking with numbers. We will 
learn ways to tell the difference between ‒teen 
and ‒ty in both speaking and listening.  We will 
also practice with large numbers.

Notetaking Skills: Numbers
HEIDLER, Linda E.  講師

７号館２階 ７２０１教室
英語（英語キャリア学部 英語キャリア学科）

関西外大＆ノーステキサス大学の
協働開発プログラム

中宮
N９

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いただ
こうと考えております。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。

英語教員のための発音クリニック及び
情報の視覚化による英語指導法の体験

対象学部  | 英語キャリア学部、外国語学部
英語国際学部、短期大学部

７号館２階 ７２０９教室
英語教員（小・中・高）の養成講義
中宮

N17

関西外大には、海外から日本語を勉強しにきてい
る留学生が毎年約 700 名いますが、キャンパス
ではこの留学生とともに学び・交流する時に、日
本語を母語としない人とどのようにコミュニケー
ションしたらいいのかを改めて考えることがある
かもしれません。そんな時、日本語教育の知識が
役に立ちます。これからの日本は、外国にルーツ
を持つ人、日本語を母語としない人たちが増えて
いきそうですが、普段の生活や仕事においても、
日本語教育がヒントとなるでしょう。体験授業で
は、日本語教師の仕事、日本語の教え方について
お話しします。

倉沢　郁子 講師 
日本語を教えることからのヒント

対象学部  | 英語キャリア学部 英語キャリア学科
外国語学部、英語国際学部　

ACADEMIC COMMONS 2階 A209
日本語教師の養成講義
御殿山

G10

皆さんは「TOEIC」とはどんな試験かご存知で
しょうか。企業が採用時に皆さんの実用的な英
語力を判断するときに最も重視する試験です。し
たがって、問題内容も、ビジネスに関連する内容
が多いのが特色です。一見、とっつきにくく難解
そうに見えますが、特に文法問題は、皆さんが中
学3年までに習った文法の知識で十分に解ける
ものがかなりあります。
　そこで、この体験授業では、皆さんに「TOEIC」
の文法問題に挑戦して頂きます。その中で、中学
英文法で解ける問題があることを実感して、
「TOEIC」に親近感を持って頂けたらと考えてい
ます。

TOEIC 文法問題にチャレンジ！
柊元　弘文 教授

７号館２階 ７２１３教室
英語 （短期大学部）
中宮

N16

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 ７２１２教室
中国語 （英語国際学部）
中宮

N14

In this lesson, students will practice asking 
questions in English and then they will have an 
opportunity to get to know some of the other 
students in the class by asking these questions 
and talking in English.  Students will also be 
able to ask the teacher questions, if they want 
to.  You can participate in this lesson even if 
you do not feel confident about your English 
speaking ability.

Communicating in English
WEBB James 教授

ACADEMIC COMMONS 2階 A208
英語 （英語国際学部）
御殿山

G9

この体験授業では、経営学を通じて社会科学の特
徴を考えます。経営学は企業活動を研究する領域
です。そこでこの体験授業では、セブン－イレブン
という企業を取り上げたいと思います。具体的に
は、セブン－イレブンはなぜ好業績なのか、セブ
ン－イレブンはなぜ特定の地域で集中的に出店
するのか、という問いをそのビジネスのメカニズ
ムから考察します。このことから、社会科学系の科
目で提供される理論、あるいは思考の方法とはど
のようなことか、さらには何の役に立つのか、その
一端を考えたいと思います。

大谷　泰斗 講師
セブン－イレブン・ジャパンのビジネスシステム

７号館２階 ７２１１教室
グローバル・キャリア系講義 （英語国際学部）
中宮

N15

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
LETELIER B., Maria Paula 准教授 

７号館２階 ７２１０教室
スペイン語 （外国語学部 スペイン語学科）
中宮

N13

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

ACADEMIC COMMONS 2階 A207
国際文化系講義 （外国語学部 ）
御殿山

G8

Wars are some of the most dramatic, risky, and 
costly events that states and societies can 
engage in and go through. Because of those 
risks and uncertainty, wars are incredibly rare 
and un-probabilistic, in terms of the occasions 
that war could have occurred, but were solved 
short of all out conflict. Despite that empirical 
fact however, wars do unfortunately occur. 

This mini-lecture will explain those findings and 
provide a framework for understanding the 
current sources and predictions of international 
conflict.

Bargaining and Conflict: Strategic Theories of 
War

PORTEUX, Jonson Nathaniel 講師

７号館２階 ７２０４教室
国際関係系講義 （英語キャリア学部 英語キャリア学科）
中宮

N12

関西外大の授業を体験しよう



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！

● 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

市立ひらかた病院前

関西外大中宮キャンパス

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

キャンパス間の移動は、無料送迎バスをご利用ください。

◎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。

約5分 約3分

枚
方
市
駅
北
口

禁
野
口

中
宮
住
宅
前

市
立
ひ
ら
か
た
病
院
前

関
西
外
大 

中
宮
キ
ャ
ン
パ
ス

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

教室棟１号館入口
中宮キャンパス

教室棟７号館入口
中宮キャンパス

CAFÉ INCONTRO
LEARNING COMMONS 4階

御殿山キャンパス・グローバルタウン
 A206
ACADEMIC COMMONS 2階

御殿山キャンパス・グローバルタウン

ENTRANCE GATE
御殿山キャンパス・グローバルタウン

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。
次回オープンキャンパスに来た時、夢や目標の達
成度をチェックしよう！

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 エントランスホール















両キャンパスで、学生スタッフが
スタンプを押します。

スタンプを全て集めた方に、
オリジナルグッズをプレゼント！

チェック欄

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




