
【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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13:00 ～ 15:30 の間 

[中宮キャンパス] 発

厚生北館 北側
バス発着所
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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

石井 里奈（香川県立三木高等学校 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!』

鍛治 玖未（近畿大学附属和歌山高等学校 出身）
短期大学部 英米語学科１年
司会／ FBS 放送局

御殿山キャンパス・グローバルタウン
TANIMOTO HALL

11:00～11:45

Campus life
キャンパスライフを知ろう！

OPEN CAMPUS第　回２
2019年 6月 16日 日



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-」
Ｇ14 ： GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 説明
Ｇ15 ： GLOBAL COMMONS 結 -YUI- ツアー
Ｇ16 ： GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 座談会・ギャラリー

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

①12：00～　②12：30～　③13：00～　④13：30～　⑤14：00～　⑥14：30～　⑦15：00～　⑧15：30～
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。G22 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

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）

12：00～16：00（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。

VILLA212（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

就職

G17

G18

G19

G20

G21

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

12：15～12：45
TANIMOTO HALL

13：20～13：50
ACADEMIC COMMONS A102

15：15～15：45
ACADEMIC COMMONS A102

12：00～16：00（随時案内）

12：00～16：00（随時案内）

ACADEMIC COMMONS
１階 A102

TANIMOTO HALLGLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
説明G14

GLOBAL COMMONS 結 -YUI-
集合場所：VILLA117（１階 ）

GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
ツアーG15

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。

VILLA115（１階 ）GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
座談会・ギャラリーG16

レジデントアシスタントの学生が座談会
を行います。また、入居者が日々の生活を
撮影した写真を展示しています。

GLOBAL COMMONS 結 -YUI- について
説明します。

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

12：45～13：15 13：45～14：15 15：15～15：45

12：45～13：15 13：45～14：15 15：15～15：45

12：50～13：10

12：50～13：10

13：50～14：10

13：50～14：10

14：50～15：10

14：50～15：10

12：20～12：40

12：20～12：40

13：20～13：40

13：20～13：40

14：20～14：40

14：20～14：40

G８

G９

VILLA106（１階 ）

VILLA119（１階 ）

G11

G12

G13

Super IES
 

プ
ロ
グ
ラ
ム

ACADEMIC COMMONS
２階 A209

ACADEMIC COMMONS
２階 A208「多文化」化が進む日本社会

G10 ACADEMIC COMMONS
２階 A207

Japan and Nuclear Weapons: 
Three Questions

日本語教師の養成講義 日本語教師の仕事を体験してみよう ACADEMIC COMMONS
２階 A210

Conversation Skills

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

 特別英語
強化講義

（Super IES）

国際文化系講義
外国語学部

国際関係系講義
英語キャリア学部 英語キャリア学科

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

TANIMOTO HALLG７ 入試概要説明 2020 年度入試について説明します。 15：20～15：4011：50～12：10

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

13：20～13：40

15：20～15：4012：20～12：40

13：20～13：40

13：20～13：40

12：20～12：40

14：20～14：40

14：20～14：40

14：50～15：10

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
3 つの先進的な教育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

G５

G６

G３

ACADEMIC COMMONS
１階 A104

ACADEMIC COMMONS
１階 A103

ACADEMIC COMMONS
１階 A102

ACADEMIC COMMONS
１階 A104

ACADEMIC COMMONS
１階 A104

TANIMOTO HALL

12：30～13：10

13：50～14：10
関西外大の就職力について 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。

保護者対象説明 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。

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



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

13：00～16：00（随時案内）

①13：00～　②13：30～　③14：00～　④14：30～　⑤15：00～　⑥15：30～

N25

N26

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
キャンパスのすみずみまでご案内します。

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

12:45～16：00（入退場自由）

12:45～16：00（入退場自由）

12:45～16：00（入退場自由）

N22

N23

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
就職関連N24

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、クラブ体験をしよう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

13：50～14：10 14：40～15：0013：00～13：20

～16：00

15：20～15：40
N20 ７号館２階７２１１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。今回は中国の京劇鑑賞及びお
面制作です。

中国文化体験

N21 ２号館１階・２階 各教室
円形ステージ

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。

クラブ体験（文化博覧会）

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

12：45～16：00（入退場自由　個別ブースで自由に話せます。）

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

７号館２階７２１０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と、個別ブースで自由に話せます。

短期大学部の
先輩と話そう

N14

N15

７号館２階７２０５教室

７号館２階７２０６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

学
部
生
の
先
輩
と
話
そ
う

N16

N17

N18

N19

７号館２階７２０８教室

７号館２階７２０７教室

７号館２階７２０９教室

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

13：00～13：20 14：10～14：30

14：10～14：30

13：20～14：10

15：10～15：30

15：10～15：30

７号館２階７２１３教室
グローバル・キャリア系講義
英語国際学部 13：30～13：50

13：30～13：50

14：40～15：00 15：40～16：00

14：40～15：00 15：40～16：00

７号館２階７２１２教室
中国語
英語国際学部 13：00～13：20

７号館２階７２０４教室
英語
短期大学部

会社のマークから世界を考える

ようこそ中国語の世界へ

就職・進学に有利！
TOEIC テストミニ体験

13：00～13：30 14：00～14：30 15：00～15：30

13：00～13：30 14：00～14：30 15：00～15：30

N７

N８

７号館２階７２０２教室

７号館２階７２０３教室

７号館２階７２１５教室

N９

N10

N11

N12

N13 英語教員（小・中・高）の
養成講義

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
強化講義

（Super IES）

７号館２階７２１４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＆ウェスタンオーストラリア大学の
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

14：00～14：20

13：00～13：20
リスニング

14：50～15：10
リスニング

15：20～15：40
筆記試験

13：30～13：50
筆記試験

N６ 入試対策（英語） １号館２階１２１６教室

１号館１階１１１０教室N５ 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

15：10～15：30

13：35～13：55

14：35～14：55

15：40～16：00

N１ 学部・学科説明 １号館１階１１０５教室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

3 つの先進的な教育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

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 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。

中宮キャンパス　タイムスケジュール



Super IES プログラム
関西外大は英語「を」学ぶのではなく、英語「で」
学ぶ留学を推奨しています。この留学につなが
るプログラムが Super IES（Intensive English 
Studies） 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

One important  par t  o f  l ea rn ing  a  new 
language is pronunciation. In English, pronun-
ciation is one area that many students find 
challenging. However, with some understand-
ing of the principles 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 pronunciation, making it easier for you to 
be understood by others. 

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

Using stress to sound more natural in English
MCGUIGAN, Bernard 講師

VILLA119（１階）
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

G９
御殿山

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
ATKINSON, Antony J.  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＆ウェスタンオーストラリア大学
の協働開発プログラム

中宮
N８

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

TAYLOR, David P.  講師 

VILLA106（１階）
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

御殿山
G8

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 
note-taking, 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 note-taking 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.

Note-taking Skills: Numbers
GEARY, Shannon  講師

７号館２階 ７２０２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
N７

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 ７２１５教室
英語教員（小・中・高）の養成講義
中宮

N13

　「公園に友だちに会った。」
　これは日本語を勉強中の留学生が書いた文で
すが、ちょっと変ですね。みなさんなら、どう直し
て、どう説明しますか？
　さあ、日本語教師になったつもりで、ある留学
生が書いた日記を添削してみましょう。
　現在、世界中で１０万人の日本語教師が活躍
しています。とてもやりがいのある仕事です。日本
語教師になるには、どんな勉強をし、どんな力を
つける必要があるのでしょうか。この体験授業で
ヒントを見つけてください。

内藤　裕子 准教授 
日本語教師の仕事を体験してみよう

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 A210
日本語教師の養成講義
御殿山

G13

　皆さんは、TOEICをご存知でしょうか。就職や
進学などで、一定のスコアが条件や参考にされ
ることが多い、英語力の「モノサシ」なのです。
　そこで今回は、一例としてTOEICの超ミニ体験
（リスニング編）をしながら、「TOEICって？」「何
かテクニックとかはあるの？」などに迫ります。
　楽しみながら英語力を伸ばすために役立つ参
考情報もちょっとプラス。地味ながら情報は豊富
かも！

就職・進学に有利！ TOEICテストミニ体験
浅田　忠久 教授

７号館２階 ７２０４教室
英語 （短期大学部）
中宮

N12

　一時の「爆買い」ブームは下火にはなったもの
の、日本各地の観光地はもちろん、デパートやド
ラッグストア、レストランなど、いろいろなところで
中国人観光客の姿を見ることができます。ますま
す身近になってきている中国語は漢字を使ってい
るため、日本人には学びやすい言語です。そんな
中国語とはどんな言語なのかを一緒に見てみま
しょう。
　中国語ができる人材は広く求められています。
中国語版ＴＯＥＦＬとも言われるＨＳＫの受験
者も激増しています。英語と中国語ができれば就
職にも大いに役立ちます。

ようこそ中国語の世界へ
中村　俊弘  教授

７号館２階 ７２１２教室
中国語 （英語国際学部）
中宮

N10

Students will practice conversation skills by 
working in pairs and asking and answering 
questions.  They will learn the importance of 
answering the questions directly then support-
ing their ideas with reasons (using because) 
and details (using phrases like such as and for 
example).  Students will also practice asking 
follow-up questions to show the importance of 
listening and reacting to information from 
their partner.  These skills are essential when 
speaking in the classroom, in daily life 
situations, and even in job interviews. 

Conversation Skills
TUKE, Paul D.  講師

ACADEMIC COMMONS 2階 A209
英語 （英語国際学部）
御殿山

G12

　関西外国語大学卒業生の多くは、授業や留学な
どを通じて身につけた語学力や知識・経験を活か
して国際ビジネスの舞台で活躍しています。会社
はその足場であり、多くの人にとって人生の長い
時間を過ごす場所です。しかし、激しく変化する世
界の動きにつれて、会社も、その在り方や仕組み
が大きく変化しています。
　この体験講義では、皆さんもよく知っている「会
社のマーク」に隠された意味や歴史を手がかり
に、世界を股にかけて活躍する会社が、今、何を考
え、どのように変わろうとしているのか考えます。

北尾　信夫  准教授
会社のマークから世界を考える

７号館２階 ７２１３教室
グローバル・キャリア系講義 （英語国際学部）
中宮

N11

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
ASIAIN Aurelio 教授 

７号館２階 ７２１４教室
スペイン語 （外国語学部 スペイン語学科）
中宮

N９

　この教室では「社会学Ⅰ」および「社会学Ⅱ」で
扱うテーマの一部をご紹介します。
　「社会学」とは文字通り、社会で起こる様々な現
象や問題について研究・考察する学問です。今回
の体験授業では「インバウンド」と呼ばれる訪日外
国人観光客の増加に代表される、日本社会の国際
化（あるいは「多文化」化）の進行と、今後の課題に
ついて検討したいと思います。
　皆さんは、外国人観光客の増加以外に、どんな
ことが起こっていると思いますか？

「多文化」化が進む日本社会
松田　健 教授

ACADEMIC COMMONS 2階 A208
国際文化系講義 （外国語学部 ）
御殿山

G11

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 obliga-
tion 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

ACADEMIC COMMONS 2階 A207
国際関係系講義 （英語キャリア学部 英語キャリア学科）
御殿山

G10

関西外大の授業を体験しよう
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御殿山キャンパス・グローバルタウン INFORMATION CENTER

ドリカムマップイベント






TANIMOTO HALL
（谷本ホール）

G１
G７
G14

オープニング
学部・学科説明
入試概要説明
GLOBAL COMMONS 結
 -YUI- 説明（12:15～12:45）

GLOBAL COMMONS 結 -YUI-
G15 GLOBAL COMMONS 結 -YUI-ツアー

芝生広場

芝生広場 芝生広場

[御殿山キャンパス・
グローバルタウン]発

TANIMOTO HALL 
南側 バス発着所

キャンパス間往復
無料送迎バス

VILLA103（１階 ）
歩いて見学するキャンパスツアー
集合場所

G22

INFORMATION CENTER

VILLA117（１階 ）
GLOBAL COMMONS 結 -YUI-ツアー
集合場所

G15

ENTRANCE GATE
正門

CAFETERIA 2
（カフェテリア 2）

LEARNING COMMONS
（図書館学術情報センター）

ACADEMIC COMMONS
（教室棟 ）

GLOBAL COMMONS 結
 -YUI- 説明（13:20～13:50、
15:15～15:45）

G２～G６
G10～G13
G14

各種説明
体験授業

VILLA（低層教室エリア ）
芝生広場を囲む洋瓦の建物群

G８、G９

G17～G21

G16

体験授業

個別相談

GLOBAL COMMONS 結
 -YUI- 座談会・ギャラリー

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

４

３ ２

１

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

楽しいイベントも実施しています。　　　　　詳細は裏面をご覧ください。



食堂・売店のご案内

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

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

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）

中
宮
キ
ャ
ン
パ
ス

CAFETERIA
CAFÉ COMMONS 北隣１階
CAFÉ COMMONS１階
芝生広場西側
LEARNING COMMONS４階

10：00～16：00
09：00～18：00
09：00～16：00
10：00～16：00
10：30～16：00

CAFETERIA２
セブン-イレブン AIM
スターバックス
丸善
CAFÉ INCONTRO

御
殿
山
キ
ャ
ン
パ
ス・

グ
ロ
ー
バ
ル
タ
ウ
ン

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 教室棟７号館２階教室棟１号館２階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

N26

正門

歩いて見学する
キャンパスツアー集合場所

N25

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

入試広報企画部

教室棟 ７号館

教室棟７号館
N７～N13
N14～N19
N20
N22～N24

体験授業
先輩と話そう
文化体験
個別相談

教室棟 １号館

教室棟１号館
N１～N５
N６

各種説明
入試対策（英語）

図書館学術情報センター

国際交流センター

谷本記念講堂

枚方市駅行
臨時バス発着所

厚生北館 本館

厚生南館

ＩＣＣ

厚生北館 北側 
バス発着所

[中宮キャンパス] 発

キャンパス間往復
無料送迎バス 教室棟２号館

N21 クラブ体験
（文化博覧会）

円形ステージ
N21 クラブ体験

（文化博覧会）

１

３

２

３２１４３２１

『フォトジェニックな外大生活』イベント
フォトジェニックでオリジナルグッズをゲットしよう！

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

楽しいイベントも実施しています。　　　　　詳細は裏面をご覧ください。



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！

●
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

枚方市駅行き停留所
市立ひらかた病院前

臨時バス停留所
キャンパス内から 枚方市駅行き

関西外大中宮キャンパス
枚方市駅行き停留所

12:30 ～ 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

13:00 ～ 15:30 の間 

厚生北館 北側
バス発着所

[中宮キャンパス] 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。

※中宮キャンパスではキャンパス内に、枚方市駅直行の臨時バス停留所があります。

約5分 約3分

枚
方
市
駅
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口

禁
野
口

中
宮
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宅
前

市
立
ひ
ら
か
た
病
院
前

関
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大 

中
宮
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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

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！

御殿山キャンパス・グローバルタウン INFORMATION CENTER

ドリカムマップイベント






教室棟７号館入口
中宮キャンパス

ENTRANCE GATE
御殿山キャンパス・グローバルタウンスマホをお持ちでない方には、スタンプラリーを

実施しています。右の2か所でスタンプを集めた方
に、オリジナルグッズをプレゼント！

チェック欄 中宮 御殿山

３
２

１

４

ENRANCE GATE

♯エントランスの水盤
♯青いタイルがきれい１

♯芝生広場
♯憩いの場２

♯芝生広場を囲む回廊
♯柱の間にベンチ３

♯LEARNING COMMONS
♯4階テラスから全景４

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！

教室棟7号館

３

２

１

♯円形広場
♯5色の柱

３

♯1号館1階 1109教室
♯飛行機の客室を再現２

♯モニュメント前
♯記念撮影１

『フォトジェニックな外大生活』イベント
フォトジェニックでオリジナルグッズをゲットしよう！

関西外大の先輩が両キャンパスで、フォトジェニックなスポットを
ピックアップ。ひとつのキャンパスで、2カ所以上撮影しよう。

達成した方に、オリジナルグッズをプレゼントします。

オリジナルグッズは、両キャンパスの
アンケート回収場所でお渡しします。
学生スタッフに写真をご提示ください。

御殿山キャンパス・グローバルタウン／中宮キャンパスから、京阪電車「枚方市」駅への行き方


