
【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

OPEN CAMPUS第　回７
2019年 12月 21日 土

一般入試対策講座 開催 

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 
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所要時間：約5分

オープニング

菱田 早紀
外国語学部 スペイン語学科４年

（春日丘高等学校 [ 愛知 ] 
  現・中部大学春日丘高等学校出身）

● 在学生のメッセージ
● 大学紹介DVD上映『GO FOR it!』

鍜治 玖未（近畿大学附属和歌山高等学校 [ 和歌山 ] 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

ベストをつくそう！

Your Future



フォロワー
1,650人突破

kgu_yuikgu_yui

Instagramでも「結」のリアルな生活を発信中！
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-」

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

関西外大通信
No.299

G16

YUI での生活を入居者が紹介しています。
外大祭やフィールドワークなどのイベント
や、入居者に聞くYUI の魅力を掲載してい
ます。

「GLOBAL COMMONS 結 -YUI-」は、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。

ACADEMIC COMMONS
１階 A108
VILLA109、110（１階 ）

VILLA111（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。

VILLA112（１階 ）

ACADEMIC COMMONS
１階 A105

入試関連

留学関連

学部・学科関連

学生生活関連

就職関連

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

12：30～13：00 13：20～13：50 14：20～14：50

12：00～16：00（随時案内）

12：00～16：00（入退場自由）

ACADEMIC COMMONS
１階 A102

GLOBAL 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／学修成果を知ろう 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 14：45～15：15

12：20～12：40

12：20～12：40

13：20～13：40

13：20～13：40

14：20～14：40

14：20～14：40

12：50～13：10

12：50～13：10

13：50～14：10

13：50～14：10

14：50～15：10

14：50～15：10

G９

G10

VILLA106（１階 ）

G12

G13 VILLA108（１階 ）

VILLA104（１階 ）

「日本語を教える」ということ

G11

Conversation Skills

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
Introduction to Academic Word Lists

G８ TANIMOTO HALL
英語キャリア学科４年生が４年間の学びの集大
成を発表します。質疑応答を含む 15 分のプレゼ
ンテーションを 11 組が行います。

VILLA107（１階 ）What Kind of Person Do You Want 
To Be?

Moral Dilemmas: Making Tough 
Choices VILLA105（１階 ）

開会式13:00、プレゼンテーション 13：05～16:00、講評・審査結果発表16:05～16:20
13：00～16：20（入退場自由）

英語
英語国際学部

国際文化系講義
外国語学部

日本語教師の養成講義

Super IES プログラム
外国語学部 英米語学科

学修成果発表会
英語キャリア学部 英語キャリア学科

キャリアデザイン
英語キャリア学部 英語キャリア学科

関西外大のキャリアを知ろう 13:00 13:30 14:00 14:30 16:0015:00 15:3012:00 12:3011:45

13：50～14：10 14：50～15：10G７ 関西外大の就職力について ACADEMIC COMMONS
１階 A101

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。

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 HALL
ACADEMIC COMMONS
１階 A104

G６ 入試概要説明 2020 年度入試について説明します。 15：20～15：40
ACADEMIC COMMONS１階 A104

11：50～12：10
TANIMOTO HALL

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 15：20～15：40

13：20～13：40

13：20～13：40

13：20～13：40

14：20～14：40

14：20～14：40

14：20～14：40

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

G３

ACADEMIC COMMONS
１階 A103

ACADEMIC COMMONS
１階 A104

ACADEMIC COMMONS
１階 A101

ACADEMIC COMMONS
１階 A103

12：20～13：00
保護者対象説明 ACADEMIC COMMONS

１階 A104
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）N22 主要施設一周
集合場所：国際交流センター前

歩いて見学する
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。

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）

N19

N20

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N21

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

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。）

15：10～15：50

13：00～13：40 15：10～15：50

13：00～13：40

13：00～13：40 15：10～15：50

13：00～13：40 15：10～15：50

14：10～14：50

14：10～14：50

14：10～14：50

14：10～14：50

１号館１階１１０２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７２０６教室英語キャリア学部 英語キャリア学科
小学校教員コース学

部
の
先
輩
と
話
そ
う

N16

N17

N18

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

各学部の学生が、大
学での学びや留学
体験を話します。

プレゼンテーション
の後は、座談会形式
で学生と自由に話
せます。

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

13：20～14：10

13：30～13：50

13：30～13：50

13：00～13：20

14：10～14：30

14：40～15：00

14：40～15：00

14：10～14：30

15：10～15：30

15：40～16：00

15：40～16：00

15：10～15：30

13：00～13：30 14：00～14：30 15：00～15：30

13：30～14：00 14：30～15：00 15：30～16：00

N７

N８

７号館２階７２０１教室

７号館２階７２０２教室

N９

N10

N11

N12

N13 ７号館２階７２１３教室
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

Super IES プログラム
外国語学部 英米語学科

Super IES プログラム
外国語学部 英米語学科

７号館２階７２０３教室スペイン語
外国語学部 スペイン語学科 スペイン語を話してみよう！

関西外大＆アラバマ大学の協働開発プログラム
Learning Vocabulary:  Stories, Games, 
and Speeches

関西外大＆アデレード大学の協働開発プログラム
Using Stress to Sound More Natural in English

中国語
英語国際学部 中国語ってどんなコトバ？！

一歩進んだ英文法
「不定詞と動名詞」を中心に ７号館２階７２１２教室

英語
短期大学部

７号館２階７２０４教室グローバル・キャリア系講義
英語国際学部

日本で国際政治学を学ぶことの意義とは？：
いま核抑止論を考える

７号館２階７２１０教室

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

国語 13：30～14：20 英語 15：10～16：00N６ 一般入試対策講座
（国語・英語） マルチメディアホール

１号館１階１１１０教室N５ 入試概要説明

予備校講師が出題傾向や勉強方法などを
解説する入試対策講座です。

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 本学独自のプロラム説明 １号館１階１１０５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

奨学金説明 １号館１階１１０５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

中宮キャンパス　タイムスケジュール



アラバマ大学

アデレード大学ウェスタンオーストラリア大学

One important part of learning a new language is pronunciation. In 
English, pronunciation is one area that many students find chal-
lenging. However, with some understanding 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 speak-
ing English.

Using Stress to Sound More Natural 
in English

DUNK, Roslyn R.  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＆アデレード大学の
協働開発プログラム

N８
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 vocabulary? 

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 vocabulary.

Introduction to Academic Word Lists
STEVEN, Rebecca W.  講師 

VILLA106（１階 ）
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
G９

Learning vocabulary is a very important skill in order to speak any 
language.  Without enough vocabulary it is very difficult to speak, 
read, or write.  Students may find speaking or writing easy, but 
what happens when you forget the word?  How can learning 
vocabulary also utilize the four skills of reading, writing, speaking, 
and listening? 

In this presentation, you will go through some techniques to learn 
new vocabulary through a few fun and interesting ways that will 
also incorporate listening, speaking, reading, and writing.  You may 
also learn some common words in English.  Come and give it a try!

Learning Vocabulary:  
Stories, Games, and Speeches

METZLER, Marc D. 講師

７号館２階 ７２０１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
N７

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（ノーステキサス大学、アラバマ大学[アメリカ]、ウェ
スタンオーストラリア大学、アデレード大学 [ オーストラリア ]）と
協働開発。それぞれの大学に語学留学をした場合と同レベルの
授業を関西外大で展開しています。

　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。

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。明日からはこれまでとは
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

７号館２階 ７２１３教室
英語教員（小・中・高）の養成講義
中宮

N13

　2019 年、日本語教育界では「入管法の改正」と
「日本語教育推進法の成立」という2 つの大きな
出来事がありました。これからの日本には、外国
にルーツがある人が増えることが見込まれ、日本
語教育の需要も高まっています。
　日本語教員養成課程では、日本語を母語としな
い人たちに日本語を教えるためのさまざまなこと
を学びます。将来日本語教師を目指す人でなくて
も、これからの日本社会ではこれらの知識や考え
方が役に立つと思います。体験授業では日本語
教師の仕事内容や国内外の日本語学習者、日本
語の教え方について話します。

福池　秋水  助教
「日本語を教える」ということ

VILLA108（１階 ）
日本語教師の養成講義
御殿山

G13

　皆さんは、He stopped talking. と He 
stopped to talk. の意味の違いはよくご存知のこ
とと思います。最初の文は「彼は話を止めた」
で、次の文は「彼は話をするために立ち止った」
と言う意味です。「～するのを止める」を stop to 
do とはできません。
　動詞には「不定詞」と「動名詞」どちらも使え
るもの、どちらか一方しか使えないもの、どちら
も使えるが意味が変わるもの、等様々あります。
この理由などを少し掘り下げて解説させて頂き
たいと考えております。

一歩進んだ英文法　「不定詞と動名詞」を中心に
井戸垣　隆 教授

７号館２階 ７２１２教室
英語 （短期大学部）
中宮

N12

　中国語は中国だけではなく、シンガポールやマ
レーシアなどでも話されている言語で、世界最大
の話者人口を有する言語です。近年、日本の鉄道
や商業施設でも中国語の案内やアナウンスを見
聞きすることは珍しくなくなりました。企業や社会
がマルチリンガルの人材を必要としている今、「英
語+中国語」を習得して人生を切り開きましょう。
　では、中国語っていったいどんなコトバでしょ
う？体験授業では、中国語の簡体字やその発音、
日中同字異義語、慣用句や簡単な挨拶などを楽し
みながら習得します。

中国語ってどんなコトバ？！
相原　里美 准教授

７号館２階 ７２１０教室
中国語 （英語国際学部）
中宮

N11

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

VILLA104（１階 ）
英語 （英語国際学部）
御殿山

G12

　冷戦が終結して今年でちょうど三十年になりま
す。しかしながら米ソの軍拡競争が終わっても、依
然として核兵器は国際関係の焦点になり続けてい
ます。日本の周辺でも核保有国が存在し、核兵器
にどう向き合っていくかは唯一の被爆国である日
本にとっても重要な意味を持ちます。
　この授業では「核抑止」「核の傘」「先制不使用」
など国際政治学で頻繁に出てくるキーワードにつ
いてわかりやすく解説し、いま日本が抱えているジ
レンマを紹介します。この問題を一人一人が考え
るにあたってのきっかけにしていただけたらと思
います。

長谷川　晋 講師
日本で国際政治学を学ぶことの意義とは？：
いま核抑止論を考える

７号館２階 ７２０４教室
グローバル・キャリア系講義 （英語国際学部）
中宮

N10

　皆さんは「スペイン語」と聞くと、どのようなイ
メージを持つでしょうか。日本国内ではマイナー
な言語のように思われるかもしれませんが、実
は、世界の２０カ国以上で、5 億人もの人々が使
用している言語なのです。そしてスペイン語は、日
本人にとって最も発音しやすい外国語の一つで
もあります。
　体験授業では、簡単な挨拶表現を中心に練習
しながら、スペイン語の文法の特徴についても解
説していきます。また、スペイン語が使用されてい
る国々についても出来る限り紹介していきたいと
思います。

スペイン語を話してみよう！
砂原　由美 助教 

７号館２階 ７２０３教室
スペイン語 （外国語学部 スペイン語学科）
中宮

N９

It is wrong! My mother taught me so... 
For most of us, statements like this describe our 
basic moral orientations. However, global 
citizens are faced with difficult decisions in 
many areas, such as law, politics, and business, 
which go well beyond the examples and teach-
ings of our parents. 

In this session, we will  attempt to “think 
deeply” about several moral dilemmas, or 
tough choices that highlight our ethical  
perspectives in a multi-cultural setting.

Moral Dilemmas: Making Tough Choices
SHULTZ John 准教授

VILLA105（１階 ）
国際文化系講義 （外国語学部 ）
御殿山

G11

Entering a University is the perfect opportunity 
to create a new you - develop new positive 
habits, eliminate bad ones, accept your 
weaknesses, and keep your strengths to 
become the person you want to be.  

How can you do that and achieve your dreams? 
What will make you take this challenge to 
change your life? 

In this mini-lecture, we will examine the 
concept of leading yourself and designing the 
life you want.  

What Kind of Person Do You Want To Be?
IQBALL Arif 教授

VILLA107（１階 ）
キャリアデザイン （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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１階

TANIMOTO HALL
（谷本ホール）

G６
G８

オープニング
入試概要説明
学修成果発表会

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

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

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 ）

G１～G７
G14
　

G17、G21

各種説明
GLOBAL COMMONS 結
 -YUI- 説明
個別説明

VILLA（低層教室エリア ）
芝生広場を囲む洋瓦の建物群

G９～G13

G18～G20

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）

４

３ ２

１

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

３ ４２１４３２１

『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。

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。
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教室棟７号館２階教室棟７号館１階教室棟１号館１階

２ １

４

３

正門

歩いて見学する
キャンパスツアー集合場所

N22

●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～N17
N19～N21

体験授業
学部の先輩と話そう
個別相談

教室棟 １号館

教室棟１号館
N１～N５

N18
各種説明
短期大学部の先輩と話そう マルチメディアホール

N６ 一般入試対策講座

図書館学術情報センター
マルチメディアホール

国際交流センター

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

CAFETERIA２
セブン-イレブン AIM
丸善
CAFÉ INCONTRO
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
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アークスリー（不動産部）
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ン
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山
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ン
パ
ス・
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10：00～14：00（l.o.）
08：30～18：00
09：00～16：00
09：30～14：00
11：00～14：00
11：00～14：00
11：00～22：00（l.o.）
08：30～18：00
10：00～17：00
10：00～15：00
09：00～17：00
10：00～15：00

CAFETERIA
CAFÉ COMMONS 北隣１階

芝生広場西側
LEARNING COMMONS４階

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

食堂・売店のご案内

１号館１階

ドリカムマップイベント












『フォトジェニックな外大生活』イベント
みんなの夢や目標でドリカムボードをいっぱいにしよう！

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！

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は、スタンプラリーに

ご参加ください。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 チェック欄

中宮 御殿山






今年最後のオープンキャンパス。
みんなの夢や目標でドリカムボードをいっぱいにしよう！

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

３
２

１

４

ENTRANCE 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

４

３
１２

♯円形広場
♯5色の柱４ ♯1号館1階 1109教室

♯飛行機の客室を再現３

♯モニュメント前
♯記念撮影１

♯図書館学術情報センター前
♯ガラス張りのエントランス２

教室棟7号館

『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！
オープンキャンパス運営会プレゼンツ！

運営会の
Instagramでも
フォトジェニック
スポットを紹介
しています。

フォトジェニックスポット
1～４のうち

２か所以上で撮影

アンケート回収場所で
写真を見せると

オリジナルグッズ
プレゼント

もう一方のキャンパスでも
1～４のうち

２か所以上で撮影

STEP 1 STEP 2 さらに、STEP 3
アンケート回収場所で
写真を見せると

2個目のオリジナルグッズ
プレゼント

STEP ４

●
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5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
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

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


