
【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
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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５分

オープニング

野口 裕理（大阪市立西高等学校 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!』

矢野 遥菜（桃山学院高等学校 [ 大阪 ]  出身）
英語国際学部 英語国際学科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　回３
2019年 7月 27日 土

GO FOR

 !
関西外大ならではのキャリアを知ろう！



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～

N35

N36

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

12:00～16：00（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）

N31

N32

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N33

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。

N34 ７号館１階７１０６教室日本語教師の養成関連 日本語教師の養成（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。

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

13：50～14：10 14：40～15：0013：00～13：20 15：20～15：40

13：50～14：10 14：40～15：0013：00～13：20 15：20～15：40

N29 １号館１階１１０３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。今回は中国の民間娯楽体験です。中国文化体験

N30 １号館１階１１０４教室フラメンコ部 Anda Jaleo（アンダハレオ）による、スペ
イン文化体験です。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。）

13：30～14：10 15：10～15：50

12：40～13：20 13：30～14：10 15：10～15：50

12：40～13：20 13：30～14：10 15：10～15：50

12：40～13：20

12：40～13：20 13：30～14：10 15：10～15：50

12：40～13：20 13：30～14：10 15：10～15：50

14：20～15：00

14：20～15：00

14：20～15：00

14：20～15：00

14：20～15：00

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

N23

N24

１号館２階１２１４教室

１号館２階１２１３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

N25

N26

N27

N28

１号館２階１２０９教室

１号館２階１２１２教室

１号館２階１２１０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

12：20～12：40 13：20～13：40

13：20～14：10

14：20～14：40

12：20～12：40 13：20～13：40 14：20～14：40

13：50～14：10 14：50～15：1012：50～13：10７号館２階７２１３教室英語
短期大学部

13：50～14：10 14：50～15：10７号館２階７２１０教室グローバル・キャリア系講義
英語国際学部 12：50～13：10

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

12：20～12：40 13：20～13：40 14：20～14：40７号館２階７２１１教室英語
英語国際学部 Communicating in English

一枚の写真を見るようにリーディング
する

12：45～13：15 13：45～14：15 15：15～15：45

12：45～13：15 13：45～14：15 15：15～15：45

N15

N16

７号館２階７２０１教室

７号館２階７２０２教室

７号館１階７１０５教室

N17

N18

N19

N20

N21 日本語教師の養成講義 日本語学習者にとっての日本語文法

７号館２階７２１２教室N22 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
英語キャリア学部 英語キャリア学科
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 スペイン語での表現

関西外大＆ノーステキサス大学の協働開発プログラム
Decoding “L” and “R”
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 UWA-KGU Super IES

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

N９

N12 キャリア座談会

N10 航空業界説明 マルチメディアホール

１号館２階１２０６教室

N11

関西外大の就職力について １号館２階１２０７教室

株式会社小松製作所、日本赤十字社で働いている本学
の卒業生が、現在の仕事や本学での学びを話します。

N13 インターンシップ体験談 １号館２階１２０８教室

１号館２階１２０５教室

担当教員が、航空業界の採用状況、求める人
材像、航空業界の現状などを説明します。

現役ＣＡと話そう

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。

株式会社 ANA 総合研究所（ANA 中部空港）、北海道庁
ニセコ留学（株式会社ファーストキャビン）でのインターン
シップに参加した学生が、実習体験を話します。

N14 産学連携による課題解決型授業
（ＰＢＬ）のプレゼンテーション

PBL（課題解決型授業）で、ANA セールス株式会社（航空会
社 ANAグループ）の課題に取り組んだ学生が発表します。

14：20～15：10

13：00～13：30 13：40～14：10

13：20～13：40

13：20～13：40

13：50～14：10

13：50～14：10

13：50～14：10 14：20～14：40

14：20～14：40

14：50～15：10

14：50～15：10 15：20～15：4012：20～12：40 12：50～13：10

12：20～12：40 12：50～13：10

12：50～13：10

13：50～14：10 15：20～15：40

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

N７ 入試対策（英語） ７号館１階７１１０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。

N８ 入試対策（国語） ７号館１階７１０９教室筆記試験の国語入試対策です。

2020 年度入試について説明します。 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

13：20～13：40
筆記試験

13：50～14：1012：20～12：40

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

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

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

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。

１号館２階１２１５教室（約120人収容）
１号館２階１２１６教室（約200人収容）

現役ＣＡで活躍する卒業生が、ＣＡという仕事
や本学での学びなどを話します。

（大教室２室で実施しますので、整理券は配布しません。）

中宮キャンパス　タイムスケジュール



フォロワー
1200人突破

kgu_yuikgu_yuikgu_yui

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。

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-」

Ｇ11 ： GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 説明
Ｇ12 ： GLOBAL COMMONS 結 -YUI- ツアー
Ｇ13 ： 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

①12：45～ ②13：15～ ③13：45～ ④14：15～ ⑤14：45～ ⑥15：15～ 
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。G19 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

12：45～16：00（入退場自由）

12：45～16：00（入退場自由）

12：45～16：00（入退場自由）

12：45～16：00（入退場自由）

12：45～16：00（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

学生生活関連

就職関連

G14

G15

G16

G17

G18

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 15：00～15：30

12：45～16：00（随時案内）

12：45～16：00（入退場自由）

TANIMOTO HALLGLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
説明G11

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

GLOBAL COMMONS 結 -YUI- 
ツアーG12

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G13

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

13：00～13：30 14：00～14：30 15：00～15：30

13：00～13：30 14：00～14：30 15：00～15：30

13：35～13：55 14：35～14：55 15：40～16：00

13：00～13：20 14：10～14：30 15：10～15：30

13：00～13：20 14：10～14：30 15：10～15：30

G６

G７

ACADEMIC COMMONS
１階 A101

ACADEMIC COMMONS
１階 A102

G９

G10 ACADEMIC COMMONS
２階 A209

ACADEMIC COMMONS
２階 A208

Encounter, Exchange and Misunder-
standing between Japan and Russia

G８ ACADEMIC COMMONS
２階 A207

Japan's Geography: 
Shaper of Japan's History

中国語にチャレンジ！

関西外大＆アラバマ大学の協働開発プログラム
Group Discussions: How to Express Opinions, 
Agree, and Disagree

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

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

国際関係系講義
外国語学部

国際教養系講義
英語キャリア学部 英語キャリア学科

中国語
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

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。

14：00～14：20

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

13：35～13：55

14：35～14：55

15：00～15：20

15：40～16：00

留学プログラム説明

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

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

ACADEMIC COMMONS
１階 A104

ACADEMIC COMMONS
１階 A104

TANIMOTO HALL

奨学金説明 奨学金制度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



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
KIGER, Jason R. 講師

ACADEMIC COMMONS 1階 A102
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

G７
御殿山

When getting ready to study abroad, it is 
important to prepare yourself both culturally 
and academically.

This presentation will give you a brief 
overview of our course and an introduction to 
the Academic Word List, including a short 
lesson on how we use it to teach syllable 
stress and pronunciation. You will also learn 
what is expected from you as a student in our 
course and how what we do at KGU will 
prepare you well for further study abroad.

Introduction to UWA-KGU Super IES
CALLUM Cawell  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＆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
N16

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

TOWNLEY, Michael W. 講師

ACADEMIC COMMONS 1階 A101
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
G６

The English sounds “L” and “R” can be confus-
ing 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 using the 
sounds correctly.

Decoding “L” and “R”
MARTIN, Cleyera R. 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
N15

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

７号館２階 ７２１２教室
英語教員（小・中・高）の養成講義
中宮

N22

　「文法」と聞いて、「難しそう」って思いましたか。
でも、英語を話す時、書く時はどうですか？英文法
の知識が必要ですよね。外国人が日本語を学ぶ
時も同じです。日本語を話す時、書く時には、日本
語の文法の力を借ります。
　それでは、外国人にとって、日本語の「文法」は
どう見えているのでしょうか。それを、今回は「動
詞」に限定して考えます。頭を柔らかくして、日本
語を習う外国人として日本語の動詞を考えてみま
しょう。
　講義では、クイズを準備していますので、是非
チャレンジしてください。

宮内　俊慈 教授 
日本語学習者にとっての日本語文法

７号館１階 ７１０５教室
日本語教師の養成講義
中宮

N21

　TOEFL、TOEIC、英検、入試の英語長文を読み
こなす上で、欠かせないスキルの１つに「Main 
idea（趣旨または大意）の理解」があります。長
文の各パラグラフには１つのMain ideaが入って
います。映画の１シーンや１枚の写真にフォーカ
スがあるように、１つのパラグラフにも１つの
フォーカス、すなわちMain ideaがあります。効率
よく長文読解のスキル・スコアアップを狙うに
は、各パラグラフの Main idea を即興的に押さ
え、読むことが大切となります。
　みなさん、１つのパラグラフのMain ideaを「１
枚の写真を見るように読む」体験をしてみません
か？

一枚の写真を見るようにリーディングする
豊田　順子 准教授

７号館２階 ７２１３教室
英語 （短期大学部）
中宮

N20

　すでに身近な存在となった中国語。駅や観光地
などの掲示案内やアナウンスで中国語を見たり聞
いたりする機会が増えています。来日する中国人
観光客も年々増加し、様々な分野・業界で中国語
を話せる人材の確保が急務となっています。一方
で「中国語ってどんな言葉？」「発音や漢字がむず
かしそう」などと感じている方もいることでしょう。
　そこで、体験授業では入門編として、中国語の
発音や文法の特徴をわかりやすく丁寧に解説し、
クイズ形式で中国と日本の漢字の形や意味の違
いなどを楽しく学びながら中国語に慣れ親しんで
もらいます。

中国語にチャレンジ！
吉田　泰謙  教授

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

G10

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

７号館２階 ７２１１教室
英語 （英語国際学部）
中宮

N19

　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 ７２１０教室
グローバル・キャリア系講義 （英語国際学部）
中宮

N18

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 ７２０３教室
スペイン語 （外国語学部 スペイン語学科）
中宮

N17

Japan and Russia fought a devastating war in 
1904-05. But prior to this event, relations 
between the two nations were mostly peaceful, 
though contact was infrequent. The early histo-
ry  of  cultura l  and diplomatic  exchange 
between Russia and Japan included a lot of 
cultural misunderstandings and language diffi-
culties as well as periods of isolation. 

In this session, we will examine the early history 
of Japanese-Russian cultural contact and 
discuss how early cross-cultural interactions 
may have affected longer-term relations 
between the two nations, as well as territorial 
understandings. 

Encounter, Exchange and Misunderstanding 
between Japan and Russia

BAILEY, Scott 講師

ACADEMIC COMMONS 2階 A208
国際関係系講義 （外国語学部 ）
御殿山

G９

When historians study key events in Japan’s 
history, they focus on the political, economic, 
social and international factors that shaped 
those events.  Understanding Japan’s history 
also requires understanding the country’s 
geography. Which geographic features of 
Japan have influenced the decisions and 
actions of the nation’s leaders and citizens?  In 
what ways has the fact that Japan is an island 
nation with mountainous terrain shaped the 
country’s history?
 
We will explore these questions in order to 
understand the role that Japan’s geography has 
played in shaping Japan.

Japan's Geography: Shaper of Japan's History
BOHAKER, Linda 教授

ACADEMIC COMMONS 2階 A207
国際教養系講義 （英語キャリア学部 英語キャリア学科）
御殿山

G８

関西外大の授業を体験しよう
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♯エントランスの水盤
♯青いタイルがきれい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！

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

N36

正門

西門 歩いて見学する
キャンパスツアー集合場所

N35

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 １号館

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

谷本記念講堂

N６
オープニング
入試概要説明

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
N10

学部・学科説明
航空業界説明

１

４

３

２

教室棟７号館
N７、N８

N15～N22
N31～N34

入試対策
体験授業
個別相談

教室棟１号館
N２～N６、N９

N11
N12
N13
N14

N23～N28
N29、N30

各種説明
現役ＣＡと話そう
キャリア座談会
インターンシップ体験談

先輩と話そう
文化体験

産学連携による課題解決型授業
（ＰＢＬ）のプレゼンテーション

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。



中宮キャンパス　1号館1階 エントランスホール

ドリカムマップイベント






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
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TANIMOTO HALL
（谷本ホール）

G１
G11

学部・学科説明
GLOBAL COMMONS 結
 -YUI- 説明

GLOBAL COMMONS 結 -YUI-
G12 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

G19

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

G12

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 ）

G２～G５
G６～G10

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

G14～G18

G13

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

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。



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

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

12:30 ～ 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。

約10分ごとに出発。キャンパス間を循環します。

※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
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方
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口
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口
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前
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立
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院
前
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中
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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

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！

中宮キャンパス　1号館1階 エントランスホール

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

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

教室棟7号館

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

『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


