
【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!』

皆木 海琴（大阪府立八尾高等学校  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

OPEN CAMPUS第　回４
2019年 7月 28日 日

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～

N34

N35

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）

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  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N32

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。

N33 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 15：20～15：40N29 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。今回は民間芸術品鑑賞及びワークショップです。中国文化体験

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会社のマークから世界を考える

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

Practicing Basic Interpersonal 
Communication Skills
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 「あの、この日本語を教えてくれますか？」

７号館２階７２１２教室N22 英語教員（小・中・高）の
養成講義

プログラミング的思考に挑戦！
～これから求められる学力とは～

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
Shadowing in English
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、株式会社マイナビで働いている本
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 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。）

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。

ANA 関西空港株式会社、森トラスト・ホテルズ＆リゾー
ツ株式会社（南紀白浜マリオットホテル）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、株式会社近畿日本ツーリ
スト関西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。

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アメリカ社会の多様性について考えよう

G８ ACADEMIC COMMONS
２階 A207

International Entrepreneurship: 
Opportunity Recognition

中国語の発音をチャレンジしましょう

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

国際文化系講義
外国語学部

グローバル・ビジネス系講義
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
VASSILIEVA, Natalia 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

In this short lesson, you and a partner will 
“shadow” along to a simple two-person 
English conversation. Shadowing involves 
repeating a piece of English audio 
word-for-word as you listen. You have proba-
bly already shadowed if you have ever sung 
along to your favorite songs in English! 

Shadowing is a great method for learners to 
improve English speaking. While you may not 
understand everything you’re saying, you’ll at 
least be attempting to mimic correct English 
pronunciation. This will set you up for future 
success in spoken English.

Shadowing in English
DELGADO, Roman A. 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



　「先生、どうして勉強しないといけないの？」
「使わない英語（や理科）を勉強する必要はあ
るの？」
　これまで、あなたが疑問に思った時、周りの大
人・先生から納得する答えが返ってきましたか？
簡単なプログラミングの体験やクイズを楽しみ
ながら、これからの時代を創る子どもたちに、ど
んな学力が求められているか、また、先生という
仕事には、どんな役割や魅力があるか考えてみ
ましょう。自分なりの“納得解“を見つけて帰って
ください。

浦嶋　敏之 教授  

※この体験授業は 13:20 ～ 14:10 の１回のみ行います。

プログラミング的思考に挑戦！
～これから求められる学力とは～

７号館２階 ７２１２教室
英語教員（小・中・高）の養成講義
中宮

N22

　年間のべ 700 名もの留学生が、世界中から関
西外大に日本語や日本関連の科目を学びにやっ
てきます。あなたが関西外大に入学したら、キャ
ンパスで留学生に日本語に関する質問をされる
こと間違いなしです。しかし、無意識に使っている
日本語を教えることは、そう簡単なことではありま
せん。
　この授業では、留学生がよく間違える日本語の
ポイント、また留学生に聞かれそうな質問をいく
つか紹介し、その答えを考えていきます。

西郷　英樹 准教授 
「あの、この日本語を教えてくれますか？」

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

　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 ７２１０教室
グローバル・キャリア系講義 （英語国際学部）
中宮

N18

　「読む」「書く」「話す」「聞く」の4つの技能は外国
語学習における最も基本的な能力です。その中の

「話す」「聞く」については発音練習が鍵になりま
す。外国語が上手いかどうかの決め手はその発音
にかかってきます。「中国語の発音は難しい」とは
よく耳にすることです。難しいということは多くの
人が不得手ということであり、逆にそれを習得す
ることは大きなチャンスに繋がります。
　この授業では、皆さんにお馴染みの中華料理を
用いて、中国語の発音の特徴について紹介し、本
場の発音を訓練します。さあ、中国語の世界を体
験してみましょう。

中国語の発音をチャレンジしましょう
王　峰  助教

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

G10

While students may learn to communicate 
formally, or CALP (Cognitive Academic 
Language Proficiency) there are many advan-
tages learning less formal English, or BICS 
(Basic Interpersonal Communication Skills).  
Not only does it allow for more colorful 
language, but is necessary when students are 
outside of the classroom.

In this lesson, students will learn how to better 
communicate in a less formal manner in order 
to communicate in a wider range of situations.  
Using formal language as a base, communica-
tion will take place to make students will 
practice "outside the classroom" language.

Practicing Basic Interpersonal Communica-
tion Skills.

DEVER Mark D. 講師

７号館２階 ７２１１教室
英語 （英語国際学部）
中宮

N19

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
LEON Amaya 講師 

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

　アメリカ社会の特徴の一つは多様性です。アメ
リカは様々な文化的・社会的背景を持つ人種や
民族から構成されており、そこには宗教、政治的信
条、そしてジェンダーなどの多様性も見られます。
そのような社会で重要なことは、自らと他者との
違いを知り、他者を尊重するという姿勢です。コ
ミュニケーションの大前提でもある寛容の姿勢が
なければ色々な問題が生じることになるでしょう。
　この講義では映像も用いながら、アメリカにお
ける多様性とそれに関する問題について検討しま
す。アメリカ社会の一端を知り、視野を広げてみま
せんか。

アメリカ社会の多様性について考えよう
安田　優  准教授

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

G９

Entrepreneurs are people who perceive 
business opportunities and create organiza-
tions to pursue them. They play an important 
role in the economic growth and the develop-
ment of our society. Entrepreneurship is all 
about opportunity.  Entrepreneurs often need 
to answer the following two questions: “How 
do I generate a good business idea?” and “How 
do I turn this idea into a viable and successful 
business?”

In this lecture, I will introduce the entrepreneur-
ial opportunity recognition process and several 
useful idea generation techniques. 

International Entrepreneurship: 
Opportunity Recognition

ZENG Zhaocheng 助教

ACADEMIC COMMONS 2階 A207
グローバル・ビジネス系講義 （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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『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！

♯エントランスの水盤
♯青いタイルがきれい１

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
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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
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丸善
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CAFETERIA
CAFÉ COMMONS 北隣１階
CAFÉ COMMONS１階
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09：00～18：00
09：00～16：00
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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
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ン
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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

N35

正門

西門 歩いて見学する
キャンパスツアー集合場所

N34

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、N８

N15～N22
N30～N33

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

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
中国文化体験

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

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

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

枚
方
市
駅
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口
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口
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前

市
立
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た
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院
前

関
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中
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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！

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


