
2016年6月5日(日)
中宮キャンパス単独開催

OPEN CAMPUS
第2 回

●大学紹介DVD上映『GO FOR it!』
●2017 年度入試概要説明［入試広報企画部 入試業務課］
●在学生のメッセージ
　大槻 優花里 外国語学部英米語学科 4 年
 　（出身校：奈良県立 登美ケ丘高等学校）

●エンディング

オープニングセレモニー

司会／ FBS 放送局　西 雄史
英語国際学部英語国際学科 2年 [ 出身校：光泉高等学校（滋賀県）]

11:00～谷本記念講堂

FunGO FOR !
文化博覧会同時開催



教室棟1号館 の注目施設

航空関連・ホテル業界にも多くの卒業生を輩出
しています。とりわけ、キャビンアテンダントの
採用数は全国トップクラスです。

エアライン演習室／ホテル演習室

エアライン演習室（1109教室） ホテル演習室（1108教室）

PICK UP!

終日見学可能ですので、是非お立ち寄りください。

中宮キャンパス MAP

時計台

セントラルガーデン

第２グラウンド

第3グラウンド

第1グラウンド

バス停（枚方市駅行路線バス）

西門

正門

→　至 東門

アンケートの提出場所は です。
協力してくれた方にオリジナルグッズをプレゼントします♪

　バスツアー集合場所25GOAL

START

京阪電車「枚方市」駅行きの
臨時バスが出ます。

バス停（枚方市駅行臨時バス）

ICCの1階にはイタリアンレストランの
「アマ ーク・ド・パラディ I C C 」
（11:00-22:00）が入っています。インターナショナル・コミュニケーション・センター

インターナショナル・コミュニケーション・センター（ICC）

国際交流センター

23

教室棟２号館

教室棟２号館前に
文化博覧会の案内ブースがあります。

本 館

本館１階に入試広報企画部があります。
13時以降に来られた方にはココで
資料をお渡しします。

24キャンパスツアー集合場所

GOAL

START

図書館学術情報センター

マルチメディアホール

本館正面の記念碑前が
オススメの写真スポット♪

教室棟1号館

1階：❶❷❸❹❺

谷本記念講堂

谷本記念講堂

オープニングセレモニー会場

教室棟７号館

教室棟7号館

2階：❻❼❽❾1011121314
1階：1516171819202122

厚生北館

厚生北館 【営業時間】
第１食堂（10：00～15：00） 
シアトルズベストコーヒー（10：00～15：00）
マクドナルド（10：00～15：00） 
コンビニエンスストア（10：00～15：00）

厚生南館 【営業時間】
第３食堂（10:00～15:00）

厚生南館



タイムスケジュール 教室番号の
表示 7号館 ２F 10号室

（例）７２１０

11:00～

１１１０教室

１１０５教室

１１０６教室

１１０７教室

１１１０教室

７２０１教室

７２０２教室

７２０３教室

７２０４教室

７２１０教室

７２１１教室

７２１２教室

７２１３教室

７２１４教室

７１０８教室

７１１０教室

７１０４教室

７１０５教室

７１０１教室

７１０２教室

７１０３教室

谷本記念講堂

１号館１階

１号館１階

１号館１階

１号館１階

１号館１階

７号館２階

７号館２階

７号館２階

７号館２階

７号館２階

７号館２階

７号館２階

７号館２階

７号館２階

７号館１階

７号館１階

７号館１階

７号館１階

７号館１階

７号館１階

７号館１階

７号館１階 学生ラウンジ

国際交流センター１階ラウンジ

主要施設一周

主要施設一周

オープニングセレモニー

入試対策（英語）

新キャンパス説明会

留学制度説明

保護者対象説明会

関西外大の就職力について

体験授業（中国語）

体験授業（スペイン語）

体験授業（国際関係）

体験授業（国際経営論）

体験授業（英語）

体験授業（英語）

体験授業（英語）

体験授業（英語）

体験授業（英語）

体験授業（教職関連）

学部・学科紹介

外大生スピーチ

英語国際学部生と話そう！

個別相談（入試関連）

個別相談（留学関連）

個別相談（日本語教員になろう！）

個別相談

留学帰国生と話そう！

キャンパスツアー

バスツアー
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ネイティブ教員による英語の授業！

外国語学部 講師　L. A. Dickerson

What Did You Say?!

　Students spend hours studying grammar, writing, and vocabulary to perfect 
their English.  When they finally make it overseas, though, they often find that 
even though their grammar is perfect, native speakers aren’ t able to under-
stand them.  Why?!  The answer is: Pronunciation.  In this lesson we will look 
at the phonological (science of human sound) differences between Japanese 
and English pronunciation and identify the areas students can focus on to 
improve their pronunciation to be understood by native speakers. *This lesson 
will focus on U.S. pronunciation.

※ＩＥＳプログラムの体験授業です。

ネイティブ教員による英語の授業！

外国語学部 講師　L. E. Heidler

Vocabulary in Context

　Have you ever been reading and seen a word that you didn't know the 
meaning of?  This happens to everyone.  In this lesson we will learn several 
ways to guess the meaning of a new word without using a dictionary, so read-
ing is easier and quicker.  We will play a fun game to practice this new skill.

※早期留学直結プログラムの体験授業です。

学校教育や学習指導について知ろう！

　「ジグソー・パズル」と「レゴ・ブロック」、どちらも楽しい子ども用玩具です。あ
なたは、どちらを組み立てるのが好きですか。学力を大きく２つに分けると、
TIMSS 型とPISA 型があります。その違いを知ること、解答が１つではない問題に
向き合うことを通じて、グローバル社会で生き抜く「納得解」主義を体験してみま
しょう。今後、成熟社会で活躍する最強のアイテムを獲得することになります。楽し
みながら、学校教育の課題を発見することになるでしょう。

※この体験授業は14:10 ～ 15:00 の１回のみ開催します。

英語キャリア学部 教授　角野 茂樹

パズルを組み立てＰＩＳＡ型学力にチャレンジ！

短期大学部 教授　廣本 和司

TOEFL の文法問題に挑戦
　TOEFLで高いスコアをマークすることが、３年次編入や就職の際にますます重
要になってきています。それに加えて、出題形式が高校で学習してきた問題や大
学の入試問題と少し違うという点も皆さんが戸惑う点かもしれません。この体験
授業では実際の問題を使って、どのような点に着目すべきなのか、ある文法項目
はどのような形で出題されるのかなどを学んでいきます。基礎的な文法の整理の
仕方と資格英語対策を学びましょう。

日本人教員から英語の基礎を学ぶ！

ネイティブ教員による英語の授業！

国際言語学部 准教授　G. A. Reid

Different Country - Different Culture

　People like to travel because they can learn so many things about the 
world.  Unfortunately sometimes we learn about differences in a country’ s 
culture the hard way—by making mistakes.
　At Kansai Gaidai we have a proud tradition of sending many students to 
various study-abroad programs throughout the world.  Before students leave 
for the different countries, we try to prepare them for some of the cultural 
differences they might encounter.
　This English lesson will involve a fun look at one of the problems students 
from Japan have when living abroad.  Students will put the pictures of the 
comic-type story in the proper order and then we will talk about the character 
in the story.

※英語国際学部の体験授業です。

ネイティブ教員による英語の授業！

英語キャリア学部 教授　L. R. Miller

What Do You See Exactly?
　Description is an important skill.  Imagine you want to tell someone about 
something, or you need a word that you just cannot remember.  How can you 
get the idea across? Describe it!  How does something look, sound, smell, 
taste, feel?  In this mini-lesson we will learn how to clearly describe something 
in English.  Bring your imagination.

国際経営論について教わろう！

英語国際学部 准教授　北尾 信夫

会社のマークから世界を考える
　世界で活躍する企業が用いるマークの意味や歴史を手がかりに国際ビジネス
の舞台で今、注目されているホットなテーマについて、皆さんと一緒に考えていき
ます。

❾

日本人教員から英語で国際関係を教わろう！

英語キャリア学部 准教授　豊田 裕之

※この体験授業は全て英語で行います。
Sociology（社会学）

　“Sociology” is a discipline that studies the structure of societies and its 
people.  It deals with all social phenomena associated with human interac-
tions.  Topics in Sociology include culture, globalization, inequality, poverty, 
sex and gender, deviance, race/ethnicity, family and education and more.
　In this demonstration class today, we will try to think and learn about “Cul-
ture.”  It is said that culture is different from one place to another and these 
differences may cause social conflicts.  Here, three questions can be asked:  
What are some examples of culture?  What common elements can we find in 
“different cultures”?  And lastly, what is “culture”?  In the end, students should 
be able to clearly explain ideas behind the concept of “culture.”

❽

他言語クラスを体験！

❼
外国語学部 講師　G. A. Lomeli-Z.

スペイン語での表現
　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。

他言語クラスを体験！

❻
英語国際学部 准教授　吉田 泰謙

中国語にチャレンジ！
　すでに身近な存在となった中国語。駅や観光案内などで中国語を目にする機
会が増えています。来日する中国人観光客も年々増加し、各分野において中国語
を話せる人材の確保が急務となっています。また「仕事に役立っている資格」ラン
キングでもHSK（中国政府公認中国語資格）が常に上位にランクインされていま
す。
　一方で「中国語ってどんな言葉？」「漢字や発音がむずかしそう」などと感じてい
る方もいることでしょう。そこでこの体験授業では中国語の「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紹介し、クイズ形式で中国と日本の
漢字の形と意味の違いを楽しく学びつつ、みなさんにも実際に「チャレンジ！」して
もらいながら中国語に慣れ親しんでもらいます。



御殿山と中宮の一体運用で
国際交流の一大拠点に

KANSAI GAIDAI TOPICS

問い合わせ先／入試広報企画部　TEL . 0 7 2 - 8 05 - 2 850   〒573 - 1 001  大阪府枚方市中宮東之町 16 - 1
URL   　h t t p : / /www . k an s a i g a i d a i . a c . j p  　E -ma i l　nyu sh i@k an s a i g a i d a i . a c . j p

約700人が入居する
「Global Commons  結－YUI－」新設

POINT
1

2018年4月誕生！！
「御殿山キャンパス・グローバルタウン」

海外からの留学生と共に暮らす
グローバルタウンへ

POINT
2

新キャンパスは、中宮キャンパスから400メートル
西に位置する約5万平方メートルの敷地に建設。
中宮キャンパスとの一体運用を図ることで、ス
ケールの大きな国際交流の一大拠点が誕生しま
す。

街並みを思わせる新キャンパスには、約700人が
入居する「Global Commons  結－YUI－」（６階建て）を建設します。海外からの留学生と関西外大の学生が
「学」「食」「住」を共にする共同生活を通して、異文化理解を深め、国際感覚を身に付けることができます。ここ
は「世界の縮図」、グローバルタウンそのものです。

カリフォルニア大学リバーサイド校に留学し、国際ビジネス
英語およびツーリズム・ホスピタリティ系の授業を履修後、ワ
イオミング州のグランドティトン国立公園内のロッジでイン
ターンシップに参加するプログラムです。

▶グランドティトン国立公園

カリフォルニア大学リバーサイド校で1学期目にインターン
シップ準備教育を受け、2学期目にディズニーワールドでイン
ターンシップに参加します。ホスピタリティとビジネス理論に
実習を有機的に組み合わせた留学です。

▶ウォルトディズニーワールドリゾート

カリフォルニア大学留学＆インターンシッププログラム 〈対象学部〉全学部

Global Engagement Initiatives

〈対象学部〉短期大学部短期大学部学位留学

短期大学部の2年次秋学期から、カリフォルニア州にあるマーセッドカレッジへ約1年間留学し、合計2年半で日本の短期大学
士号と米国コミュ二ティカレッジの準学士号という2つの学位取得をめざします。これにより、アメリカの4年制大学への編入
学など、卒業後の進路が一段と広がります。


