
総合情報学部プログラム（高槻キャンパス）
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関大生への
質問コーナー
随時実施

キャンパスツアー

10：30～11：10

場　所 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

場　所 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

場　所 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

場　所 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

場　所 10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

■キャンパスツアー 高槻キャンパスのおすすめスポットを、
関大生が楽しく案内します。

■高槻図書館 自由見学

B棟1F TB105

B棟 図書館

■ 資料配布コーナー 2018年度の大学案内、入試ガイド、
各学部パンフレット等を配布しています。

■ 学部・入試相談コーナー 学部に関する相談、入試相談などを
随時受け付けています。

■ 関大生への質問コーナー 学生生活や入試の体験談など、
現役関大生がお答えします。

■ 奨学金相談コーナー 奨学金制度について、
担当する職員がお答えします。

E棟1F TE102

E棟1F TE102

E棟1F TE102

E棟1F ロビー

■  これでわかる！ 
総合情報学部紹介
＆就職セミナー

総合情報学部およびイベント内容
の紹介と総合情報学部の
就職支援、就職状況を紹介します。

西田晃一先生
キャリアセンター
スタッフ　 

■ 3つの「系」別
体験イベント
★のイベントの整理券は
10：00より配布開始です。
（定員に達し次第配布終了）

★メディア情報系
※ 定員制（各回50名） E棟B1F、コミュニティ・
ルームで整理券を配布（先着順）

井浦　崇 先生

社会情報システム系 徳山 美津恵 先生

★コンピューティング系
※ 定員制（各回40名） E棟2F、TE201で
整理券を配布（先着順）

田頭 茂明 先生

米澤 朋子 先生

■ SOJO生による
ゼミ研究紹介

人のコミュニケーションを誘う
メディアコンピューティングの研究紹介 ●米澤 朋子 ゼミ

松下ゼミ
～インタラクティブアート展～ ● 松下 光範 ゼミ

文化コンテンツの世界を知る ●研谷 紀夫 ゼミ

ゲーミング体験で広がる学びのカタチ
─学びの未来をデザインする ●堀　 雅洋 ゼミ E棟B1F コミュニティ・ルーム

A棟1F ロビー

A棟1F ロビー

A棟1F ロビー

E棟1F TE101

E棟1F TE101

TC204C棟2F

TC304C棟3F

スタジオC棟1F

■ モデルコース
あくまでイベント参加の一例ですので、興味のあるイベントに自由にご参加ください。

受験生高校1・2年生 保護者の方

入試説明会

12：20～13：00

入試説明会

12：20～13：00

保護者対象説明会

11：30～12：10

SOJO生による
ゼミ研究紹介
11：00～随時実施

これでわかる ！
総合情報学部紹介
＆就職セミナー
10：00～10：25

3つの「系」別体験イベント
社会情報システム系または
コンピューティング系

12：00～12：50

これでわかる ！
総合情報学部紹介
＆就職セミナー
13：00～13：25

これでわかる ！
総合情報学部紹介
＆就職セミナー
11：00～11：25

奨学金相談コーナー

随時実施

SOJO生による
ゼミ研究紹介
11：00～随時実施

特別イベント
「夏の勉強総復習
（英語問題の実践＆解説）」
10：40～11：40

キャンパスツアー

15：00～15：40

キャンパスツアー

14：00～14：40

学部・入試
相談コーナー
随時実施

学部・入試
相談コーナー
随時実施

■入試説明会 総合情報学部の入試概要をはじめ、
関大入試のポイントを説明します。

■保護者対象説明会 受験生を支える保護者の方に、奨学金制度や
入試のポイントなどについて説明します。

E棟2F TEホール

E棟1F TE104

■テーマ「夏の勉強総復習（英語問題の実践＆解説）」 E棟2F TEホール

総合情報学部を知ろう！

施設を見よう ！

特別イベント

情報を集めよう！

入試を知ろう！

11：00～16：00

11：00～16：00

11：00～16：00

11：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

11：30～12：10 13：30～14：10

10：40～11：40

12：20～13：00 14：30～15：10

10：00～10：25 11：00～11：25 13：00～13：25

11：00～11：50

12：00～12：50

12：00～12：50

13：30～14：20 

15：00～15：50 

10：30～11：20 

15：00～15：40 14：00～14：40 10：30～11：10 11：30～12：10 12：30～13：10 

13：30～14：20

14：00～14：50

多彩なゼミ研究について紹介 ！ 
実際に学生が開発したアプリや作品
を触って楽しんでください。「ゼミって
どんなことをしているの？」「プログラ
ミングってだれでもできるの？」直接、
総情（SOJO）生に聞いてみよう ！

SOJO生による
ゼミ研究紹介

３つの「系」別
体験イベント

総合情報学部を知ろう ！

幅広い情報学を「メディア情報系」
「社会情報システム系」「コンピュー
ティング系」に分けて、総合情報学部
でどのような学びができるのかを
実体験しよう ！
★のイベントへのご参加は、事前に配布する
整理券が必要です（先着順）。なお、体験イベント
は高校生および受験生を対象としています。

人のコミュニケーションを誘う
メディアコンピューティングの
研究紹介 米澤 朋子 ゼミ

オト モノ ヒカリ ロボット と ニンゲン がやりとりすること
で、新しい感覚をつくる。 米澤ゼミでは、人がコミュニ
ケーションをするメディアを実現するためのコンピュー
ティングを試行錯誤しています。 今回の展示では、3回生
が加わった新しいメンバーで、世界初の新しいインタラク
ションの設計をめざすゼミ生の研究内容を紹介します。

松下ゼミ 
～インタラクティブアート展～
 松下 光範 ゼミ

松下ゼミではprocessingやarduinoなどの電子工作
から、コミック工学という電子コミックを生かす技術の
ことなど幅広く展示します。その分かりやすい例として
今年の3回生がゼミで作成したprocessingのアプリケー
ションや大型の体験型作品など、4回生や大学院生などの
研究の紹介などをします。

文化コンテンツの世界を知る
 研谷 紀夫 ゼミ

本ゼミでは、電子書籍やいろいろなアート・映像作品、
ゲームなどをアーカイブ化（集積）して公開するコンテン
ツについての調査研究をしています。発表コーナーでは
その調査結果などについて紹介します。

ゲーミング体験で広がる学びのカタチ 
─ 学びの未来をデザインする
 堀　雅洋 ゼミ

博物館での学びや防災学習など様々なシーンでの学び
について、アプリ体験を通して考えてみましょう。
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★ 3つの「系」別体験イベント（メディア情報系） 井浦　 崇 先生
※定員制（各回50名） E棟B1F、コミュニティ・ルームで整理券を配布（先着順）

★ 3つの「系」別体験イベント（コンピューティング系） 米澤 朋子 先生
※定員制（各回40名） E棟2F、TE201で整理券を配布（先着順）

★ 3つの「系」別体験イベント（コンピューティング系） 田頭 茂明 先生
※定員制（各回40名） E棟2F、TE201で整理券を配布（先着順）

■  特別展示　　・ 井浦　 崇 ゼミ

■入試説明会

■資料配布コーナー

■学部・入試相談コーナー  
■関大生への質問コーナー
■奨学金相談コーナー

■キャンパスツアー集合場所

■高槻図書館  自由見学

■保護者対象説明会

■これでわかる ！ 総合情報学部紹介＆就職セミナー

スタジオ

TC304

TE201

TC204

TB105
図書館

TE102

TEホール TEホール

TE104

■ 受付入口前

TE101

ロビー

1F

B1F

■フロアガイド

 ● 米澤 朋子 ゼミ　
■SOJO生によるゼミ研究紹介 ● 松下 光範 ゼミ　
 ● 研谷 紀夫 ゼミ　

ロビー

ギャラリー

3F

■  特別イベント
「夏の勉強総復習（英語問題の実践＆解説）」

TE101

1F
B1F

学部・入試
相談コーナー
随時実施

受験対策が本格化する前に、基礎固めの方法と、
関大の入試問題の特徴を知っておきましょう ！
関大英語の特徴ともいえる長文読解問題に対応するためには、基礎の部分が重要です。予備校講師の
詳しい解説を聞き、問題の解き方や秋からの勉強方法のコツを身につけましょう ！（協力：河合塾）
※本イベントは高槻、高槻ミューズの両キャンパスで同一の内容で実施します。

特別イベント
テーマ
「夏の勉強総復習
 （英語問題の実践＆解説）」

★ メディア情報系 井浦　崇 先生

スタジオ設備を使った番組制作風景を見学！ 希望者
にはニュースキャスターやカメラマンの体験も！
定員制（各回50名） E棟B1F、コミュニティ・ルームで整理券を配布します。

★ コンピューティング系 田頭 茂明 先生

スマートフォンの謎を解く！ スマートフォンに内蔵さ
れるセンサを利用した情報処理を体験しよう！
定員制（各回40名） E棟2F、TE201で整理券を配布します。

社会情報システム系 徳山 美津恵 先生

大学生によるマーケティング・プロジェクトの実際とは？
マーケティング・デザインのワークショップを体験してみよう！

★ コンピューティング系 米澤 朋子 先生

マイクとイヤフォンを使って遊べる音楽プログラミン
グを体験しよう！！
定員制（各回40名） E棟2F、TE201で整理券を配布します。

（B1F ギャラリー）アンケート提出場所
関大オリジナルグッズを
プレゼント ！ 11：00～

2F

B1F
ギャラリー アンケート提出 ・ 関大オリジナルグッズ交換場所 11：00～

■3つの「系」別体験イベント（社会情報システム系）　　徳山 美津恵 先生

★ 3つの「系」別体験イベント（コンピューティング系）  整理券 配布場所（定員制 各回40名）

コミュニティ・
ルーム

アンケー
トにお答

え

いただい
た方には

関大オリ
ジナル

グッズを

プレゼン
ト！

■SOJO生によるゼミ研究紹介  ● 堀　 雅洋 ゼミ　　 特別展示 　・ 松下 光範 ゼミ

★ 3つの「系」別体験イベント（メディア情報系）  整理券 配布場所（定員制 各回50名）

特別展示

E
棟

A
棟

当日はJR高槻駅より臨時無料バスを運行しています！事前予約不要
入退場自由8/26 土 10 :00 ~ 16:00

北 門

2F 購買店 （10：00～16：00）
1F 食　堂 （11：00～14：00）

メイン会場
［ E 棟 ］

［ A 棟 ］

［ K 棟 ］

3つの「系」別
体験イベント
［ C 棟 ］

ドリンク引き換えコーナー
10：00～16：00

※ 受付セット（手提げ袋）の中にある
ドリンク引き換えチケットをご利用ください。

［ L 棟 ］

［ B 棟 ］

3つの「系」別
体験イベント

その他、SOJO生の課外活動
も紹介していますので、
お立ち寄りください!

関西大学 バス停
JR高槻駅行臨時無料バスのりば

（9：35～16：30）
※ 有料バスも同じのりばです。「貸切」と
表示しているバスにご乗車ください。

オープンキャンパスだけの特別展示

ハイスクールハッカソン 成果報告
（松下ゼミ×大阪市立西高校）
・松下 光範 ゼミ ・場所：E 棟コミュニティルーム

プロジェクションマッピングの記録上映
（井浦ゼミ／高槻市上宮天満宮）
・井浦　 崇 ゼミ ・場所：K 棟ギャラリースペース

受 付


