
2018グリーンキャンパス
総合情報学部（ 高　槻

キャンパス）

企業や社会組織において
情報を活用し、さまざまな
問題を解決する力を養う。

2F 購買店 〈10：00～14：00〉

オープンキャンパス用に臨時無料バスを運行
高槻キャンパス → ＪＲ高槻駅のみ

運行時間　※所要時間 約20分

有料バス（高槻市営バス）
運行時間　※所要時間 約20分

ＪＲ高槻駅北行き
  9 時 25 35

─
12 時 10 50
13 時 10 20 25 35

ＪＲ高槻駅行き ＪＲ富田駅行き
10時 11 41 27
11 時 11 41 37
12 時 11 41 29
13 時 11 41 37

※定員に達した場合は、定刻より前に出発する場合があります。
※ 交通事情により所要時間、出発時間が前後する場合があります。
あらかじめご了承ください。

高槻キャンパスへのアクセス ＪＲ高槻駅 ・ 富田駅へのアクセス

臨時バス〈無料〉と通常バス〈有料〉は乗り場が
ちがいます。お間違えのないようご注意ください。

同じバス停から有料バスも発車しています。
臨時無料バスをご利用の場合は、「貸切」と
表示されたバスにご乗車ください。

高槻キャンパスへはバスをご利用ください。（ＪＲ高槻駅からバスで約20分）
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総合情報学部  プログラム （高槻キャンパス）
● これでわかる！
総合情報学部紹介 西田 晃一 先生

総合情報学部の魅力や
総合情報学部での学びと3つの系について、
教員がわかりやすく紹介いたします。

●  3つの系別説明会
■ 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

岡田 朋之 先生
古賀 広志 先生
林　 武文 先生

● 入試説明会 総合情報学部の入試概要をはじめ、関大入試の最新情報をお届けします。

● 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学生スタッフが案内します。

● 各種相談コーナー 学部に関する相談（総合情報学部教職員）、
入試に関する相談（入試センター職員）、関大生への質問（学生スタッフ）

● 資料配布コーナー 2019年度の大学案内、入試ガイド、各学部パンフレット、
AO入試要項などを配布しています。

● 高槻キャンパス図書館 総合情報学部および総合情報学研究科における学習・研究のための
資料を中心に所蔵しています。本日は自由に見学することができます。
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総合情報学部は文系・理系という枠組みに
とらわれず、人文・社会・自然科学分野を横断的
に学べる文理総合型の学部です。一人ひとりに
合った学び方を実現できるように、〈3つの系〉
をカリキュラムの指針として用意しています。
自分がめざす進路にあわせて科目を選択し、
知識を深めていくことができます。

言語・教育・文化など
多面的視野から、情報メディアと
コミュニケーションについて学ぶ。

社会や人間と共存・協調できる
コンピュータ・システムの
可能性を追究する。

メイン会場
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E棟2階 TEホール 集合

関西大学 バス停
JR高槻駅行

臨時無料バスのりば
〈9：25～13：35〉

※ 通常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ご来場のみなさまへ
●熱中症対策のため、こまめに水分補給や休憩などをとっていただき、各イベントにご参加ください。
●ご気分が悪くなられた場合は、お近くのスタッフにお声がけください。
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総合情報学部は文系・理系という枠組みに

総合情報学部 〈3つの系〉とは
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
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●3つの系別説明会

●資料配布コーナー

●高槻キャンパス図書館

● アンケート回収・
関大オリジナルグッズ交換場所

TE102前
オープンスペース

TEホール

1階

B1階 図書館

ギャラリーB1階

TEホール

● これでわかる！ 総合情報学部紹介

2階
●入試説明会TEホール

●キャンパスツアー集合場所TEホール

［ C 棟 ］

オープンキャンパスの
アンケートを実施しています!!
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   をプレゼントします。

アンケート
アンケートにお答えいただいた方には

10：00～13：00
JR高槻駅発  臨時無料バス
①9：00発  ②9：10発
③9：20発  ④9：30発

総合情報学部 （高槻キャンパス）

TE102 ●各種相談コーナー

ご注意

ご注意オープンキャンパス用に
臨時無料バスを運行
❶ 9：00  発
❷ 9：10  発
❸ 9：20  発
❹ 9：30  発

通常バス乗り場
有料バス（片道280円）を
ご利用の方は●⑤から

バス乗り場

お帰りの際はお越しの際は

事前予約不要事前予約不要

日



※各イベントの日程・会場・プログラムについては、やむを得ず変更する場合があります。
　詳細は入学試験情報総合サイト「Kan-Dai web」でご確認ください。

サマーキャンパス 7.28(土) 10：00～16：00 堺キャンパス

サマーキャンパス 8.4(土)・5(日)  9：00～16：00 千里山キャンパス

サマーキャンパス 8.25(土) 10：00～16：00 高槻＆
高槻ミューズキャンパス

チャレンジキャンパス 9.29(土) 10：00～（午前のみ） 堺キャンパス

フレッシュキャンパス 20193.23(土) 10：00～16：00 千里山キャンパス

オープンキャンパス 2018

10：00～13：00
★集合  10：00

〔集合場所：9階 M910〕

■高槻ミューズキャンパス　社会安全学部
■高槻キャンパス 総合情報学部

■堺キャンパス 人間健康学部

■千里山キャンパス 法学部/文学部/経済学部/商学部/社会学部/
 政策創造学部/外国語学部/システム理工学部/
 環境都市工学部/化学生命工学部

関西大学 入試センター
× LINE＠
LINEの友だち画面から
「関西大学」で検索してください。

関西大学 入試アプリ
「Kan-Dai入試」
「関西大学入試アプリ」で検索してください。

関西大学入試センター（公式）
「動画で見る関西大学」で
検索してください。

関西大学入試センター
公式 Instagram
Instagramの検索画面から
「関西大学 入試」で検索してください。

関西大学  入学試験情報総合サイト　Kan-Dai web
http://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/

入試センター 入試広報グループ　〒564-8680  大阪府吹田市山手町3-3-35  TEL.06-6368-1121（大代表）

関大 入試 検索

地盤調査（世界遺産プレア・ヴィヘア寺院にて）レストラン 〝 ミューズ 〞

高橋ゼミ 高橋 智幸 教授〈水災害論〉

中村ゼミ 中村 隆宏 教授〈ヒューマンエラー〉

社会安全学部は、ことしで
開設 9年目。まだ、フレッ
シュなあたらしい学部です。
だから、あたらしいことに
チャレンジしたいという人
には、ゼッタイ向いていま
す！ そしてもうひとつ。じっ
くり深めたいという人にも
向いています。「安全・安心」
を切り口に、2 8人の先生が、多角的に徹底指導してくれます。
「社安（しゃあん）」ならではの学生生活の楽しみ方の秘訣
を、現役大学生が、こっそり、いや、大胆にお伝えします　v^o^ /

大学生がガイドする
キャンパスツアー

必見！ “ゼミ室”を大公開！

● 社会安全学部紹介 9階 M910

● 入試概要説明会 9階 M910

　 社会安全学部の入試概要をはじめ、関大入試の最新情報をお届けします。

● キャンパスツアー
 （●ゼミ室探訪 ＋ ●キャンパス見学）

● キャンパスツアー
 （●ゼミ室探訪 ＋ ●キャンパス見学）

● 学生トークショー
 9階 M910

● 学生トークショー
 9階 M910

● フリータイム 9階 オープンスペース

● 各種相談コーナー　 相談ブースで各担当者が、入試に関する相談 ・ 4年間の学びの
流れや授業の選択方法 ・ 下宿に関するご相談などにお答えします。

● 資料配布コーナー　 2019年度の大学案内、入試ガイド、
各学部パンフレットなどを配布しています。

学部紹介ガイダンス 奥村 与志弘 准教授〈総合防災・減災学〉

社会安全学部は、安全・安心に関して、幅
広い視野で学べる、まさに世界に一つだ
けの学部です。文系・理系は問いません。
大切な人の命を守るために、将来、「社会
に貢献したい！」という情熱を持っている
皆さん、どのような学生生活が待っている
のか、どのようなキャリアアップをはかる
ことができるのか、わたしからも“情熱を
もって”お伝えします。

津波はどのように迫っ
て来るのか？最新のシ
ミュレーション、そして、
ＡＲを駆使した「可視化」の技術で
TSUNAMIを実感してみよう！

航空機を操縦する時に
は、どんな危険があるの
か？ クレーンを操作する
時には、どんなリスクが潜んでいるの
か？安全確保の重要性を体験しよう！
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社会安全学部  プログラム （高槻ミューズキャンパス）
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社会安全体験実習オープンスペース

入門演習外部実習 ゼミ合宿

社会安全実践演習（危機管理本部運営）勾配水路実験

ゼミ風景

卒業研究発表会

社会安全学部は、ことしで

高橋ゼミ 高橋 智幸 教授〈水災害論〉

学部紹介ガイダンス 奥村 与志弘 准教授〈総合防災・減災学〉

社会安全学部を
知ろう！

社安生によるトー
クショー！

 ゼミでの研究を体
験しよう！ 

社会安全学部は、
こんな学部です！！

理系

文系

オープンキャンパスご来場のみなさまへ
●熱中症対策のため、こまめに水分補給や休憩などをとっていただき、各イベントにご参加ください。
●ご気分が悪くなられた場合は、お近くのスタッフにお声がけください。

2018グリーンキャンパス
社会安全学部（高槻ミューズ

キャンパス）
10：00

〔集合場所：9階 M910〕

いのちを
守る、救う

、支える！

社会貢献
のフロン

トランナ
ーを目指

そう

 就職率 
99.6%!!
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高槻ミューズキャンパスへは
階段を下りずに歩行者デッキ
をお進みください。

歩行者デッキを下りて、
線路沿いを直進し、
高槻ミューズキャンパス
へお越しください。

（階段）

至 京
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JR「高槻」駅から徒歩約7分、
阪急「高槻市」駅から徒歩約10分

高槻ミューズキャンパスへのアクセス

事前予約不要

日


