
高槻キャンパスへのアクセス
（高槻キャンパスへはバスをご利用ください。） 高槻ミューズキャンパスへのアクセス

JR
高槻
駅

至 京
都

北口

至 大
阪

商店街

アル・
プラザ

住宅
棟

住宅棟

⑤

西武高槻
ショッピング
センター臨時バス乗り場
西武高槻
ショッピング
センター

通常バス乗り場
西門

大阪医大
病院

●大桑皮膚科

三井住友銀行 ●

松坂屋

アル・
プラザ

オーロラモール
西武高槻店

社会医療法人愛仁会高槻病院 ●

愛仁会
リハビリ

テーション病院

西門

関西
大学

高槻
ミュ
ーズ

キャ
ンパ
ス

大阪医大
病院

いまむら
こどもえん
いまむら
こどもえん

（階段）

●大桑皮膚科

三井住友銀行 ●

松坂屋

アル・
プラザ

オーロラモール
西武高槻店

社会医療法人愛仁会高槻病院 ●

愛仁会
リハビリ

テーション病院

歩道橋歩道橋

JR
高槻
駅

阪急
高槻
市駅

N

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
都→

←至
 大阪

北門北門

JR「高槻駅」から徒歩約7分、阪急「高槻市駅」から徒歩約10分

★2つのキャンパスを1日で体験しよう！！★

高槻ミューズキャンパス
（社会安全学部）

JR高槻駅

高槻キャンパス
（総合情報学部）

2学部の学びに
ふれてみよう ！

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。

ミューズキャンパス経由 バス時刻表
高槻キャンパス
出発予定

ミューズキャンパス
到着予定

11：15 11：50
11：45 12：20
12：45 13：20
13：00 13：35
13：15 13：50
13：45 14：20

堺キャンパス （人間健康学部） 千里山キャンパス

※ 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。

オープンキャンパス 2018

10:00~16:00

20193/23
フレッシュ
キャンパス

土

10:00集合（午前のみ実施）

9/29
チャレンジ
キャンパス

土

社会安全学部（高槻ミューズキャンパス）◀

▶総合情報学部（高槻キャンパス）

■高槻キャンパス 総合情報学部
■高槻ミューズキャンパス 社会安全学部
■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
■堺キャンパス 人間健康学部

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）

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、こまめな水分補給や休憩などをとっていただき、
各イベントへご参加ください。
● 受付セット（手提げ袋）のなかにドリンクチケットをご用意しており
ますので、ぜひご利用ください。
● 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 サマーキャンパス

オープンキャンパスガイド 事前予約不要
入退場自由

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/

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 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。

関西大学入試センター
公式YouTube
「動画で見る関西大学」で
検索してください。

検索関大 入試

※ ミューズキャンパス経由の臨時無料バスに
乗車した場合の所要時間となります。

社会安全学部総合情報学部

8/25土
10:00~16:00

2つのキャンパスで
同時開催 ！

JR高槻駅 → 高槻キャンパス

  9  時 00 10    20 25 30 40 50
10 時 00 10 20 30
11 時 00 30
12 時 00 30
13 時 00 30
14 時 00 30
15 時 00 30

※ 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。

JR高槻駅  バス乗り場

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。

ご注意

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。

ご注意

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

オープンキャンパス用臨時無料バス
所要時間 ： 約30分

高槻キャンパス→（ミューズキャンパス経由）→JR高槻駅

  9  時 35 45 55
10 時 10 35
11 時 00 ミ15 30 ミ45
12 時 ミ15 40 ミ45
13 時 ミ00 ミ15 40 ミ45
14 時 10 20 30   40 50
15 時 15 30   45
16 時 00 10 30
※ミ … ミューズキャンパス経由 JR高槻駅北行
※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。

オープンキャンパス用臨時無料バス
所要時間 ：  直通  約30分

ミューズキャンパス経由  約45分

高 … JR富田駅経由 JR高槻駅北行

高槻キャンパス  バス乗り場

約35分
（臨時無料バス）

約10分
（徒歩）

社会安全学部（高槻ミューズキャンパス）

総合情報学部（高槻キャンパス）

臨時無料バスで
高槻ミューズキャンパスへ

移動（約35分）

SOJO生によるゼミ研究紹介
随時実施

ゼミ研究紹介
社安生による体験イベント

随時実施

これでわかる ！
総合情報学部紹介＆就職セミナー

10：00～10：30

社安生によるトークイベント
14：00～14：30

各種相談コーナー
随時実施

キャンパスツアー ★ゼミ室探訪
15：00～

3つの「系」別体験イベント
社会情報システム系
10：40～11：30

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

ＪＲ高槻駅
行き

ＪＲ富田駅
行き

10時 17 37 57 48

11 時 17 37 57 49

12 時 17 37 57 42

13 時 17 37 57 48

14 時 17 37 57 39

15 時 17 37 57 22     35

16 時 17 37 57 高 28

お越しの際は

お帰りの際は

有料バス（高槻市営バス）
所要時間 ： 約20分



総合情報学部プログラム（高槻キャンパス）

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

 E 棟 

関大生への
質問コーナー
随時実施

キャンパスツアー

10：40～11：20

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B1F 図書館

■ 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。

E棟1F TE102

E棟1F TE102

E棟1F TE102前
オープンスペース

■  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より配付開始です。
（定員に達し次第配付終了）

メディア情報系
※ 整理券配付場所（先着順）
E棟B1F コミュニティ・ルーム前

井浦 崇 先生

社会情報システム系 北島 治 先生

コンピューティング系
※ 整理券配付場所（先着順）
E棟B1F コミュニティ・ルーム前

荻野 正樹 先生

■ SOJO生による
ゼミ研究紹介

久保田ゼミ
生き抜く力を磨く ●久保田 真弓 ゼミ

研谷ゼミ
卒業論文ライブラリー ●研谷 紀夫 ゼミ

E棟B1F コミュニティ・ルーム

E棟1F TE101

E棟1F TE101

TC103C棟1F

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

12：00～12：40

入試説明会

14：30～15：10

保護者対象説明会

11：40～12：20

SOJO生による
ゼミ研究紹介
10：30～随時実施

これでわかる ！
総合情報学部紹介
＆就職セミナー
10：00～10：30

3つの「系」別体験イベント
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
13：00～13：30

これでわかる ！
総合情報学部紹介
＆就職セミナー
10：00～10：30

SOJO生による
ゼミ研究紹介
10：30～随時実施

「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

10：40～11：20

高槻図書館

自由見学

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。※

B棟3F TB301

E棟1F TE104

■テーマ「夏の勉強総復習（英語問題の実践＆解説）」 B棟3F TB301

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！

10：30～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

11：40～12：20 13：40～14：20

10：40～11：40

12：00～12：40 14：30～15：10

10：00～10：30 13：00～13：30

11：00～11：50

12：00～12：50

13：40～14：30 10：40～11：30 

15：00～15：40 14：00～14：40 10：40～11：20 11：40～12：20 12：40～13：20 

13：40～14：30

14：00～14：50

学部・入試
相談コーナー
随時実施

「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
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、事前に配付する
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。

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）」

社会情報システム系
北島 治 先生

価格戦略ゲームなどのビジネス
ゲームを通して、経営上の意思決
定がどのような結果を生み出す
のかを体験してみよう！

※“学部紹介ガイダンス”・“入試概要説明”と重複する内容もありますので、予めご了承ください。

★定員制（各回50名）

★定員制（各回50名）

受 付

久保田ゼミ 
生き抜く力を磨く
 久保田 真弓 ゼミ

「伝えること」の難しさを感じたこと
ありませんか？ 様々な人が暮らす
この地球で生き抜く力、「コミュニ
ケーション能力」を一緒に育みま
しょう！

研谷ゼミ 
卒業論文ライブラリー 
 研谷 紀夫 ゼミ

本コーナーは様々なメディアコン
テンツなどについて調査している
「とぎやゼミ」の卒業論文を自由に
読めるライブラリーです。気軽にお
越しください。

★ 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！

★ コンピューティング系
荻野 正樹 先生

堺市博物館とのコラボレーション
の紹介 ～須恵器を題材としたプロ
グラミングチャレンジ～

2F 購買店 10：00 ～ 16：00

1F 食　堂 11：00 ～ 14：00

 L 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。

定員制（各回50名）
E棟B1F、コミュニティ・ルーム前で整理券
を配付します。

定員制（各回50名）
E棟B1F、コミュニティ・ルーム前で整理券
を配付します。

 B 棟 

 K 棟

C 棟 

ギャラリーB1 F アンケート提出 ・ 関大オリジナルグッズ
交換場所

［K棟］

3 F
■入試説明会
■  特別イベント「夏の勉強総復習
（英語問題の実践＆解説）」

■キャンパスツアー集合場所

■高槻図書館  自由見学

TB301

1F

B1 F

TB105

図書館

［B棟］

1F
★定員制（各回50名）

■  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）

■  3つの「系」別体験イベント
（コンピューティング系） 荻野 正樹 先生

スタジオ

TC103

［C棟］

■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

■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

TE102

TE104

TE102前
オープンスペース

1 F

B1 F

TE101
■3つの「系」別体験イベント（社会情報システム系）　北島 治 先生

コミュニティ・
ルーム

★コミュニティ・ルーム前で3つの「系」別体験イベントの整理券を配付しています。
（コンピューティング系　各回50名） （メディア情報系　各回50名）

［E棟］

■SOJO生によるゼミ研究紹介 ● 久保田 真弓 ゼミ　
● 研谷 紀夫 ゼミ　

関西大学 バス停

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 ！ 11：00 ～



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

■ 学部紹介ガイダンス 社会安全学部の学びの内容をはじめ、
就職状況などについて説明します。 西村 弘 先生

■ 入試概要説明 社会安全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 奨学金制度や入試のポイントなどについて説明します。※

★テーマ「夏の勉強総復習（英語問題の実践＆解説）」

■ 進学相談コーナー 入試に関する相談に入試センター職員がお答えします。

■ 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。

■ 学生生活相談コーナー 4年間の学びの流れや授業の選択方法についてなど、高槻ミューズキャンパス職員がお答えします。

■ 学び相談コーナー 社会安全学部ではどんなことが学べるの？ 社会安全学部教員がお答えします。

■ 就職状況質問コーナー 就職活動の気になる“あれこれ”をキャリアセンター職員がお答えします。

■ 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。

■ 図書館見学 学習・研究のための資料を中心に所蔵する大学図書館を自由に見学できます。

安全・安心を体験しよう！
★ゼミ研究紹介

■ 土と触れ合おう！ 小山 倫史 先生

■  心理テストであなたの
失敗の“傾向”と“対策”を診断しよう！！ 元吉 忠寛 先生

■ ファッションで世界を安全にしよう 桑名 謹三 先生

■ ゲームで学ぶ！  地震に強い建物はどれ？ 一井 康二 先生

■ 人体加圧体験～どこまで耐えられる？ 川口 寿裕 先生

安全・安心を学ぼう！
★特別講義

■ 防災力アップ！　サバイバル情報術 近藤 誠司 先生

■  人はどうして賢く怖がることができないのか？
社会心理学から考える 土田 昭司 先生

キャンパスツアー
★ゼミ室探訪 要予約

必見！ゼミ室を大公開！“社安”ならではの施設を、関大生がご案内します。
※5Fオープンスペースにて10：00より先着順に整理券を配付します（定員になり次第締切）。

★社安生による
　キャンパスライフ紹介 ■ だいたいわかる！  “社安”の学生生活！

★ 社安生による
体験イベント

■ 飲酒状態は危険がいっぱい！  ～酔っぱらい歩行体験～ 

■ 楽しく遊んで、楽しく学ぼう！ 「防災わなげ」

■  安全・安心を脅かす危機に直面した時…
判断の分かれ道！あなたなら、どう判断しますか？ 

社会安全学部を知ろう！

特別イベント

学部・入試を知ろう！

わからないことは質問！  資料も持ち帰ろう！

※“学部紹介ガイダンス”・“入試概要説明”と重複する内容もありますので、予めご了承ください。
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テラス

ミューズホール

学生控室

M601 理工実験室 1
M602

■フロアガイド

社会安全学部プログラム（高槻ミューズキャンパス）

10：00～16：00M3023F

レストラン内1F 10：00～16：00 

M3013F 10：00～16：00 

6F M601 14：00～15：00

5F ミューズホール 13：00～13：30

5F ミューズホール 10：00～10：30 12：00～12：30

5F ミューズホール 10：30～11：00 12：30～13：00

3F M304 11：30～12：00

3F M304 11：00～11：30

M6026F 12：00～12：30 14：00～14：30

安全・安心を体験しよう！
★ゼミ研究紹介

防災力アップ！
サバイバル情報術

近藤 誠司 先生【災害情報論】 
豪雨や津波などの危難が迫っていることを知
らせてくれるのも、日頃の備えを後押ししてく
れるのも情報です。私たちは情報を駆使して、
自分自身の命と大切な人の命を守り抜く必要
があります。その術を学びましょう！

あなたもだまされるかも？
悪質商法の手口と対策
岡本 満喜子 ゼミ 【事故調査制度論】

近年、悪質商法の手口が多様化してい
ます。その一部と防犯対策を寸劇でご
紹介します。

安全・安心を学ぼう！ 
★特別講義
多様な専門分野をもつ教員陣の講義を
体験できます。また、社会安全学部での
学びの内容を各専門分野からの視点で
紹介します。

「安全・安心」の
多彩な学びを

実際に見て、触れて
感じてください！

学生スタッフのおすすめポイント！
POINT

1F レストラン内

オープンキャンパス会場
（西館）

北 門
西 門

受付：1Fレストラン内

北 館

1F レストラン内

レストラン内

図書館

レストラン内

ミューズホール オープン
スペース

M601

3F

5F

10F

■ 学部紹介ガイダンス
■ 入試概要説明
■ 保護者対象説明会

キャンパスツアー ★ゼミ室探訪　整理券配付（事前予約）・集合場所
※事前に予約してください。（10:00～ 先着順）

★  社安生による体験イベント
■  楽しく遊んで、楽しく学ぼう！ 「防災わなげ」

■  安全・安心を脅かす危機に直面した時…
判断の分かれ道！あなたなら、どう判断しますか？

★  社安生による体験イベント
■ 飲酒状態は危険がいっぱい！～酔っぱらい歩行体験～

★ 特別講義
■ 防災力アップ！　サバイバル情報術
■  人はどうして賢く怖がることができないのか？
社会心理学から考える

M303

M305

M306
M307

M304
オープン
スペース

■ 進学相談コーナー ■ 学び相談コーナー
■ 関大生への質問コーナー ■ 就職状況質問コーナー
■ 学生生活相談コーナー ■ 資料配布コーナー 

★ゼミ研究紹介　■ 土と触れ合おう！

★ゼミ研究紹介
■ 心理テストであなたの失敗の“傾向”と“対策”を診断しよう！！

■ ファッションで世界を安全にしよう

■ ゲームで学ぶ！  地震に強い建物はどれ？

★ 特別イベント
「夏の勉強総復習（英語問題の実践＆解説）」

■ 休憩所

■ 受付

■ 図書館見学　10：00～16：00

アンケート回収・ 関大オリジナルグッズ交換場所
11：00～16：00

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。

レストラン
11：00～14：00

ブックセンター
10：00～16：00

コンビニ
10：00～17：00

6F

M301

レストラン内

M1006 M1014キャンパスツアー ★ゼミ室探訪
安全な「まちづくり」に向けた実践的な研究を魅せる！

キャンパスツアー ★ゼミ室探訪
あなたもだまされるかも？ 悪質商法の手口と対策

M602

理工実験室1

★ 社安生によるキャンパスライフ紹介
■ だいたいわかる！  “社安”の学生生活！

★ゼミ研究紹介
■ 人体加圧体験～どこまで耐えられる？

3F M305

3F M306

3F M307

6F 理工実験室1

3F M303 10：00～16：00 

10：00～16：00 

10：00～16：00 

10：00～16：00 

10：00～16：00 

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）」

5F オープンスペース集合 11：00 出発 13：00 出発 15：00 出発

？
魅力的な研究室が

いっぱい！

当日 見に来てくだ
さい！！

ファッションで世界を
安全にしよう

桑名 謹三 先生 【保険論】
このイベントでは、現在、注目されているエシ
カル消費の１つであるエシカルファッション
について説明します。エシカルファッションと
ハイストリートファッションの違いを現物を
見ながら体験してもらいます。

人体加圧体験
～どこまで耐えられる？

川口 寿裕 先生 【群集安全論】
群集事故に巻き込まれると、中にいる人には
150～200kg以上の力がかかると言われてい
ます。それがどれほどの力なのか実際に体験
してみましょう。

ゲームで学ぶ！
地震に強い建物はどれ？

一井 康二 先生 【耐震工学】
高槻でも大きな地震がありました。建物が地震
に対して大丈夫かどうかを調べることを、耐震診
断といいます。また、耐震診断でNGとなった建築
物は、耐震補強が必要です。そこで、耐震診断と
耐震補強について、ゲーム形式で学びます。

安全な「まちづくり」に向けた
実践的な研究を魅せる！

越山 健治 ゼミ 【防災まちづくり】
近年、地震や水害、台風、熱波など、多くの自然災害が
発生しています。また、建物火災や人混みによる事
故、犯罪など、日常われわれが暮らす空間でも危険な
事象が発生しています。このイベントでは、このような
現代社会における「まちの安全」をどのように考えて、
大学で研究しているのかの一端を紹介します。

キャンパスツアー 
★ゼミ室探訪

文系

理系 理系

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

※要予約［整理券が必要です］
5Fオープンスペースにて10：00より
先着順に整理券を配付します
（定員になり次第締切）。

ラジオ収録（近藤ゼミ）

社会安全体験実
習 世界遺産プレア・ヴィヘア寺院での地盤調査（小山ゼミ）人体加圧実験（川口ゼミ）

学部紹介ガイダンス 社安生による体験イベント
社安生によるキャ

ンパスライフ紹介

社会安全学部を知ろう！

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！

心理テストであなたの失敗の
“傾向”と“対策”を診断しよう！！

元吉 忠寛 先生 【災害心理学】 
あなたはふだん失敗することが多いですか？まずは簡単な心理
テストであなたの失敗の傾向を診断します。そして失敗が起き
る心理学的なメカニズムを理解して、失敗を減らすための対策
について考えましょう。

文系

文系

文系 人はどうして賢く怖がることができ
ないのか？  社会心理学から考える

土田 昭司先生【社会心理学】
津波や豪雨などの警報が発令されても「たい
したことはない」「大丈夫だ」と安心している
人は多くいます。人間はなぜ正しく賢明に”怖
がる”ことができないのでしょうか。社会心理
学をもとに考えてみましょう。

文系

理系

M302

土と触れ合おう！
小山 倫史 先生 【地盤災害論】

7月の西日本豪雨では多数の斜面崩壊が発生し、
崩壊した土砂が河川に流れ込むことで甚大な被害
が出ました。斜面崩壊以外にも地盤の液状化など
地盤災害を起こしやすい土とはどのようなもので
しょうか？　実際に土を触ってみて考えてみましょう！

理系

1F 図書館 10：00～16：00


