
体験イベントに参加しよう!

オープンキャンパス会場
（西館）

北 門

西 門

社会安全学部　プログラム 場　所

■入試説明 5F ミューズホール

 ■学部紹介 ＆ 模擬講義 「暮らしの中の安全と法」 秋山 まゆみ 先生

暮らしの中で便利に使っている製品でも、誤った使い方をするととても危険なものになって
しまうことがあります。安全とは何か、消費者事故にあわないためにはどうしたら良いのか、
実際に事故にあってしまったらどうすれば良いのかなどについて解説します。

5F ミューズホール

■キャンパスツアー 5F ミューズホール
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身近に潜む恐怖 ！！  ～液状化現象～ ★

2F 安全ミュージアム奥
土砂災害のメカニズムを解明しよう ！ ～あなたの住んでいる場所は大丈夫 ！？～ ★

クイズにチャレンジしよう ！  ～防災編～ ★

必ず役に立つ ！  防災グッズ ★

原子力災害からの復興：福島県楢葉町のフィールドワークから ★★
2F マルチミーティング

ルーム 地震時の建物の揺れを再現 ！？ ★★

■社会安全学部相談コーナー  ■入試相談コーナー
2F 安全ミュージアム手前

■資料配布コーナー
■高槻ミューズ大学図書館  見学 1F ミューズ大学図書館

社会安全学部（高槻ミューズキャンパス）

■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
■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）
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/

関西大学入試センター
LINE@で関大の今を配信中！！

公式アカウントより「関西大学」で検索してください。
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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。
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（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

高
槻
ミ
ュ
ー
ズ
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス

関大 入試 検索

関西大学の入試アプリ「Kan-Dai入試」で
入試情報・イベント情報をGET!

「関西大学入試アプリ」で検索してください。

入試説明会（10～11月） 事前予約不要  入退場自由

参加者には
●「2015 年度一般入試・
　センター利用入試要項（願書）」
●「2014 年度一般入試過去問題集」
●「関西大学オリジナルグッズ」
　をプレゼント！

平日 17:30～　土日 14:00～
千里山キャンパス 10/25（土）
宝塚 11/  1（土）
難波 11/  2（日）
京都・姫路 11/  4（火）
和歌山 11/  5（水）
奈良（西大寺）・神戸 11/10（月）
枚方 11/11（火）
なかもず・加古川 11/12（水）
西宮 11/13（木）
天王寺 11/19（水）
奈良（八木） 11/21（金）
ほか 東京・金沢・福井・浜松・名古屋・津・草津・
松江・岡山・広島・山口・高松・松山・高知・
小倉・福岡・熊本・鹿児島　全国32 会場で実施

全受験生にオススメ ！
英語問題の攻略法がつかめる
英語対策講座を実施！

10：00
▼

11：00
▼

12：00
▼

13：00
▼

入試説明
10：00～10：35

入試説明を聞き、模擬講義を受講する 11：20～は 興味のあるプログラムに参加しよう ！　残りの時間は各コーナーで情報を収集 ！

学部紹介＆模擬講義
10：40～11：20

キャンパスツアー
11：35～12：15

体験イベント
12：20～

体験イベント
11：20～

チャレンジキャンパスの
歩き方

学部相談コーナー
入試相談コーナー

資料配布
コーナー 図書館見学

学部相談コーナー
入試相談コーナー

資料配布
コーナー 図書館見学 キャンパスツアー

12：20～13：00

10：00～10：35

10：40～11：20

11：20～13：00

11：20～13：00

11：20～13：00

11：35～12：15 12：20～13：00❶ ❷

（ ）★ 所要時間   約5分
★★ 所要時間 約10分

2015.3.28(土)
10：00～16：00オープンキャンパス 千里山キャンパス

■  身近に潜む恐怖！！ ～液状化現象～
社会安全学部祭典実行委員会

東日本大震災後、ディズニーランドでの被害等により
話題になった液状化。現役の社会安全学部生がこの
現象についてメカニズムや被害が分かるような実験
装置を作りました。過去の被害、対策も含めた資料と
ともに実演します。液状化について社会安全学部の
先輩と一緒に学びませんか？

〈所要時間 約5分〉

■  土砂災害の
　　　メカニズムを解明しよう！
～あなたの住んでいる場所は大丈夫！？～

社会安全学部祭典実行委員会
近年の異常気象により、多発している土砂災害。この
８月にも広島県で大きな被害がありました。防災のた
めに土砂災害について学んでみませんか？

〈所要時間 約5分〉

■ クイズにチャレンジしよう！
～防災編～

KUMC（学生団体）
大学生が考えたオリジナルの防災問題にチャレンジ
してみよう！ 社会安全学部ならではのクイズもあり
ます。クイズを通して大学生と楽しく交流しながら学
びましょう。

〈所要時間 約5分〉

■  地震時の建物の揺れを再現！？

林  能成 先生
紙でできた簡単な模型を使って、地震の揺れ方の違
いによる建物の揺れを検証します。超高層マンション
がゆっくりとした地震で揺すられた時に起こりうる問
題など、都市の地震防災について考えます。
 〈所要時間 約10分〉

■  原子力災害からの復興
 ： 福島県楢葉町のフィールドワークから

永松 伸吾 先生
社会安全学部 減災政策研究室（永松ゼミ）では、災害の
被害の軽減や、速やかな社会の回復を実現する政策を研
究しています。このイベントでは、ゼミの紹介に加え、原子
力災害の被害地である楢葉町の復興課題を探るフィール
ドワークの成果を発表します。 〈所要時間 約10分〉

■  必ず役に立つ！ 防災グッズ

KUMC（学生団体）
皆さんの家にある身近なものが、災害が起こったと
きに大変身 ！  そんなグッズをご紹介します。知って
おくと便利な知識をこの機会にぜひ覚えて帰ってく
ださい！

〈所要時間 約5分〉

※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。

10:00～13:00
★集合  10:00

〔集合場所：5F ミューズホール〕

参加者には

関大オリジ
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社会安全学部
(高槻ミューズキャンパス)

10 /5 日

事前予約
不要

2014チャレンジキャンパス

■フロアガイド

1F
■ 自由見学ミューズ大学図書館

レストラン　11：30～14：00

安全ミュージアム
手前

マルチミーティングルーム

安全ミュージアム奥
2F ■社会安全学部相談コーナー

■入試相談コーナー

■資料配布コーナー 

☆体験イベント　
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ミューズホール
■入試説明
■  学部紹介＆模擬講義
「暮らしの中の安全と法」5F

ミューズホール ■ キャンパスツアー集合場所
（①11：35～、②12：20～）  


