
高槻キャンパスへのアクセス 高槻ミューズキャンパスへのアクセス

JR高槻駅より臨時無料バスを運行 ！
9：15〜15：30まで運行
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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。
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●臨時バスのりば〈無料〉
高槻キャンパス直行の 
臨時無料バスの発着場所です。 

（約20分）

●⑤ 通常バスのりば〈有料〉
通常のバスのりばです。 
有料となるためご注意ください。 

（280円）

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つのキャンパス間を無料マイクロバスが特別運行 ！
★2つの学びを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）

高槻キャンパス
（総合情報学部）

約30分

11：30 〜 15：00 （20分間隔で運行）循 環

●関西大学バス停
「臨時無料バス」「通常バス」の 

発着場所です。「貸切」と表示している 
バスにご乗車ください。

●高槻ミューズキャンパス行バスのりば
「高槻ミューズキャンパス行 

無料マイクロバス」の発着場所です。 
11：30～15：00の間、運行します。

高槻ミューズキャンパス行
無料マイクロバスのりば
（11：30〜15：00）

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）
※通常バスも

同じのりばのため注意 ！

北 門

高槻キャンパス

約20分 「貸切」と表示している
バスにご乗車ください。

JR高槻駅

JR高槻駅の中央改札を出て
左手の北出口が、高槻市営バ
スのロータリーです。

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。

無料マイクロバスで
高槻ミューズキャンパスへ
移動 （約30分）

2学部の学びに
ふれてみよう ！

受 付

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）

キャンパス間マイクロバス時刻表

JR高槻駅 ←→ 高槻キャンパス 臨時無料バス
運行時間　※所要時間 約20分

高槻市営バス 【有料】
運行時間　※所要時間 約20分

※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。

出
発
予
定

11：30 12：00

到
着
予
定

11：50 12：20
12：10 12：40
12：30 13：00
12：50 13：20
13：10 13：40
13：30 14：00
13：50 14：20
14：10 14：40
14：30 15：00
15：00 15：30

JR 高槻駅 → 高槻キャンパス
9 時 15 25 35 45

10 時 00 15 25 35 45 55
11 時 15 45
12 時 10 35
13 時 10 50
14 時 20 30 55
15 時 05 10 30

高槻キャンパス → JR 高槻駅
9 時 35 50

10 時 00 10 20 30 40 50
11 時 20 45
12 時 10 40
13 時 00 40
14 時 10 30 45
15 時 00 20 30 40 55
16 時 10 30

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
14 時 11 41 46
15 時 11 41 51
16 時 11 41

※両キャンパスとも同時刻の運行です。

堺キャンパス
（人間健康学部） 千里山キャンパス

10:00集合（午前のみ実施）

10/2 日

チャレンジ
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 2016

10:00~16:00

20173/25
フレッシュ
キャンパス

土

関西大学 
入試センター×LINE＠

関西大学 入試アプリ
「Kan-Dai入試」

関西大学 入学試験情報総合サイト
Kan-Dai web ［動画で見る 関西大学］

■ 関西大学と『友だち』になろう！
関西大学の最新情報や関大生の活躍についてご紹介するスマホコンテンツ
です。ぜひダウンロードして関西大学を身近に感じてください。

■ webサイトで最新情報をチェック！
入試イベント情報や関大生のキャンパスライフ紹介
など受験生を応援するコンテンツが満載！

「関西大学入試
アプリ」で検索して
ください。

LINEの友達画面から
「関西大学」で検索
してください。 入試センター公式YouTubeでは大学紹介ムービー

など数多くの動画を配信中！

SOJO生による
ゼミ研究紹介
随時実施

ゼミ体験
ゼミ紹介
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
コンピューティング系

10：30〜11：20

学部紹介

13：00〜13：30

安全・安心のタマゴ！
学生イベント
14：30〜15：00

特別イベント
「夏の終わりの基礎固め
（英語対策講座）」
13：30〜14：30

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）
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/ 検索関大 入試

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。

2016サマーキャンパス

オープンキャンパスガイド 8/28 日
10 :00~16:00

社会安全学部総合情報学部

2つのキャンパスで
同時開催 ！

事前予約不要
入退場自由



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

■ 学部紹介 社会安全学部の学びの内容をはじめ、
就職内定者による“就活体験談”も必聴！	 土田 昭司 先生

■ 入試説明 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、
就職状況などについて説明します。

★テーマ「夏の終わりの基礎固め（英語対策講座）」

■ キャンパスツアー 高槻ミューズ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。

■ 図書館見学 災害関係・事故の事例集の蔵書が特に豊富な�
ミューズキャンパスの図書館です。

■ 入試相談コーナー 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。

■ 下宿相談コーナー 専門の担当者が、下宿に関するご相談にお答えします。

■ 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 2017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。

■ 関大生によるなんでも相談所 オープンキャンパスの歩き方などを伝授します！

安全・安心を体験しよう！
★�ゼミ体験

■	体験！震度７	 林　ゼミ

■	容器の強さの限界を知ろう！	 小澤ゼミ

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

安全・安心を知ろう！
★�ゼミ紹介

①	行政もコピペをしている！安全・安心とコピペの関係とは？
②	世界の消防	～海外の消防はどうなっているか～	 永田ゼミ

■ 情報漏えいの穴、いくつ見つけられるかな！？
　	～身の回りの情報セキュリティを体験しよう～	 河野ゼミ

■ AR技術で津波が再現できる！？
　	～iPadやメガネを用いて現実世界に投影させよう～	 高橋ゼミ

■ ゼミ紹介展示

安全・安心を学ぼう！
★ミニ講義

■	安全を学ぶとはどういうことか？	
　	～挨拶から地震まで、身の安全の守り方～	 西村	弘	先生

■	ちょこっとぼうさい	特別編	
　	─	関大社安オリジナルの防災情報	─	 近藤	誠司	先生

安全・安心のタマゴ！
★学生イベント

■	学生に聞く！		社会安全学部ってどんな学部？

■	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！

施設を見よう ！

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！

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 館高槻キャンパス行
無料マイクロバスのりば

オープンキャンパスの
WEBアンケートを実施中！！

スマホで簡単に
回答できます！

❶	https://goo.gl/Nqz46w
　		または、右記2次元
コードからアンケート
画面にアクセスし、
回答を入力

❷		回答後に表示され
る画面をアンケート
コーナーで掲示し、

　	 関大オリジナルグッズ 	をゲットしよう！！
※ スマホでアクセスできない方は、1F 関大オリジナル

グッズ交換場所で直接お申し出ください。
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オープンスペース

マルチミーティング
ルーム	1・22 F

3 F

5 F
■	学部紹介
■	入試説明
■	保護者対象説明会

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

★	ミニ講義
■	安全を学ぶとはどういうことか？
■	ちょこっとぼうさい	特別編

★	ゼミ体験　■	容器の強さの限界を知ろう！

★	ゼミ体験　■	体験！震度７

■	図書館見学

マルチミーティング
ルーム	3

プロジェクトルーム1

M302 プロジェクトルーム2

M303

M304

オープン
スペース

安全・安心のタマゴ！		★学生イベント
■	安全・安心を脅かす危機に直面した時…

■	入試相談コーナー
■	関大生への質問コーナー
■	学生生活相談コーナー
■	下宿相談コーナー
■	学び相談コーナー
■	就職状況質問コーナー

★	ゼミ紹介
■	行政もコピペをしている！
■	世界の消防

★	ゼミ紹介
■	情報漏えいの穴、いくつ見つけられるかな！？

★	ゼミ紹介
■	AR技術で津波が再現できる！？

★	特別イベント
			「夏の終わりの基礎固め（英語対策講座）」

■	ゼミ紹介展示

■	資料配布コーナー	

■	キャンパスツアー集合場所
■	関大生による	なんでも相談所

■	受付
■	WEBアンケート
　	関大オリジナルグッズ交換場所高槻キャンパス行	

無料マイクロバスのりば（11：30～15：00） 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。

ミューズ	大学図書館

レストラン
11：00～15：00

ブックセンター
10：00～16：00

コンビニ
10：00～16：00

4F

■フロアガイド

M301

オープンスペース

社会安全学部プログラム（高槻ミューズキャンパス）

10：00〜16：00M3013F

マルチミーティングルーム	1・22F 10：00〜16：00�

M3043F 10：00〜16：00�

4F M401
13：30〜14：30

5F ミューズホール

5F ミューズホール
12：00〜12：40

5F ミューズホール
10：00〜10：30 13：00〜13：30

10：30〜11：00 13：30〜14：00

3F プロジェクトルーム1 10：00〜16：00�

10：00〜16：00�

3F プロジェクトルーム2 10：00〜16：00

5F オープンスペース 10：00〜16：00

3F M303 12：00〜12：30 13：30〜14：00

3F M303 11：30〜12：00 14：00〜14：30

マルチミーティングルーム32F 10：00〜16：00

M3033F 11：00〜11：30 12：30〜13：00 14：30〜15：00

1F ミューズ	大学図書館 10：00〜16：00

1F レストラン内 15：20〜16：00 14：40〜15：20 10：40〜11：20 12：40〜13：20 

3F オープン
スペース

5F オープンスペース

10：00〜16：00

10：00〜16：00

10：00〜16：00

10：00〜16：00

10：00〜16：00

10：00〜16：00

10：00〜16：00

12：00〜13：00 14：00〜15：00

安全・安心を体験しよう！
★ゼミ体験

社会安全学部を知ろう ！

■�心理テストであなたの失敗の
　�“傾向”�と�“対策”を診断しよう！！

元吉ゼミ
あなたはふだん失敗することが多いですか？まずは簡易診断テストで
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。

■ 安全を学ぶとはどういうことか？
　 〜挨拶から地震まで、身の安全の守り方〜

西村 弘 先生
「危険」はどこにでもあります。危険を認識しつつ、それで
も目的の達成と無事を図るのが「安全学」です。講義では
皆さんも参加して安全を考えて頂きます。

■ ちょこっとぼうさい 特別編
　 ─ 関大社安オリジナルの防災情報 ─

近藤 誠司 先生
災害情報研究室（近藤ゼミ）では、ラジオ大阪と連携して

「ちょこっと防災」というコーナーを放送しています。番組で
開発したオリジナルの防災情報を伝授いたします。

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「夏の終わりの基礎固め（英語対策講座）」

安全・安心を知ろう！
★ゼミ紹介

安全・安心を学ぼう！�★ミニ講義 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。

3F M302

「安全・安心」の
多彩な学びを
「体験イベント」で
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

地域の避難所でもある
高槻ミューズキャンパスの
防災設備を
「キャンパスツアー」で
紹介します！

学生スタッフの
おすすめポイント！POINT

②世界の消防��～海外の消防はどうなっているか～

■ 永田ゼミ

①行政もコピペをしている！
　安全・安心とコピペの関係とは？

■ 河野ゼミ

情報漏えいの穴、いくつ見つけられるかな！？
～身の回りの情報セキュリティを体験しよう～

■ 高橋ゼミ

AR技術で津波が再現できる！？
～iPadやメガネを用いて現実世界に投影させよう～

1F レストラン内

■�体験！震度７� 林ゼミ

震度７の揺れは桁違いの破壊力です。熊本地震では益城町でその震
度7が２回も観測されました。実は震度７の揺れは普通の起震車では
再現できません。「地震ザブトン」でリアルな震度７を体感し、この揺れ
に備えるにはどうしたらよいかを考えます。

M303 安全・安心のタマゴ！		★学生イベント
■	学生に聞く！		社会安全学部ってどんな学部？

■�容器の強さの限界を知ろう！
小澤ゼミ

材料の強度を超える強い力がかかると物体は破損
します。本実験ではアルミ缶の内部を真空にし、大
気圧によって缶が崩壊する様子を高速ビデオカメ
ラで観測します。またスチール缶を用いて、強度の
違いを調べます。

（社会安全学部専用アンケート）


