
13:30

9:45~10:30

学部紹介・ミニ講義

《社会情報科学》

12:45~13:15

学部紹介《国際商経》

9:45~10:15

学部紹介《国際商経》

11:00~11:30

ミニ講義

《国際商経・経営》

12:00~12:30

ミニ講義

《国際商経・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ》

11:00~11:30

学部紹介《国際商経》

9:30~10:00

学部紹介《国際商経》

10:15~10:45

ミニ講義

《国際商経・経済》

11:30~12:00

英語外部検定の扱いに

ついて（国際商経学部）

個別相談会 (10:00～14:00)　※13：30に受付終了

12:15~12:45

英語外部検定の扱いに

ついて（国際商経学部）

11:45~12:15

ミニ講義

《国際商経・経済》

10:00~10:30

ミニ講義

《国際商経・経営》

12:30~13:15

学部紹介・ミニ講義

《社会情報科学》

11:00~11:45

学部紹介・ミニ講義

《社会情報科学》

11:00~11:30

ミニ講義

《国際商経・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ》

10:45~11:15

学部紹介《国際商経》

キャンパスツアー (10:00～13:00）　※出発時間は学術情報館前に掲示しています

受付 キャンパス入口 ★ 受付(14:00まで)

14:00

イベント内容 場所 MAP
9:30 10:00 10:30 11:00 13:0011:30 12:00 12:30

副専攻PR
教育棟Ⅲ

１１５講義室
Ⓒ

第四会場

（教育棟Ⅱ　２０１講義室）

10:15~10:45

学部紹介《国際商経》

副専攻PR (10:00～14:00)

教育棟Ⅱ１０４講義室
Ⓑ ご自由にご利用ください（14:00まで）

資料配布コーナー

⑥

在学生との交流

休憩室

個別相談会 教育棟Ⅰ　２階

在学生との交流（10:00～14:00）

生協食堂 大学会館 ⑨

――――――――――――――――――――――――――――　ミ　ニ　講　義　題　目　――――――――――――――――――――――――――――――　

英語外部検定

相談コーナー

教育棟Ⅲ

１１６講義室
Ⓒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食堂営業 11:00～ (ラストオーダー13:30)

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※営業時間前も休憩所としてご利用ください (開場 8:30～)

英語外部検定相談コーナー(10:00～14:00)

Ⓐ

キャンパスツアー

学術情報館　１階

教育棟Ⅱ１０５講義室

第五会場

（教育棟Ⅱ　２０２講義室）

学部紹介/ミニ講義

第一会場

（三木記念講堂）
⑪

第二会場

（教育棟Ⅱ　１０１講義室）

Ⓑ

第三会場

（教育棟Ⅱ　１０２講義室）

Timetable
2019.8.6 TUE 

兵庫県立大学 神戸商科キャンパス

Open Campus 2019Open Campus 2019

国際商経学部 経済学コース

教授 西山 博幸

経 済 学 を「使って」みよう

- テーマパーク料金 のおはなし -

国際商経学部 経営学コース

教授 川上 昌直

アベンジャーズ が終わらない理由

- ビジネスモデルで解く ディズニー -

国際商経学部 グローバルビジネスコース

講師 キョウ エンエン

Does Coke Taste the Same Everywhere ?

- The Balance between Globalization

and Localization -

社会情報科学部

准教授 笹嶋 宗彦

Are You  Hungry ?

- Secret  of  RAMEN -

（飲食スペース）

（飲食スペース）

2階の売店は9:00～営業！（県大グッズ、冷たい飲み物など）

（飲食スペース）

入口でお住まいの

相談会をしています。



Campus MapCampus Map

※お願い

●トイレは④(教育棟)⑥(学術情報館)⑨(大学会館)⑪(三木記念講堂)のご利用をお願いします。他の建物内への立ち入りはご遠慮ください。

●キャンパス内で迷った場合や、ご不明な点がある場合は、「STAFF」カードを着用したスタッフにお気軽にお尋ねください。

●適宜水分補給をするなど、体調管理には十分お気を付けください。

●体調がすぐれない場合は、スタッフにお声がけいただくか、教育棟Ⅰ(④Ⓐ)内にある保健センターへお越しください。

●職員がオープンキャンパスの様子を撮影しています。個人が特定されない写真に限り、本学の広報物等に利用する場合があります。

●工事車両が通行しますので、十分お気を付けください。

★ 受付

Ⓐ 教育棟Ⅰ

◆個別相談会 ※2階受付で整理券をお受け取り下さい

皆さんのお悩み事を解決します！

204演習室：国際商経学部経済学コース・経営学コース

205演習室：国際商経学部経済学コース・経営学コース

206演習室：国際商経学部グローバスビジネスコース

207演習室：社会情報科学部

Ⓑ 教育棟Ⅱ

◆学部紹介(101・102・201・202講義室)

◆ミニ講義(102・201・202講義室) 

こんな学部で、こんな講義をしています！

◆英語外部検定の扱いについて（国際商経学部）

(101・102講義室)

◆休憩室(104講義室)

◆資料配布コーナー(105講義室)

ご自由にお持ち帰りください！

Ⓒ 教育棟Ⅲ

◆副専攻㏚(115講義室)

主専攻以外にも学べます！

◆英語外部検定相談コーナー(116講義室)

英語外部検定の相談に乗ります！

❻ 学術情報館

◆キャンパスツアー

在学生がキャンパスをご案内します！

◆在学生との交流会

受験からキャンパスライフまで、

何でもお聞きください！

◆閲覧室（図書館）

充実した図書館をご体験ください！ ※飲食はご遠慮ください

❾ 大学会館

◆生協食堂(開場8:30~ 営業11:00~)

名物の県大唐揚げやカレーなど様々なメニューがあります！

◆一人暮らし住まい相談コーナー(食堂入口)(9:00~)

一人暮らしの方に向け、お住まいの相談会を開催しております！

◆売店(2階)(営業9:00~）

県大グッズや冷たい飲み物、アイスクリームあります！

⓫ 三木記念講堂

◆学部紹介（国際商経）

◆ミニ講義（国際商経）

こんな学部で、こんな講義をしています！

学園都市駅

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

UNIQLO

BRANCH神戸

学園都市店

古着回収

やってます！

まちスポ

神戸

地域活動報告

してます！

兵庫県立大学
神戸商科キャンパス

施設の名称
①本部棟 ②研究棟Ⅰ ③研究棟Ⅱ ④教育棟 ⑤会計研究棟 ⑥学術情報館 ⑦体育館 ⑧クラブハウス ⑨大学会館(生協・食堂)

⑩大学会館別館(閉鎖中) ⑪三木記念講堂 ⑫グラウンド ⑬野球場 ⑭プール ⑮テニスコート ⑯弓道場 ⑰国際学生寮(建設中)

Ⓐ教育棟Ⅰ

Ⓑ教育棟Ⅱ

Ⓒ教育棟Ⅲ

完成予想図

★

（受付）

※
撮
影
・
録
音
不
可

※
撮
影
・
録
音
不
可

社会情報科学部

のアンケート調査

ご協力の方に、

粗品プレゼント！

＊当日は、駐車場の使用を禁止しますので、公共交通機関でお越しください。


