
Topics

後日UP！大谷大学新聞社
オープンキャンパスの様子を取材！
後日、大谷大学新聞社が記事をUPします！
※学内において広報活動のため、写真撮影を実施しています。

P.2のキャンパスマップを広げた
状態で各ページをご覧ください。
各プログラムの情報を読みながら
開催場所を参照いただけます。

※イメージ

当日パンフレットの
便利な使い方

❸学部・学科について知りたい！

「どんなことが学べるんだろう？」

「行きたい学部を詳しく知りたい」

「学部・学科選びに迷っている」

● 学部・学科別相談
● 学び紹介
● なんでも相談
● 在学生にきく
　国際交流
　　コーナー

❷入試について知りたい！

「どんな入試があるの？」

「入試対策について知りたい」

「受験の勉強方法に悩んでいる」

● 入試相談
● なんでも相談
● 入試制度紹介

❶大学全般について知りたい！

「大谷大学ってどんなところ？」

「大谷大学の雰囲気を知りたい」

「大学生活ってどんな感じだろう」

● 大学説明会
● 学生コミュニケーションブース
● キャンパス見学ツアー
● 人間学（学び紹介）
● 大谷大学生の1日

これを見れば迷わない！

オープンキャンパスナビ
これを見れば迷わない！

オープン
キャンパス

大谷大学

自分をみつめる。
“Real”をみつける。

午前の部
10：00 ─ 13：00
（受付時間9：30～）

午後の部
13：40 ─ 16：30
（受付時間13：00～）

2023

3.19 日
〒603-8143  京都市北区小山上総町

TEL：075-411-8114（直通）  Email：nyushi-c@sec.otani.ac.jp入学センター

JR京都駅 約13分地下鉄烏丸線にて
から 北大路駅徒歩すぐ！6番出口から

※車での来学はご遠慮ください。

大谷大学学生会が、北大路商店街の伊藤珈琲さんのご協力のもと、
大学オリジナルコーヒーを現在制作中です。試作品2種類をぜひ試飲
のうえ、ご意見をお聞かせください（先着順で記念品をプレゼント）。
あなたのご意見がコーヒーの味に反映されるかも！？

大谷大学学生会

オープンキャンパス試飲会
「大谷 ほっと コーヒープロジェクト」

※コーヒー制作中の様子

［２F］ サブゼミスペース慶聞館MAP A10：00 ─ 16：30

同日特別イベント
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10：00 10：30 11：301１：00 12：00 12：30 13：3013：00 14：00 14：30 15：00 15：30 16：3016：00

10：00 10：30 11：301１：00 12：00 12：30 13：3013：00 14：00 14：30 15：00 15：30 16：3016：00

午後の部  13：40～16：30 （受付時間 13：00～）午前の部  10：00～13：00 （受付時間 9：30～）

※「学部・学科別相談」の中で
　「学び紹介」を実施します。

施設開放・自由見学

A P.6参照

A P.6参照

A P.6参照 ※キャンパス見学ツアーは時間を設定せず随時実施します。

学部・学科別相談

学生コミュニケーションブース（※キャンパス見学ツアー受付を含む）
在学生にきく国際交流コーナー／大谷大学生の1日

入試相談／なんでも相談 A P.6参照

A P.6参照

A P.6参照 ※キャンパス見学ツアーは時間を設定せず随時実施します。

施設開放・自由見学

C P.5参照 C P.5参照

C P.5参照
入試制度紹介

C P.5参照
入試制度紹介

A P.7参照

A P.7参照

A P.8参照

A P.7参照

A P.8参照

A P.7参照

A P.7参照

A P.8参照

A P.7参照

A P.8参照

A P.8参照

A P.8参照
※「学部・学科別相談」の中で
　「学び紹介」を実施します。

学部・学科別相談

学生コミュニケーションブース（※キャンパス見学ツアー受付を含む）
在学生にきく国際交流コーナー／大谷大学生の1日

入試相談／なんでも相談

文学部

社会学部

教育学部

国際学部

人間学
小論文対策講座

学生イベント

個別相談

入試対策

大学説明会

施設見学

同日特別イベント

学
び
紹
介

※13：00 ─ 13：40の間は「GLOBAL SQUARE」は閉室します。

全学部・学科共通

「大谷 ほっと コーヒープロジェクト」 オープンキャンパス試飲会 A 裏表紙参照 「大谷 ほっと コーヒープロジェクト」 オープンキャンパス試飲会 A 裏表紙参照

本部キャンパス
グラウンド

部室棟
（クラブBOX）

体育館

尋源館
じん     げん    かん

MAP Ｄ

講堂棟
MAP C

4号館MAP F

5号館MAP G

博綜館
はく     そう    かん

MAP E

2号館

連結
ブリッジ

4F
3F

北門

6

3

5

地下鉄
北大路駅
出口

・受付
正門

響流館
こう       る      かん

MAP B
[1F～2F] 図書館
[3F] 総合研究室

[1F] GLOBAL SQUARE
[1F] 学生コミュニケーション
　　 ブース

慶聞館
きょう   もん    かん

MAP A

ATTENTION
烏丸通は交通量が多く大変危険です。
必ず横断歩道をご利用ください。

慶聞館 1F

WC キャリア
センター

EV

EV
EV

教務課・
学生支援課 WC

WC
証紙
販売機

文藝塾

GLOBAL SQUARE
語学学習支援室

カフェ

学習支援室
（LEARNING SQUARE）

学生
ロビー

アプリコーナー

なんでも相談 学生コミュニケーションブース

入試相談

大谷大学生の1日 資料コーナー

・・・プレゼントコーナー

2Fでは
「大谷ほっとコーヒー

プロジェクト」
オープンキャンパス
試飲会を実施！

最新設備の教室棟と歴史的建造物が共存する魅力的なキャンパス。
その一部をご紹介します。 施設を開放しており、自由に見学いただけます！

スタイリッシュな外観の慶聞
館は、2018年に竣工した新し
い教室棟です。
1Fの学生ロビーやカフェを中
心に、教室だけでなく各種学
習支援施設や多彩なマルチス
ペースが配置され、学生の学
びをサポートします。

※状況によっては閉室する場合があります。

大正2年に竣工した尋源館は、長く大谷大学
の本館としての役割を担い、2000年には国
の登録有形文化財に指定されました。
現在も教室や会議室として使用されており、
本学のシンボルとして、時代を超えて私たち
にメッセージを伝え続ける存在です。

タイムテーブル ●各イベントへご参加いただく際は、マスクの着用とアルコール消毒にご協力ください。
●風邪や発熱の症状がある方は参加をご遠慮ください。
●参加者同士の感染リスクを抑えるため、各イベントに定員を設ける場合がございます。注意事項

※表内の は、P.2のキャンパスマップと対応しています。A C

施設紹介

慶聞館
きょう   もん    かん

MAP A

尋源館
じん     げん    かん

MAP Ｄ ムービーで
キャンパス見学

大谷大学のことが
 もっとわかる！

いつでも大谷大学を
見学できるムービー
を公開中！
その他の動画も必見！
■ 学部・学科紹介
■ 模擬授業の様子

総合研究室［3F］、図書館［1F～2F］に
実際に入っていただくことが可能です！

10：00 ─ 16：30

4・5号館
MAP GMAP F

教職を志す学生が
模擬授業・保育を行う
特別教室などがあります。

響流館MAP B

こう     る   かん
多くの図書をはじめ、
貴重な資料を保存しています。

［3F］ 総合研究室 ［B2～2F］ 図書館

［1F］ 学生ロビー内カフェ

［1F］ GLOBAL SQUARE
（語学学習支援室）

ここでしか
 入手できない資料も！
資料コーナー

このマークのある施設はカメラやスマートフォン等での撮影禁止です。
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イベントスケジュール 午前の部
10：00 ─ 13：00

午後の部
13：40 ─ 16：30
※午前の部・午後の部は

同じ内容です。

各イベントは の2回開催します。AM（午前の部） PM（午後の部）

学び紹介 については P.7・8 をご覧ください。

MAP A この記号は P.2 キャンパスマップの
建物記号に対応しています。

入試対策
本学の入試制度についての説明を
行います。

［1F］ 講堂講堂棟MAP C

入試制度紹介
AM 14：20 ─ 14：35PM10：40 ─ 10：55

大学説明会
学長挨拶や学生スタッフによるオープン
キャンパスのナビゲーション、各学部・学
科紹介を行います。

［1F］ 講堂講堂棟MAP C

AM 13：40 ─ 14：10PM10：00 ─ 10：30

2023年度版
「大谷大学赤本」をプレゼント！
学部・学科の個別相談、もしくは入試相談・なんでも
相談の「相談ブース」に参加された方で、希望する受
験生には赤本をプレゼントします。ぜひ、相談ブース
をご利用ください。

個別相談
大学での学びから入試の相談まで
あらゆる質問にお答えします。

学生生活や資格取得等についてはこちら

入試内容についてはこちら

［１F］ K101・K102教室
［２F］ K202～K214教室

慶聞館MAP A

［1F］ 学生ロビー
慶聞館MAP A

学部・学科別相談
AM 13：40 ─ 16：30PM10：00 ─ 13：00
文学部・・・K202・K203・K205・K212・K213　社会学部・・・K102
教育学部・・・K204・K214　国際学部・・・K101

入試相談
AM 13：40 ─ 16：30PM10：00 ─ 13：00

なんでも相談
AM 13：40 ─ 16：30PM10：00 ─ 13：00

学科の先生と1対1で
相談ができるチャンス！

学生イベント
大学生活や授業の様子、サークルについて
など、学生スタッフに質問ができます。

［１F］ GLOBAL
        SQUARE

慶聞館MAP A

学生コミュニケーションブース
キャンパス見学ツアー
AM 13：40 ─ 16：30PM10：00 ─ 13：00

在学生にきく国際交流コーナー
AM 13：40 ─ 16：30PM10：00 ─ 13：00

［2F］ 学生ロビー
慶聞館MAP A大谷大学生の1日

AM 16：10 ─ 16：30PM12：30 ─ 12：50

［1F］ 学生ロビー
慶聞館MAP A

谷大生の1日を
お伝えします！

クーポン配信中！

アンケートに答えて

カフェで
使える

アンケートに回答 すると オリジナルグッズをプレゼント！
①右のQRコードを読み取ってアンケートに回答
②アンケートを送信した画面またはスクリーンショットを
　学生コミュニケーションブースに提示ください。

オープンキャンパスを
もっと楽しもう！

大谷大学入試アプリで

大谷大学
入試アプリ
オープンキャンパスや入試の最新情報が受け取れます！

App Store または
Google Play で

▶ダウンロードはこちらから

大谷大学

iPhoneもAndroidも
こちらのQRコードからダウンロードできます。

キャンパス見学ツアー
● 随時実施します。
● 空き時間にお声がけください。

使用方法
①大谷大学入試アプリをダウンロード
②アプリ内のクーポンをタッチ
③クーポン画面をカフェに提示

オリジナルグッズをGET！

［1F］ カフェ
慶聞館MAP A

［1F］ 学生コミュニケー
　　  ションブース

慶聞館MAP A
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小論文対策講座
［２F］ K206教室慶聞館MAP A13：00 ─ 13：50

短期間で力が身につく小論文。各種小論文型入試を考えてい
る受験生を対象に、小論文の基本、文章の要約・意見論述等に
ついてお話しします。

お申込は
こちら

事前
申込制

※先着30名／
希望者には個別添削あり

国際学部 身近な他者に気づき、世界と共生する人へ。

国際文化学科
＜講師＞ 藤田 義孝　　＜テーマ＞ ノートルダムは宗教施設か観光資源か？

AM 14：50 ─ 15：20PM11：10 ─ 11：40

［1F］ K101教室慶聞館MAP A

文学部 人間を知り、自分らしく生きる力へ。

哲学科
＜講師＞ 西尾 浩二　　＜テーマ＞ 友だちって何？ ―古代ギリシャの友愛論―

歴史学科
＜講師＞ 古川 哲史　　＜テーマ＞ 世界史の中の＜わたし＞を索めて

文学科
＜講師＞ 北山 敏秀　　＜テーマ＞ あなたは〝ことば〟を、どう使う？ ―「文学」で学べること―

真宗学科
［午前の部］　＜講師＞ 本明 義樹　　＜テーマ＞ 「真宗学」の学びとは―理解と共感
［午後の部］　＜講師＞ 四方 保仁　　＜テーマ＞ 真宗ってなに？

［２F］ K213教室慶聞館MAP A

［２F］ K203教室慶聞館MAP A

［２F］ K205教室慶聞館MAP A

仏教学科
＜講師＞ 上野 牧生　　＜テーマ＞ ゴータマ・ブッダの根本思想

［２F］ K212教室慶聞館MAP A

［２F］ K202教室慶聞館MAP A

AM 14：50 ─ 15：20PM11：10 ─ 11：40

AM 15：30 ─ 16：00PM11：50 ─ 12：20

社会学部 社会と、地域と、つながる人へ。

現代社会学科
＜講師＞ 古谷 伸子　　＜テーマ＞ 伝統文化を現代の暮らしにいかすこと

コミュニティデザイン学科
＜講師＞ 鎌谷 勇宏　　＜テーマ＞ 何してくれる？人によって違う？　～医療保険の話～

［1F］ K102教室慶聞館MAP A

［1F］ K102教室慶聞館MAP A

AM 14：50 ─ 15：50PM11：10 ─ 12：10

教育学部 「子どもが好き」のその先へ。

教育学科 初等教育 コース
＜講師＞ 池永 真義　　＜テーマ＞ 造形表現っておもしろい！

教育学科 幼児教育 コース
＜講師＞ 尾場 幸子　　＜テーマ＞ ようこそ、お楽しみ会へ！

［２F］ K214教室慶聞館MAP A

［２F］ K204教室慶聞館MAP A

AM 15：30 ─ 16：00PM11：50 ─ 12：20

人間学 学び紹介

人間学とは ー選びについて考えるー＜テーマ＞

四方 保仁＜講　師＞

［２F］ K211教室慶聞館MAP A13：00 ─ 13：30

人間学は
大谷大学の
全新入生が受講
する授業です。

本学では、すべての新入生に学んでもらう「人間学Ⅰ」という授業があり
ます。この授業は、仏教思想を通じて「人間」に関する考察を進め、他者
と共に生きる社会への問題意識を養うものです。今回は、「選びに立っ
て」を題材に自らの生き方を見つめていきたいと思います。

お申込は
こちら

事前
申込制

※イベントの内容や担当者が変更となる場合があります。予めご了承ください。
詳しくは別紙「学び紹介内容一覧」をご覧ください。

MAP A この記号は P.2 キャンパスマップの建物記号に対応しています。

学び紹介
気になる学科の教室に行ってみよう！

LINE@大谷大学
大谷大学入学センターから入試やオープンキャンパス
などの最新情報をお届けします。ぜひ「友だち」登録してください！

①QRコードを
　読み取って登録。

②LINEアプリの
　ホーム画面で
　「大谷大学」で検索し
　追加を押して登録。

 登録方法は2種類！

LINE公式アカウントで
お得な情報をGET！

Twitter Instagram YouTube Facebook

 その他のS
NSも

 要チェック！
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