
申込み詳細は裏面をご確認ください

申込受付開始
3月4日（金） 16時30分～

上智大学
ミニオープンキャンパス

in 大阪

■イベント参加には事前のWeb予約が必要です　■各プログラム先着順の受付となります
■プログラム参加者を対象に入試に関する個別相談を開催いたします
■新型コロナ感染拡大状況により開催を中止または延期する場合があります

詳細は大阪サテライトキャンパスHPをご覧ください詳細は大阪サテライトキャンパスWebサイトをご覧ください

10：00～10：40

14：00～15：00

11：00～12：20

登壇予定在学生、卒業生（オンライン登壇）の所属
英文学科、教育学科、社会学科、経済学科、法律学科、総合グローバル学科

MURAI Noriko Associate Professor Art History

関西から上智大学に進学した在学生、卒業生とオンラインを繋いだトークセッションプログラム。
様々な学科に所属する現役生と卒業生の声を通して、日々の学びや留学プログラム、企業イン
ターンへの参加、キャリア形成など、大学での学びについて紹介します。
また、受験勉強で力を入れたこと、推薦入学試験（公募制）などへの対策など、高校生の皆さんが
気になる質問について、在学生と卒業生が答えます。

In today’s society flooded with still and moving images, it has become essential to acquire visual literacy to make sense of the world. Visual literacy 
can be achieved by training our ability to analyze and evaluate visual information and pictorial representations intelligently. In this short lecture, we will 
look closely at a range of visual images that represent “Japanese culture,” and see what kinds of skills one needs to interpret them. What type of 
images come to your mind when you hear the word “Japanese culture”? Popular forms of entertainment such as anime that are often promoted as 
“Cool Japan,” or traditional arts of the tea ceremony or kabuki? And why was a particular image chosen, and by who, and for whom, and for what end? 
These images present different visions of Japan and thus send different messages about how we should imagine the nation Japan. Images never 
render reality as it is. In order to become a more engaged and empowered consumer of visual information, one must become aware of the constructed 
nature of images even if---and especially if---they appear to be so natural. 

上智大学ならではのグローバルな修学環境やカリ
キュラムの特色をご紹介します。
入試については一般選抜における大学入学共通テ
ストや外国語検定試験の活用方法や、推薦入学試
験（公募制）の受験時のポイントについて、本学入
学センター職員が詳しくご説明します。
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地方出身学生と卒業生が語る
上智大学での学びと生活

上智大学
大学・入試説明会

在学生・卒業生トークセッション

Japan as Image: Cultural Representation and Visual Literacy 
国際教養学部 学部紹介・体験授業

上智大学大阪サテライトキャンパス

※生徒の方のみ参加いただけます

※生徒の方のみ参加いただけます

※登壇者は変更になる場合があります

入学試験や学部・学科に関するさまざまな質問に、大学スタッフのアドバイザーが対面でお答えします。

学生寮や住まい探しに関する質問に、専門スタッフがお答えします。　※オンラインでの相談となります

個別入試相談・住まいの相談

個別入試相談

住まいの相談 相談会のみへは参加いただけません
大学・入試説明会、トークセッション、体験授業
いずれかのプログラムへの申込者が対象です。

11：00～15：30



上智大学ミニオープンキャンパス in大阪

在学生・卒業生トークセッション
地方出身学生と卒業生が語る
上智大学での学びと生活

プログラム 個別相談会

上智大学
大学・入試説明会

10:00～
開場　9：45

開場　10：45

開場　13：45

11:00～
　　　　　12：20

開場　10：45

11:00～ 15：30

● 個別相談会のみのお申込みは受け付けられません
　必ずプログラムとセットでお申込みください
●各相談時間の目安は1組約15分です　
●住まいの相談はオンライン形式となります
● 同伴者（保護者など）含め1組2名までの参加となります　
●詳細および注意事項は申込ページをご確認ください

Japan as Image: 
Cultural Representation and 

Visual Literacy
本プログラムは生徒の方のみ参加いただけます
本プログラムは英語で行われます

本プログラムは生徒の方のみ参加いただけます

14:00～
　　　　　15：00

イベントの参加には事前申込が必要です
■事前申し込みは、3月4日（金）16：30から右記の上智大学大阪サテライトキャンパスWebサイト内
    指定の申込フォームで受け付けます

※定員に達し次第申込を終了します
※申込サンプルページをご用意しておりますので申込開始前のご確認にお役立てください
※新型コロナウイルスの影響によって、やむを得ずイベント内容を変更・中止する場合がございますので予めご了承ください

個別入試相談・住まいの相談

■ お問い合わせ

■ アクセス

上智大学
大阪サテライトキャンパス
事務センター

〒531-0072
大阪市北区豊崎3-12-8
サクラファミリア 2階

● 地下鉄御堂筋線「中津駅」4番出口より徒歩3分
● 阪急「大阪梅田駅」茶屋町口より徒歩4分
● JR「大阪駅」御堂筋北口より徒歩10分

※駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。

メール　　osaka_sc-co@sophia.ac.jp　
電話　　　06-6450-8741
開室時間　平日10：00～18：00

10：40


