
 

関西大学 夏の催し物のご案内 

教員自主研修支援から小学生の夏休み宿

～高校生の自己啓発、教員向け講座、小中高生向け先端技術の実

 

催し物ご案内 

関西大学では、夏休み期間中に下記のような催し物を開催いたします。 
今年は、小中高生や地域の皆様から好評を得ているイベント「博物館なんで

スセミナー」をはじめ、高校生を対象に学びと自己啓発を目指した心理学セミ

ス、小中高等学校などの教員を対象とした指導スキル向上を目指した講座、恒

文学講座などを開催します。 
 
 
 

＜関西大学 夏の催し物一覧＞ 

1. 高校生のための関西大学心理学セミナー ..........................................
2. オープンキャンパス.............................................................................
3. 教員自主研修支援「大学等オープン講座」..........................................
4. 関西大学サイエンスセミナー...............................................................
5. 地方教育懇談会...................................................................................
6. 関西大学博物館なんでも相談会.........................................................
7. 飛鳥史学文学講座...............................................................................

 
 
 
 
※いずれの催し物も取材可能ですので、ご要望がございましたら事前にご連絡

しくお願い申し上げます。 
 
 

【この件に関するお問合せ先】 
関西大学 総合企画室広報課 ／ 川瀬、北谷 

〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35  TEL：06-6368-0075 FA
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1. 高校生のための関西大学心理学セミナー 

 
「高校生のための関西大学心理学セミナー」は、本学の高大連携事業の一環として７月２１日（木）、

２２日（金）の２日間にわたり関西大学千里山キャンパスで開催するものです。 
高校生が将来の目標を考え、これからの目標を持ち実現していくためには、様々な知識の修得と体験

が必要となってきます。 
 
今回のセミナーでは、「人の心のしくみ ～心理検査・実験を体験しよう！～」をテーマに、心理学と

はどのような勉強をするのかについて体験してもらうものです。 
自分の性格の分析や「心」のつくられかた、職業への興味検査、良い人間関係をつくる能力などの講

義に加え、社会心理実験という本格的な大学講義の実践をします。大学での学びへの興味とともに、人

間性の育成も見据えた講義内容といえます。 
 

 

関西大学では、より充実した教育活動を展開していくた

めに、入学試験という「点」から高等学校との連携という

「線」への転換を図り、平成 15 年に高大連携推進事務室
を開設しました。 
高大連携事業では、大学と高等学校の垣根を越え、広い

フィールドで学び、成長することを目的に、大学教員によ

る出張講義や大学での講義受講等のプログラムを実施する

ことで、高校生の知的好奇心を引き出し、大学での学びに

つなげていきたいと考えています。 
 

＜高校生のための関西大学心理学セミナー 開催概要＞ 
開催日：７月２１日（木）、２２日（金） 
場 所：関西大学千里山キャンパス 第３学舎（社会学部） 
対象者：高校在学生（参加費：無料） 
申込み：要事前申込み（受付は終了しました。） 
＜７月２１日（木）の主な内容＞ 
講師：川﨑 友嗣教授（社会学部 産業心理学専攻） 
◇わたしはどんな性格なのだろうか？    午前１０時～午前１１時 
◇やってみよう！職業興味検査     午前１１時１０分～午後１２時１０分 
◇これまでの自分・これからの自分について考えよう！  午後１時～午後２時 
＜７月２２日（金）の主な内容＞ 
講師：土田 昭司教授（社会学部 産業心理学専攻） 
◇自分の「心」はどうやってつくられるのだろうか？ 午前１０時～午前１１時 
◇よい人間関係をつくる能力ってあるのだろうか？ 午前１１時１０分～午後１２時１０分 
◇やってみよう！社会心理実験       午後１時～午後２時 
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2. オープンキャンパス 

 
オープンキャンパスは、大学の講義や施設の見学など、高校生・受験生に関西大学を体感してもらう

ことを目的に実施しています。関西大学のオープンキャンパスは、在学生によるキャンパスツアー、合

格体験パネルディスカッション、大学生活等に関する相談コーナーなど、在学生が積極的に運営をサポ

ートするのが特徴です。 
７月～８月にかけては、サマーキャンパス1stステージ（7月29日（金）、30日（土））、サマーキャ
ンパス－総合情報学部－（8月5日（金））、サマーキャンパス2ndステージ（8月27日（土））と３回
に分けて開催します。とりわけ、２日間にわたって実施するサマーキャンパス 1stステージは、毎年２
日間で６，０００人以上の参加者があり、オープンキャンパスとしては有数の規模を誇ります。 
事前申し込みは不要で、自由に参加することができます（参加費無料）。 

 
①サマーキャンパス１ｓｔステージ   開催日：７月２９日（金）、３０日（土） 場所：関西大学千里山キャンパス 
◇学部の案内 
法学部の法廷教室の見学、文学部・経済学部のミニ講義、商学部のバーチャル・クラスルーム、社会学

部・工学部の体験コーナーなど、各学部による各種プログラムの実施。学部のカリキュラムを紹介する

学部別相談コーナーの設置。 
◇キャンパスミニツアー 
関大の在学生が総合図書館やＩＴセンターなど、千里山キャンパスの各種施設を案内。 
◇キャンパスライフの案内 
キャンパスライフに関する関大生への質問コーナーやビデオの上映など。 
◇入試情報の案内 
入試の個別相談コーナー、予備校講師による入試科目（英語、国語、数学）の講演会、入試概要説明な

ど。 
②サマーキャンパス総合情報学部   開催日：８月５日（金） 場所：関西大学高槻キャンパス 
◇学部の案内 
参加者のデジタル写真で立体映像をつくり3Dの仕組みを体験できる「立体映像のしくみ」、「情報学」ミ
ニ講義、ＴＶ番組制作のデモンストレーションを体験できる「スタジオ体験コーナー」など。 
◇キャンパスミニツアー 
甲子園球場の約１１倍もある広大な高槻キャンパスを関大生が案内。最新の情報・メディア映像関連の

設備を体感。 
◇キャンパスライフの案内 
総合情報学部個別相談コーナー、総合情報学部生との面談コーナーなど。学びやキャンパスライフにつ

いての疑問や質問を関大生にぶつけたり、キャンパスライフのビデオ上映など。 
◇入試情報の案内 
入試の個別相談コーナー、入試科目（英語、国語、数学）の講演会、入試概要説明など。 

③サマーキャンパス２ｎｄステージ   開催日：８月２７日（土） 場所：関西大学千里山キャンパス 
◇入試情報の案内 
入試概要説明、予備校講師による入試科目（英語）の講演会、入試の個別相談コーナーなど。 
◇キャンパスライフの案内 
関大生による合格体験パネルディスカッション、関大生への質問コーナー、課外活動・奨学金質問コー

ナーなど。 
◇キャンパスミニツアー 
総合図書館見学、ビデオ上映など 
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3. 教員自主研修支援「大学等オープン講座」 

 
大学コンソーシアム大阪との共催（大阪府教育委員会 後援）により、７月２９日（金）から８月５日
（金）にかけて、教員自主研修支援「大学等オープン講座」を関西大学千里山キャンパスで開催いたし

ます。 
「大学等オープン講座」は、教育に関する課題について、小・中・高等学校、盲・聾・養護学校の教

職員が自主研修を行う場を提供するために実施するものです。 
 
関西大学では、文学部、工学部の２学部による講座に加え、本年度より新たに学生の就職活動を支援

するキャリアセンターの講座「キャリア教育入門」を実施いたします。 
実像とマッチしない企業選びや入社３年後の離職率の向上など、若者の人間力や仕事観を若い年齢の

うちから育てていくことが課題となってきています。 
「キャリア教育入門」では、こうした仕事への関心を高めていくために、小・中・高等学校における

キャリア教育の必要性を解説していきます。また、本学のキャリアセンターが取り組んでいる学生への

カウンセリングのスキルについて、実習を通して教育現場で活用できるようにしていきたいと考えてい

ます。 
 
この他、文学部の講座では、考古学や国文学に加え、ドイツ語や中国語の語学系の講座を実施。工学

部の講座では、先端マテリアルをテーマにした実験などが講義内容となっています。 
事前申込みが必要ですが、受付は終了いたしました。 

 
 
①夏休み教員研修講座 
開催日：７月２９日（金）、３０日（土）  場所：関西大学千里山キャンパス 第１学舎 
＜７月２９日（金）の主な内容＞ 
◇「シルクロード学最前線 ～新出考古文物を中心に～」 午前１０時～午前１１時３０分 
講師：森部 豊（文学部助教授） 
◇「蕪村の『奥の細道』」    午後１時～午後２時３０分 
講師：藤田 真一（文学部教授） 
◇「発信型プロセスを重視する教育へ ～ディスカッションやプレゼンテーションをいかに授業に組み込むか～」 
       午後１時～午後２時３０分 
講師：小林 剛（文学部専任講師） 
◇「パロディと著作権」    午後３時～午後４時３０分 
講師：若林 雅哉（文学部助教授） 

＜７月３０日（土）の主な内容＞ 
◇「複数の外国語を学ぶ意義 ～ドイツ語の視点から～」 午前１０時～午後１１時３０分 
講師：武市 修（文学部教授） 
◇「島崎藤村『破戒』 ～部落問題との関連から～」 午後１時～午後２時３０分 
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講師：吉田 永宏（文学部教授） 
◇「フランス文学マチネとソワレ」   午後１時～午後２時３０分 
講師：川神 傳弘（文学部教授） 
◇「住まいにみる日本文化」    午後３時～午後４時３０分 
講師：森 隆男（文学部教授） 
◇「高等学校における中国語」    午後３時～午後４時３０分 
講師：日下 恒夫（文学部教授） 

②「化学」リフレッシュ材料工学実験研修 
開催日：８月４日（木）午後１時～午後４時  場所：関西大学千里山キャンパス 第４学舎 
講師：工学部先端マテリアル工学科教員 
＜主な内容＞ 
◇講義「先端マテリアルと生活」 
◇実験「鉛フリーはんだを用いた溶解と鋳造」「チタン板を用いた表面改質による着色」 
◇総合討論（フリートーキング） 
 

③キャリア教育入門 
開催日：８月４日（木）、５日（金）  場所：関西大学千里山キャンパス 第３学舎 
＜８月４日（木）の主な内容＞   午前１０時４０分～午後４時１０分 
講師：川崎 友嗣（社会学部教授） 
   菊地 節子（キャリアデザインアドバイザー） 
◇講義「キャリア教育の必要性と課題」 
◇実習「アサーション・トレーニング」 
◇実習「傾聴トレーニング」 
＜８月５日（金）の主な内容＞   午前１０時４０分～午後４時１０分 
講師：吉原 健二（キャリアセンター事務長） 
   川崎 友嗣（社会学部教授） 
   山本 公子（キャリアデザインアドバイザー） 
◇講義「大学におけるキャリア形成支援」 
◇実習「アセスメント・ツールを用いたキャリアカウンセリング」 
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4. 関西大学サイエンスセミナー 

 
７月２９日（金）、３０日（土）の２日間にわたり、関西大学工学部では小・中・高校生を対象とした

「サイエンスセミナー」を開催いたします。 
当日は、事前に申込みをした小中高生が各コースに分かれて参加を予定しています。 
 
サイエンスセミナーでは、廃プラスチックからオイルを作ったり（化学工学実験）、次世代太陽電池の

製作（応用化学実験）、自然にとって有害な鉛を含まない「はんだ」の鋳造（先端マテリアル工学実験）、

試験管で作る未来のエンジン「スターリングエンジン」（機械工学実験）といった環境を重視した実験を

はじめ、電子・電気工学、都市環境工学、生物工学などを体験します。 
 

「関西大学サイエンスセミナー」開催概要 
開催日時 ７月２９日（金）、３０日（土） 午前１０時～午後５時３０分 
場  所 関西大学千里山キャンパス 
定  員 小中高生 約３２０人（小学生は保護者同伴で参加） 
主な内容 ◇化学工学実験   廃プラスチックからオイル 
  ◇生物工学実験   バイオテクノロジーの体験 
  ◇都市環境工学実験  優れものコンクリート 
  ◇応用化学実験   次世代太陽電池の製作 
  ◇先端マテリアル工学実験  鉛を含まない「はんだ」の鋳造 
  ◇機械工学実験   試験管で作る未来のエンジン「スターリングエンジン」 
  ◇電子工学実験   電子部品で作る電子サイコロ 
  ◇電気工学実験   石を用いたラジオ作製 
参加費  無料 
申込み  要事前申込（締切り：７月１６日（土）） 
＜７月２９日（金）のセミナー内容＞ 
化学工学、生物工学、都市環境工学、機械工学、電子工学を３つのコースに分けて実施。 
＜７月３０日（土）のセミナー内容＞ 
応用化学、先端マテリアル工学、都市環境工学、機械工学、電気工学を３つのコースに分けて実施。 

  
＜様々な実験を体験する子どもたち＞ 
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5. 地方教育懇談会 

 
７月３１日（日）から、全国の１４都市で地方教育懇談会を開催いたします。 
地方教育懇談会は、関西大学の教育方針をはじめ、学生の学習状況や課外活動、就職問題など、学生

生活全般にわたる諸問題について、大学の教職員が在学生の父母の方々に対して説明するものです。 
また、父母の方々からも大学に対する意見や要望などの生の声をうかがい、個々の学生に関する事柄

についても、親しく懇談することになっています。 
 
 
 
日  時 開催地 場  所 連絡先 

７月３１日（日） 新潟市 メルパルク新潟  新潟市川岸町2‐1‐7 025-232‐0101 

８月５日（金） 東京都 メルパルク東京  東京都港区芝公園2‐5‐20 03‐3433‐7211 

８月７日（日） 名古屋市 名古屋ガーデンパレス 名古屋市中区錦3‐11‐13 052-957‐1022 

 鹿児島市 ステーションホテルニューカゴシマ 鹿児島市中央町6‐5 099-253‐5353 

８月９日（火） 熊本市 ウェルシティ熊本  熊本市千葉城町4‐25 096-355-3295 

８月２６日（金） 米子市 米子ワシントンホテルプラザ 米子市明治町125 0859-31-9111 

 徳島市 ウェルシティ徳島  徳島市南前川町3-1-22 088-626-1118 

８月２８日（日） 岡山市 ピュアリティまきび  岡山市下石井2-6-41 086-232-0511 

 松山市 えひめ共済会館  松山市三番町5-13-1 089-945-6311 

９月２日（金） 佐賀市 はがくれ荘  佐賀市天神2-1-36 0952-25-2212 

 福井市 ウェルシティ福井  福井市手寄2-1-5 0776-27-7111 

９月４日（日） 山口市 山口県社会福祉会館 山口市大手町9-6 083-924-1025 

 富山市 電気ビルレストラン  富山市桜橋通り 3-1 076-432-4111 

９月１１日（日） 札幌市 ＫＫＲホテル札幌  札幌市中央区北４条西５丁目 011-231-6711 
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6. 関西大学博物館なんでも相談会 

 
「関西大学博物館なんでも相談会」は、８月５日（金）、６日（土）の２日間にわたって、関西大学博

物館で開催されるものです。参加費は無料で、興味や関心のある方は、どなたでも参加できます。 
この相談会は地域に開かれた大学博物館を目指して開催するもので、今年で３回目の開催となります。 
当日は、歴史、考古、民族、美術、自然史などを研究している本学の教員、大学院生、学生らが、子

どもたちの夏休みの自由研究や課題などの疑問や質問にお答えします。また、ご家庭にある「お宝」に

ついても、本学の各分野の専門家が拝見いたします。 
過去２回の相談会では、昆虫の食べ物に関する小学生からの素朴な疑問や大事に保管されていた化石

の鑑定、坂本竜馬の筆跡らしいという軸物の鑑定など、さまざまな相談が寄せられました。 
相談員が、日ごろの研究活動や専門知識と照らし合わせながら解説するなど、好評を得てきました。 
 

＜「関西大学博物館なんでも相談会」開催概要＞ 
◇名  称 関西大学博物館なんでも相談会 
◇開 催 日 ８月５日（金）、６日（土） 午前１０時～午後４時 
◇場  所 関西大学博物館 なんでも相談会会場（関西大学千里山キャンパス内） 
 連絡先／０６－６３６８－１１７１ 
◇対  象 関西大学周辺地域の小・中学校の児童、生徒、ご父母、地域の皆さん 
◇相談内容 歴史・考古・民族・美術・自然史分野の史資料の疑問や課題 
◇イベント 葉っぱでつくろうバッタ！！（身近な葉っぱを工作してバッタの形を作るイベント

８月６日（土）午後１時より） 
◇参 加 費 無 料 
◇申 込 み 不  要 
 

  

 

［左上］本学教員の説明に聞き入る女の子 
［上］本物そっくりに出来上がった葉っぱのバッタ 
［左］参加者とともに“お宝”を鑑定する高橋隆博博物

館長（右） 
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7. 飛鳥史学文学講座 

 
８月７日（日）午後１時１５分から、明日香村中央公民館で「真言五祖像と空海・嵯峨天皇」をテー

マにした飛鳥史学文学講座を開催いたします。講師は、西本昌弘文学部教授です。当日のみ受講される

方の受講料は、１０００円（テキスト代含む）となっています。 
 
平安時代前期、弘法大師空海が唐から持ち帰ったもので現存するものに、東寺に伝わる真言五祖像が

あります。今回は、この五祖像の筆跡をめぐる議論を追い、また五祖像の修復を依頼する空海書状を検

討しながら、空海と嵯峨天皇の交流について考えます。 
 

飛鳥史学文学講座 「真言五祖像と空海・嵯峨天皇」 
 
◇開 催 日 ８月７日（日） 午後１時１５分から約２時間 
◇場  所 明日香村中央公民館  ＴＥＬ０７４４－５４－３６３６ 
  所在地／奈良県高市郡明日香村川原  
◇講  師 西本昌弘文学部教授 
◇受 講 料 当日のみ受講：１０００円（テキスト代含む） 
 
■講師プロフィール 
西本昌弘（にしもと・まさひろ）。大阪大学文学部卒業後、同大学院修了。１９８７年日本学術振興会特

別研究員をへて、宮内庁書陵部に就職。９９年４月より関西大学古代史教授に就任。専門は、日本古代

史、対外関係から邪馬台国、宮廷儀礼。『日本古代の国家と儀礼』で９４年文学博士（大阪大学）を取得。 
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