
10月15日
第366号

　2009年

 ■秋の夜長にオススメ
映画・書籍・音楽 SELECTION

浦大典さん（社4）作品『水平線を見つめて』
（関連記事３面参照）
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学園祭直前情報!!
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　9月8日、第一中学校が、法科大学院と
の中大連携授業「裁判員制度を考える」を
実施し、3年生の57人が参加した。
　栗原宏武教授および法科大学院生の
指導・協力のもと、法学部の法廷教室を
利用して、実際さながらの「模擬裁判」に
挑んだ。裁判官、裁判員、検察、弁護士役
をそれぞれ生徒が担い、裁判員裁判でも
使用されるテレビモニターを使用して証拠
物件を映し出して評議にのぞむなど、裁判
員制度について実践的に学ぶ機会となっ
た。

　9月16日、新型インフルエンザ
（A/H1N1）への対応について、同
対策本部長から以下のように発
令された。今後、大学からの重要
情報は、随時ウェブサイトおよび
インフォメーションシステムで発
信するので、今後も常に最新情報
を取得するよう心がけてほしい。

【インフルエンザA型（新型を含む）
発症者の方へ】
　医療機関からインフルエンザA
型（新型を含む）と診断された方
は、必ず所定の手続きによって保
健管理センターへ届出を行い、感
染拡大を防ぐため、解熱した後2
日を経過する（または、平熱となっ
て諸症状が完全になくなる）まで、
登校禁止とする。

【感染予防について】
①手洗い、うがいの励行
② 症状が出た方のマスクの着用、外
出の自粛、人に咳やくしゃみをか
けない咳エチケット
③ 十分な休養とバランスのとれた栄
養摂取

新型インフルエンザへの
対応について

　文部科学省が募集した平成21年度大学教育推進プログラム
などに、本学の申請が採択された。

大学教育・学生支援推進事業【テーマA】
大学教育推進プログラム
取組名称 :三者協働型アクティブ・ラーニングの展開̶大学院生
スタッフとともに進化する”How to Learn”への誘い̶
取組期間 :平成21年度～23年度
取 組の概要 :本取組は、大規模私立大学における教育方法の
改善とアクティブ・ラーニングの展開をめざす、教員・職員・
学生による三者協働型のプログラムである。具体的には、（1）
アクティブ・ラーニングを支援する学部学生LA（ラーニング・
アシスタント）の育成、（2）教育改善・FD活動のパラダイムシ
フト（“How to Teach”から“How to Learn”）、（3）大学院学生
スタッフを中核とした学生・職員・教員の三者協働体制の充
実、をめざす。なお、本取組におけるLA（ラーニング・アシス
タント）とは、学生が能動的に学習している姿を示すラーニン
グ・モデル学習の支援を担うファシリテーター、既修者みず
からの成長の軌跡を伝えるメッセンジャーの役割を担う、従
来のSAを進化させた存在である。

大学教育・学生支援推進事業【テーマB】
大学教育推進プログラム
取組名称 :景気に左右されない職業選択力を育む関西大学キャ
リアサポート
取組期間 :平成21年度～23年度
取 組の概要 : 関西大学では、学生一人ひとりの勤労観・職業観
を育成するとともに、みずから掲げた目標の実現のために考
えて行動できる「考動力」を備えた自律型社会人を育成するた
め、入学時から段階的なキャリア意識を醸成する事業を多様
に展開する。それらは、入学時における各学部の導入教育、
正課のキャリア教育、全学的で多様なインターンシップ、多彩
な就職活動支援の取組展開で構成されている。

　 　本取組によって時代の景気の良し悪しに関係なく、しっかり
とした進路・職業選択ができる力を涵養することを企図してい
る。具体的な就職活動支援時においては、キャリアカウンセ
リングを基軸としたきめ細かな学生相談体制とともに、年間
1,000社を超える企業を学内に招く各種セミナーの実施、各界
で活躍するOB・OGとの懇談会など、特に昨今のように雇用
環境が悪化している時にこそ学生の意気を鼓舞する目に見え
るダイナミックな支援事業を展開することを旨としている。

文部科学省平成 21年度各プログラムに３件採択される 　9月17日から23日にかけ
て、兵庫県川西市のアステ
川西ぴぃぷぅ広場において、
浦大典さん（社4）が代表を
つとめるプロジェクトチーム
の主催で「共に生きる」展を
開催した。
　今回の展示会は「共に生
きる」をテーマに、地元の障
がい者施設から出品された
作品展示や車いすダンス、
チェロ演奏、鈴の入ったボー
ルによるブラインドサッカー
などのステージが企画され、
浦さんが企画・演出を担当
した。また浦さんは、山下清
氏のご遺族の協力で代表作
（複製画）を数点展示する
企画の演出も行った。

熱心に模擬裁判に取り組む第一中学校の生徒たち

浦大典さんが
「共に生きる」展を開催

　『関西大学通信』が10月1日
号からリニューアルしたことを受
けて、同日に千里山キャンパスと
高槻キャンパスの両キャンパスに
おいて、学生広報スタッフが『関
西大学通信』を配り、リニューア
ルをPRした。 
　これからも『関西大学通信』を
よろしくお願いします。

リニューアルした『関西大学通信』を配布

千里山キャンパス（右）高槻キャ
ンパス（左）で『関西大学通信』
を配布する学生広報スタッフ

　2009年度関西大学統一学園祭は、11月1日（日）～4日（水）の4日間行
われる。
　「関謝 !関激 !!関大祭 !!!」をテーマとして、関西大学で出会った多くの仲間
たちと、一生忘れることのできない素晴らしい感動と経験を、学園祭を通
じて感じてほしいという意味が込められている。
　今年の学園祭は、多くのサークルやゼミが出店する模擬店やフリーマー
ケットをはじめ、研究発表、ステージ企画、講演会、ライブ、地域と連携し
たイベントなど、連日さまざまな企画や催しが予定されている。
　そのなかでも、学園祭の目玉とも言えるライブは、11月3日（火）16時よ
り中央体育館で行われる。ドラマ「ごくせん」の主題歌である「虹」や「千の
夜をこえて」などの多くのヒット曲で知られ、10月にはベストアルバムの
リリースも決定したAqua Timezが出演することになっている。また、4日
（水）の夕刻は、最大のイベントである「後夜祭」が悠久の庭で開催される。
　現在、在学生はもちろん校友や地域住民のみなさんに楽しんでもらえる
ような企画を学園祭実行委員会は準備しており、キャンパスが多くの来場
者でにぎわうことを期待している。 （学生生活課）

　11月1日号の『関西大学通信』では、統一学園祭実行委員
会の協力のもとに、学園祭ガイドマップ（仮称）を掲載する
予定です。これを持って学園祭のステージや模擬店などを
楽しめば、学園祭が今まで以上に面白くなるかも!

予告

「関謝!関激!!関大祭!!!」
2009年学園祭テーマは

昨年度の学園祭の様子

学園祭直前情報!! qqqqqqqqq

【プロフィール】 浦 大典（うら ひろのり）
　社会学部4年次生。3歳よりワープロで絵画を制作し、芸術活動を通じ世界各国と
意欲的に交流を図っている。2004年、AUベネチア・ビエンナーレ招待賞。2008年、
滋賀県知事賞、神戸市長賞、北京理工大学設計芸術学院長賞（中国）など多数受賞。

※表紙の写真は、浦さんがワープロを使用して創作した絵画作品で
ある。自らの作品を通して、多くの人に夢と「共に生きていく」という
希望を感じてもらうことをめざしてさまざまな活動を行っている。

裁判員を体験 !
第一中学校と法科大学院が
連携授業を実施

大学教育・学生支援推進事業とはー
　各大学などから申請された、学士力の
確保や教育力向上のための取組のなか
から、達成目標を明確にした効果が見込
まれる取組を国が選定し、広く社会に情
報提供するとともに、国が重点的な財政
支援を行う事業である。

◎入試センター所長 環境都市工学部教授　山本　秀樹
◎学生センター所長 商学部教授　笹倉　淳史
◎キャリアセンター所長 政策創造学部教授　亀田　健二
◎図書館長 経済学部教授　北川　勝彦
◎博物館長 文学部教授　髙橋　隆博
◎インフォメーションテクノロジーセンター所長 文学部教授　柴田　　一
◎経済・政治研究所長 商学部教授　水野　一郎

◎商学部　副学部長 教授　杉本　貴志
　　　　　学部学生相談主事 教授　宇惠　勝也
◎外国語学部　副学部長  教授　加藤　雅人
　　　　　　   学部学生相談主事　　　　　　　　　  教授　菊地　敦子
◎環境都市工学部　学部長 教授　小田　廣和
　　　　　　　　   副学部長  教授　岡田　芳樹
　　　　　　  　 　教学主任 教授　秋山　孝正
◎大学院　理工学研究科長 システム理工学部教授　　田　　裕
◎法務研究科　研究科長 教授　今西　康人
　　　　　　　副研究科長 教授　村田　尚紀
　　　　　　　教学主任 教授　鳥越　健治
　　　　　　　 同 教授　山名　京子
　　　　　　　入試主任 教授　下村　正明
 　　　　　　   学生相談主事 教授　早川　　徹
◎教育推進部　部長 法学部教授　市原　靖久
　　教育開発支援センター長 化学生命工学部教授　池田　勝彦
　　教職支援センター長 文学部教授　山本　登朗
◎研究推進部　部長 総合情報学部教授　上島　紳一
◎社会連携部　部長 商学部教授　廣瀬　幹好
　　産学官連携センター長 化学生命工学部教授　西山　　豊
　　知財センター長 システム理工学部教授　村中　徳明
　　地域連携センター長 経済学部教授　林　　宏昭
　　高大連携センター長 経済学部教授　良永　康平
◎国際部　部長 総合情報学部教授　上島　紳一
　　日本・EU研究センター長 環境都市工学部教授　石垣　泰輔
　　国際教育センター長 国際部教授　カイト由利子

大学教育充実のための
戦略的大学連携支援プログラム
取組名称 :「医工薬連環科学」教育システム
の構築と社会還元～分子から社会までの
人間理解～
取組期間 :平成21年度～23年度
取 組の概要 :医学、工学、薬学の各分野の
専門分化は、各分野で高度な技術を創出
する一方で、他分野技術の理解を困難と
し、医療・福祉現場で活躍する若年者に
相当な負担を課す結果となっている。本
取組では、医工薬分野それぞれを等しく学
び、人間を中心とした新しい自然科学分野
となる「医工薬連環科学」分野の教育課
程を構築し、その教育効果を高めるため
の教育システムと教育環境を整備する。こ
れにより、「分子から社会までの人間理解」
をベースとして広い視野から問題点を発
掘し、これに柔軟に対応して解決できる人
材を育成し、社会へ貢献する。また、自由
研究顕彰制度・理科実験教室・出張講
義などの高大連携事業と公開講座・シン
ポジウムなどの社会連携事業により、高
齢地域社会への教育成果の社会還元に
寄与する。「医工薬連環科学」の教育課
程修了者は、治験コーディネーター・病院
内情報処理など、医工薬融合分野の知識
を必要とする医療・福祉分野で活躍する。

　 　このプログラムは、本学が代表校とな
り、大阪医科大学、大阪薬科大学と連携
して申請し、採択されたものである。

一口メモ

 新役職者一覧（10月1日付）



　2005年8月24日にリリースされたイ
ンディーズデビューアルバム「空いっぱ
いに奏でる祈り」に収録されている有
線チャート7週連続1位を獲得した「等
身大のラブソング」から、メジャーデ
ビューシングル「決意の朝に」、大ヒット
ラブソング「千の夜をこえて」、日本テレ
ビ系土曜ドラマ“ごくせん”主題歌「虹」、
ロングヒット中の「プルメリア ～花唄
～」、Sony“WALKMAN”×MTV“ひと
つになれる歌”プロジェクト ソングと
なる、7,500件を超える学生からのメッ
セージよりインスパイアされ、書き下ろ
した新曲「最後まで」を含む、リリースし
た全てのシングル、過去リリースした5
枚のアルバムに収録されている楽曲の
中から、メンバーセレクトにより人気曲
を完全網羅した、2枚組（全26曲収録）
のAqua Timezの軌跡を詰め込んだ、
スペシャルなフルボリュームのベストア
ルバムを発売 !!
（Aqua Timez オフィシャルウェブサイトより引用）

学園祭にやってくる
注目アーティストが
ベストアルバムを

リリース!!

The BEST of Aqua Timez
【初回生産限定盤】
Aqua Timez
ESCL-3300～ESCL-3302／アルバム／
2009年10月14日発売／ ¥3,900（消費税込）
2009 Epic Records Japan Inc.All rights reserved

Aqua Timezの軌跡を
詰め込んだ、最強コンプリート
ベストアルバム完成 !!

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先
16日㈮ 商学部ビジネスリーダー養成特別プログラム第1回講演会 学生・教職員・一般 第2学舎オフィス

17日㈯ 外国語学部客員教授講演会 学生・教職員・一般 岩崎記念館オフィス
第6回文化遺産学フォーラム（特別公演は24日（土）に実施） 学生・教職員・一般 なにわ・大阪文化遺産学研究センター

19日㈪ 業界研究会 スタート 主に学部3年次生 キャリアセンター

20日㈫ 図書館秋季特別展記念講演会 学生・教職員・一般 図書館事務室
第2回 関大で一番おもろいやつ誰やねん選手権 学生 学生生活課

21日㈬ 経済・政治研究所 第188回公開講座 学生・教職員・一般 経済・政治研究所
22日㈭ 関西大学技術交流セミナー 2009（東京センター） 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
23日㈮ 人権問題研究室　第59回公開講座　 学生・教職員・一般 人権問題研究室
24日㈯ 第2回公務員ガイダンス 学生 キャリアセンター

25日㈰ 第7回ソシオネットワーク戦略研究国際会議／
第3回政策グリッドコンピューティング国際会議 学生・教職員・一般 ソシオネットワーク戦略研究機構事務室

29日㈭ アイスアリーナ滑走デー（トップアスリートと滑ろう） 学生・教職員・一般 アイスアリーナ事務室／高槻キャンパス事務チーム
31日㈯ 中東経済シンポジウム 学生・教職員・一般 経済学部、経済・政治研究所
イベント・行事については、予告なく変更される場合があります。また、今後追加・中止となるイベント・行事もあります。
詳細・最新情報については、本学ウェブサイトならびに問い合わせ先のウェブサイトなどで必ず確認してください。
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秋になると人恋しくなる恋愛はハードルが
高いほど燃える

三度の飯より
熱中できるものがある

こたつとみかんは
一年中部屋にある

着うたは毎週必ずチェックし
着信音をマメに変えている

秋は味覚狩りや
バーベキューなど

アウトドアに行く予定がある2010年の手帳はすでに購入済み

関西大学の学園祭
はもちろん他大学の
学園祭にも行くつもりだ

おでんは
だいこんよりたまご派だ

�����

10月1日号から改訂した『関西大学通信』の紙面内容および構成について、アンケートを実施しています。詳細については、インフォメーションシステムの
「申請・アンケート」画面から確認・入力してください。回答については今後の『関西大学通信』に反映させていく予定です。ご協力よろしくお願いします。

『サブウェイ123激突』 『あるキング』 『Box Emotions』
配給：ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 出版：徳間書店 2009 Taisuke,Ltd All rights reserved

　天才が同時代、同空間に存在する時、まわ
りの人間に何をもたらすのか?野球選手にな
るべく運命づけられたある天才の物語。山田
王求はプロ野球仙醍キングスの熱烈ファン
の両親のもとで、生まれた時から野球選手に
なるべく育てられ、とてつもない才能と力が備
わった凄い選手になった。王求の生まれる瞬
間から、幼児期、少年期、青年期のそれぞれ
のストーリーが、王求の周囲の者によって語ら
れる。わくわくしつつ、ちょっぴり痛い、とって
おきの物語。

1位 あるキング伊坂幸太郎

2位 1Q84（1・2）
村上　春樹

3位 終の住処磯﨑憲一郎

■書籍（文芸）ランキングベスト3

　待望の2ndアルバムは名曲揃い !昨年5月
に1stアルバム「Superfly」をリリースし、1stに
してオリコンチャート2週連続1位を獲得し
55万枚超を記録したSuperfly。その後シング
ル「How Do I Survive?」がヒット、今年に入っ
てもドラマ「BOSS」の主題歌「My Best of My 
Life」、オープニングテーマ「Alright!!」（※配信限
定シングル）が現在連続ヒット中とその勢いは
日々 加速し続けている。ボーカル志帆のスター
性と突出した楽曲クオリティでJ-POPシーンで
の唯一無二ともいえる存在感を示している。

1位 Box Emotions
Superfl y

2位 All the BEST! 1999-2009
嵐

3位 BEST of CRYSTAL KAY
Crystal Kay

■CDアルバム ランキングベスト3

　1974年にも「サブウェイ・パニック」として映
画化されたジョン・ゴーディのベストセラーを、
トニー・スコット監督&デンゼル・ワシントン
が4度目のコンビで再映画化し話題となって
いる。さらに冷徹な犯人グループのリーダー役
でジョン・トラボルタが共演。気になるストー
リーは、ニューヨークの地下鉄ペラム123号が
乗っ取られ、犯人グループは乗客を人質に身
代金1000万ドルを要求する。地下鉄運行指
令室に勤務するガーバーは、犯人からの無線
を受けたことから、そのまま交渉役を務めるこ
とになり…。

1位 20世紀少年
－最終章－ぼくらの旗

2位 BALLAD
名もなき恋のうた

3位 サブウェイ123激突

■映画 ランキングベスト3

映画・書籍・音楽秋の夜長に
オススメ

10月も中旬を迎え、秋真っ盛り。
秋の夜長を満喫する、
こんな作品はいかが!?  
まだ知らない作品は、この秋に要チェック!
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（各ランキングは日経MJ2009年9月11日号より引用）

発売：ワーナーミュージック・ジャパン
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