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統一学園祭実行委員会のみなさん

■特集

■Kaisers 飛躍
● アメリカンフットボール部
● アイスホッケー部
● サッカー部
● テニス部男子

■「考動」するゼミ・サークル
● 総合情報学部 小林孝史 准教授
● マスコミュニケーション学研究部

統一学園祭実行委員会×学生広報スタッフ企画

「学園祭の歩き方MAP」
ガイドマップを持って学園祭を楽しもう！



立命館大学に29年ぶりの勝利をあげたアメリカンフットボール部

　9月15日～ 10月10日にかけて開催され
た関西大学対抗リーグ戦において、テニス部
男子が優勝した。また、神戸学院大学との
入れ替え戦に勝利し、4年ぶりに1部への
昇格を果たした。

テニス部男子が4年ぶりに
1部昇格

飛躍

リーグ優勝をめざすサッカー部金園英学選手（文学部３年次生）
（写真提供：関大スポーツ編集局）

リーグ連覇をめざすアイスホッケー部篠原選手
（写真提供：関大スポーツ編集局）

甲子園ボウル、61年
ぶりのＶへ一直線！！

アメリカンフットボ
ール部

02｜ KANSAI  Univ. News

（写真提供：関大スポーツ編集局）

関西リーグ優勝をめざすアメリカンフット
ボール部、アイスホッケー部、サッカー

部。ともに現在リーグ戦の真っ最中であり、11

月に最終戦を迎える。
　立命館大・関西学院大の２強を倒し、61年
ぶりのリーグ優勝に大きく近づいたアメリカン
フットボール部。「覚悟・勝ちたいんや」をスロー
ガンに掲げ、底上げを図った今季。選手層の厚
さが増し、見事に強敵を破った。残る２試合に
向け、「強い相手にも、これが関大かと見せつけ
たい。すぐ調子に乗ってしまうので、勝って兜
の緒をしめたい」と大舘賢二郎主将（工学部4年

次生：写真左）は意気込みを語った。
　一方、連覇の期待が懸かるアイスホッケー部。
「関西にとどまるチームだとは思っていない」と
話す松本和郎主将（文学部4年次生：写真中央）
が率いるチームの目標は、インカレ優勝。ＤＦ
篠原優平さん（文学部１年次生）、ＦＷ正保貴啓
さん（政策創造学部1年次生）など今年も有力新
人が多数加入。選手たちは切磋琢磨し、実力を
伸ばしている。まずは関西優勝を果たし、イン
カレへの弾みにするつもりだ。
　そして総理大臣杯３位のサッカー部。10月
11日に行われた天皇杯２回戦ではＪ２のクラブ
相手に奮闘。試合には敗れたものの、ＰＫ戦ま
でもつれる接戦をみせた。実力は申し分のない
サッカー部。こちらも「日本一を目標にしてい
る。一戦一戦大事にしていかなければいけない」
と清水孝太主将（経済学部4年次生：写真右）
は意気込みを語った。
　　　　　　（取材編集：関大スポーツ編集局）

アイスホッケー部、サッカー部も優勝めざす

大舘主将 松本主将 清水主将

みんなで応援に行こう！秋季リーグ戦予定表
サッカー部

日　時 対戦相手 場　所
11/3（火・祝）11：30～ 大阪産業大学

長居第2陸上競技場
11/7（土） 14：00～ 桃山学院大学

11/15（日） 14：00～ 関西学院大学 三木総合防災公園
陸上競技場

11/21（土） 11：30～ 同志社大学 高槻市立
総合スポーツセンター

11/29（日） 13：30～ 阪南大学 長居第2陸上競技場

アメリカンフットボール部
日　時 対戦相手 場　所

11/8（日） 11：00～ 同志社大学 EXPO FLASH FIELD
11/21（土）14：00～ 甲南大学 王子スタジアム

アイスホッケー部
日　時 対戦相手 場　所

11/1（日）12：30～ 同志社大学
関西大学アイスアリーナ

11/7（土）17：00～ 京都産業大学

アメリカンフットボール部 アイスホッケー部 サッカー部



　今年新設学部として誕生した外国語学部。そのため、
外国語学部祭典実行委員会（以下外祭）は先輩なしの
手探りで活動している。「もう不安と心配でいっぱいです」
と語る企画局長の林伸太郎さん（外１）。全１５名の実行
委員がスクラムを組んで挑む企画『諜報中』は、テレビ
番組『逃走中』をモチーフにした、キャンパス全体を使う
大型企画である。

　この企画一つに懸ける外祭。来年は必修であ
る海外留学に行くため、今年の実行委員会メン
バーは、学園祭に参加することができない。そん
なメンバーがどのように楽しませてくれるのか期
待大である。
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1年次生パワーで挑む学園祭
～外国語学部祭典実行委員会～

　法学部祭典実行委員会（以下法祭）は今年、２つの
劇公演と、ステージ外の『人間双六』を企画している。「意
見の食い違いが多かったが、仲間が信頼してついてきて
くれたので頑張ることができた。」と法祭委員長の米田知
文さん（法２）は話す。米田さんの誕生日にはサプライズ
の誕生会が開かれ、涙もろい米田さんは号泣したという。
　そんな人情あふれる法祭イチオシの劇は『友
情～ MASATOSHI ～ハチャメチャ戦隊ハジ
ケンジャー』個性豊なキャラクターたちが一風
変わった友情物語を演じる。「最初はコメディ
だが、見ていくうちに感動を呼び起こすような
劇にしたい。」と米田さんは語る。
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笑いから感動の涙へ！
 ～法学部祭典実行委員会～

　総合情報学部祭典実行委員会（以下情祭）は、統
一学園祭と高槻キャンパス祭の２つの学園祭を抱える。5
月開催の高槻キャンパス祭は、高槻唯一の学部として主
体的に取り組む。2つの学園祭を企画することに対して「や
りがいを感じます」と語ってくれたのは、今回取材に答え
てくれた寺村忠祥さん。
　そんな情祭のイチオシ企画は、ステージ企画『関大レ
コーズ』。情祭が用意した記録に挑戦して見事達成でき
た参加者には、商品がプレゼントされる。そのほかにも教
室企画として、ストラップ作りや砂アートを用意している。
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2つの学園祭を抱える
実行委員会！  

 ～総合情報学部祭典実行委員会～

　代々受け継がれている大好評企画『ＳＮＡＰ×ＳＮＡＰ3』を、
企画局長の横山大輔さん（政策2）は推す。学園祭に来た方々
の写真をストリートスナップとして展示。それを部門別に展示す
る。中でも特に注目の部門が『ベストオブスマイル』。「ボード
に展示された思い思いの写真を見ながら、青春のひと時を過ご
してもらいたい。」と横山さんは話す。
　そのほかの企画では、『カップル大捜査線』も面白そうだ。
来場者が偽カップルを見破り本物のカップルを当てるという企
画である。各組のカップルが指示された行動をするので、それ
をヒントにして見極める。例えば、実際に告白したときのシチュ
エーションを再現することもあるそうだ。見ている方は“胸キュン”
できるかも！？
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元気100％のスタッフで
関大No.1の企画に！ 

 ～政策創造学部祭典実行委員～

　今回のイチオシ企画であるファッションショー『Se 
aparecendo』は、ショーの合間に歌手の和紗さんが歌う
というスタイルを取っており、五感を使って楽しめる企画にし
たそうだ。テーマは“ 浮上 ”で、ステージよりもモデルを目
立たせる演出をした。「モデル探しや出演交渉に苦労した。」
と話すのは、商学部祭実行委員（以下商祭）の北川直
樹さん（商２）。元気が売りだという商祭は、仮装をして学園
祭のチラシを配ることが伝統だ。
「今年もセーラー服や着ぐるみを
着て宣伝する予定。いい意味
で騒がしい商祭です。」

元気印のShow 祭パワー
 ～商学部祭実行委員会～

握手をする林企画局長と
奥村委員長

企画局長の林伸太郎さん
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先輩が最高のアドバイザー 
～経済学部祭実行委員会～

企画局長の田詰雄太さん

企画局長の横山大輔さん

取材に答えてくれた
寺村忠祥さん　

倉庫が作業場。法祭の砦！

元気いっぱいの
政策創造学部祭典
実行委員メンバー

企画局長の伊藤敦希さん

作業場の様子。熱心な打ち合わせが
行われていた

　経済学部祭実行委員会（以下経祭）は、他の学部
の実行委員会と異なり、3・4年次生も主要メンバーとして
活動している。企画局長の田詰雄太さん（経２）は、「先
輩達がいるので、貴重な意見がもらえてとても助かっ
ています」と話す。経祭のイチオシは、ステージ
外の『ラスベガス企画 K.U.Dream』。ラスベガ
スという名の通り、ブラックジャックなどのゲームで
コインを集めていくと、豪華賞品をゲットできる
という企画である。最後に田詰さんは、「多
くの人の笑顔を見るために頑張ります」と
語った。そんな経祭の企画に参加してみて
はどうでしょうか。

　経済学部祭実行委員会（以下経祭）は、他の学部
の実行委員会と異なり、3・4年次生も主要メンバーとして
活動している。企画局長の田詰雄太さん（経２）は、「先
輩達がいるので、貴重な意見がもらえてとても助かっ
ています」と話す。経祭のイチオシは、ステージ
外の『ラスベガス企画 K.U.Dream』。ラスベガ
スという名の通り、ブラックジャックなどのゲームで
コインを集めていくと、豪華賞品をゲットできる
という企画である。最後に田詰さんは、「多
くの人の笑顔を見るために頑張ります」と
語った。そんな経祭の企画に参加してみて
はどうだろうか。

　理工学系学部実行委員会（以下工祭）企画局長・伊
藤敦希さん（環都2）のイチオシ企画は、『お化け屋敷』。
「始めてから6年目を迎え、お客さんから去年も来たよと
言われるくらい定着してくれました」と語る。段ボールで工
夫して作った通路と手作りの仕掛けによって、参加者に
恐怖を与える。
　そのほかのステージ企画として行われるのは、『おとぎ
の国アリサ』。観客の参加もある1時間のステージでアリ
サ役を演じる長谷川篤美さん（化生1）は、「役になりきっ
てお客さんを盛り上げます」と意気
込んだ。
　工祭の合言葉は“みんなの企
画”。工祭49人全員の熱い気持ち
で学園祭を盛り上げる！
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一丸で学園祭を盛り上げる！
～理工系学部祭実行委員会～

　文学部祭典実行委員（以下文祭）
のイチオシ企画は『クライストストーリー』
と『ギャルとオタクの生きる道』。『クライ
ストストーリー』は、体験型RPG風アトラ
クションだ。『ギャルとオタクの生きる道』
は、交際を親に反対されているギャルとオ
タクのカップルが、果たして婚約までいけ
るのかどうか！？という恋愛風ドラマ。
　｢もし自分が親なら、結婚を認めますか？｣という質問に「本
人達が愛し合っているなら、それでいい。」と話す企画
局長の山崎千夏さん（文２）。学園祭 1ヶ月前からは
賃貸住宅を借り、寝る時間を惜しんで企画を作り上げて
きたという。最高のパフォーマンスが期待できるのではな
いだろうか。
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メインストリートだけでなく、
ぜひ文学部へ！

～文学部祭典実行委員会～

　統一企画構成委員会のイチオシ企画は、『K.U . 
ROCK FEVER 7th』。今年で7年目を迎える一番の長寿
企画だ。音楽関係者と毎年600人にもおよぶ観客によっ
て関大No.1ミュージシャンが決定される。また、今年から新
たにダンスのコンテスト『KANDAI DANCE FES.09』も
開催。こちらもお客さんの盛り上がりが勝負の明暗を分け
るそう。
　「みんな協力的で、数ある実行委員会の中でも一番の
仲良し」だと語る家谷悠子さん（商２）。その言葉通り、作業
場にはほのぼのとした温かい空気が流れていた。そんなメ
ンバーが手掛ける学園祭最大のイベント。参加しないと来
た意味がない?!出演者が泣くも笑うもすべてはあなた次第！
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あなたの1票が関大№１を
決める !!

～統一企画構成委員会～

くまのダニエル君と伊藤敦希さん、
長谷川篤美さん

自慢の商祭ハッピ。
なんと和柄です！
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取材に答えて
寺村忠祥さん

この企画一つにこの企画一つに
る海外留学に行くる海外留学に行く
バーは、学園祭にバーは 学園祭にバ は 学園祭に祭バーは、学園祭に
なメンバーがなメンバーががどのどどどのどの
待大である。大待大である。

取材に答えてくれた
家谷悠子さん

みんなで仲良く＂はい、チーズ＂

企画の告知看板作成中の様子

企画局企画局
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ろうううううういだろろだろろろろろろうろうろうだいだろう

リラックスムードでだんらん中～

企画局長の山崎千夏さん

準備で忙しいけれど、
笑顔を忘れない文祭委員メンバー

今 企

元元気印のSh
～商学部祭

　社会学部祭典実行委員会には、大切な伝統があ
る。それは、第３学舎全域を使用したアトラクション系
“トロッコ ”企画である。しかし、校舎の建て替えや、
設計・技術力を持った先輩が引退してしまうなどの関
係で、長年引き継いできたトロッコ企画は今年で幕を
閉じる予定だ。

　そんな伝統あるトロッコ企画のフィナーレ
を飾るのは『シャムナプトラ』。映画『ハ
ムナプトラ』をモチーフに、楽しみながら王
の呪を解いていくという企画である。
そこの君！次に王の呪を解くのは
君だ！

　社会学部祭典実行委員会には、大切な伝統があ
る。それは、第３学舎全域を使用したアトラクション系
“トロッコ ”企画である。しかし、校舎の建て替えや、
設計・技術力を持った先輩が引退してしまうなどの関
係で、長年引き継いできたトロッコ企画は今年で幕を
閉じる予定だ。

　そんな伝統あるトロッコ企画のフィナーレ
を飾るのは『シャムナプトラ』。映画『ハ
ムナプトラ』をモチーフに、楽しみながら王
の呪を解いていくという企画である。
そこの君！次に王の呪を解くのは
君だ！

仲間と伝統をトロッコに乗せて
～社会学部祭典実行委員会～

閉じる予定だ。閉じる予定だ。
　そんなそんな
を飾るのを飾るの
ムナプトムナプト
の呪の呪
そこそこ
君君

取材に答えてくれた
萬谷昭太さん（社2）

社会学部祭典実行委員のメンバー

黙々と作業中、たまには休憩も

　学園祭の注目イベント『K.U.ROCK 
FEVER 7th』で NO.1 に選ばれたアー

ティストと、『KANDAI DANCE FES.09』で NO.1 に選ば
れたダンサーに、学生広報スタッフが直撃インタビュー！『関
西大学通信』12月1日号に記事を掲載します。お楽しみに！

次回予告 !次回予告 !次回予告 !

協力 ： 統一学園祭実行委員会　企画・編集 ： 学生広報スタッフ（50音順） 上窪太貴（政策3）・落合美規（政策2）・菅原直亮（情2）・高野公美子（文4）・野口美保（社2）

取材に答
家谷悠子

学園祭実行委員会
をを

学園祭実行委員会学園祭実行委員会
各学園祭実行委員会の“イチオシ企画”や学園祭に懸ける想いを、学生広報スタッフが直撃イン
タビュー！ぜひ、実行委員会渾身の“イチオシ企画”に参加して、学園祭を満喫してください。
※イチオシ企画やその他企画の詳細などについては、第32回関西大学統一学園祭パンフレットで確認してください。
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委員長語る！委員長語る

統一学園祭実行委員会
常任委員会　委員長

廣田　剛さん（経済学部3年次生）

！
　統一学園祭実行委員会常任委員会と
統一企画構成委員会、各学部実行委員
会委員長に、今年の学園祭のテーマに
ちなんだ“関謝”の言葉と、学園祭にまつ
わる恋愛事情“学園祭ロマンス”につい
てコメントをもらいました。

関西大学統一学園祭に来場してい
ただいたみなさん、本当にありがとう
ございます。きっと非日常的な経験ができると思
います。ぜひ楽しんでいってください。そして学園
祭実行委員のみんな、今年も素晴らしい学園祭
をつくってくれて本当にありがとう。

統一企画構成委員会
委員長

北脇　直登さん（社会学部3年次生）
今年も学園祭を行うことができるの
は多くの方の支えがあったからこそ。

委員長という仕事は大変ですが、友達とワイワイ
騒ぐことでストレス発散しています。“学園祭ロマ
ンス”？ありますよ～！一緒にいる時間が長いから
ですかね。

法学部祭典実行委員会
委員長

米田　知史さん（法学部2年次生）
法祭の仲間とワイワイふざけあって
いるだけで、何もかもがすっきりしちゃ
います。みんなに心から「ありがとう、大好き。」と
伝えたいです。最後に一言「あなたの笑顔が見
たいから、どんなに辛くても頑張れるんや！」

文学部祭典実行委員会
委員長

湖海　量達さん（文学部2年次生）
ずっとこの1年間、みんなに迷惑か
けっぱなしやったけど、ゴメンじゃなく

て心からありがとうと言いたいですね。実行委員
はクラスメイトみたいなものだから“学園祭ロマン
ス”は、実際ありますよ。浮いた話なんてざらです
ね。僕には関係ありませんが…。

経済学部学園祭実行委員会
委員長

松尾充一朗さん（経済学部2年次生）　
実行委員の仲間に一番感謝してい
ます。信頼できる仲間に恵まれたと
思います。そんな仲間が私を実行委員長に推薦
してくれたので、期待を裏切らないように頑張りま
す。みんな愛してるよ。

商学部祭実行委員会
委員長

岡本　裕介さん（商学部3年次生）
素晴らしい商祭の仲間に囲まれた僕
は幸せ者です。実行委員長になった

きっかけは、映画『グミ・チョコレート・パイン』を見
て、感化されたからです！“学園祭ロマンス”は、あ
ると思います。でも、僕にはないです…なんでか
な？（笑）

社会学部祭実行委員会
委員長

高谷　太嘉さん（社会学部2年次生）
実行委員のみんなにはもちろん感謝
の気持ちでいっぱいですが、一番感

謝しているのは母親です。いつもご飯の用意をし
てくれたり、洗濯をしてくれたり、本当にありがと
う。ストレス解消法は音楽を聞くことで、月2回ラ
イブに行って力をもらっています。

政策創造学部祭典実行委員会
委員長

横山　大志さん（政策創造学部2年次生）
政祭のみんなや、日頃から政祭の活
動に協力してくださる方々に感謝し

ています。最高の学園祭をつくってみなさんに楽
しんでもらうのが、僕の一番の恩返しだと思いま
す。“学園祭ロマンス”は、本当にありますが、すべ
ては本人の頑張り次第だと思います。

外国語学部祭典実行委員会
委員長

奥村　大輔さん（外国語学部1年次生）
外国語学部1期生の委員長というこ
とで、いつもわからないことだらけ。右

往左往している僕に協力してくれる外祭のみん
なには本当に感謝しています。やると決めたから
には、最後まで責任を持って頑張ります。合言葉
は“Guys go!!”

総合情報学部祭典実行委員会
委員長

松井　志仁さん（総合情報学部2年次生）
ストレスを感じたら、体を動かしたり
カラオケに行ったりします。でもやっ

ぱり仲間と騒ぐのが一番ですね。成功までの過
程は辛いこともあるし、泣きたくなるようなことも
あります。でも魂込めて学園祭を作り上げていき
ます。

理工系学部祭実行委員会
委員長

川端　里奈さん（環境都市工学部2年次生）
工祭のみんな、一緒に学園祭成功
を目指して頑張ってくれてありがと

う。誰もが楽しめる学園祭になるようみんなで努
力してきました。ぜひ、みなさん楽しんでいってくだ
さい。

統一学園祭実行委員会と学生広報スタッフが協力して、「学園祭の歩き方MAP」を作成しました！
MAP以外にも、学園祭オススメコースや各学園祭実行委員会委員長からのコメントなど
盛りだくさんの内容になっています。これを手に関大の学園祭をまわれば、もっと楽しめるはず！

第32回 関西大学統一学園祭 2009年11月1日（日）～11月4日（水）
学園祭テーマ：関謝！ 関激！！ 関大祭！！！

千里山
東体育館

空中
テニスコート

あすか
の庭

千里山
中央
体育館

KU
シン
フォ
ニー
ホー
ル

悠久の庭

総合図書館

ITセンター

★ ★ ★

★
千里千里山山 ホーホー

ルル

空中
テニスコート

関大生にとって、なくてはならない場所と言えば凜風館！凜風館内に
ある学食は、昼休みには10分程で満席になってしまいます。凜風館
の屋上から見る夜景は、千里山キャンパスNo.1デートスポットですよ
♪見どころ満載の凜風館にぜひお立ち寄り下さい。お土産に関大
グッズはいかがでしょうか～？

総合学生会館 メディアパーク 凜風館

学生広報スタッフ

統一学園祭実行委員会

-KANDAI NAVI-

学園祭に来てみたけれど、どこをどんなふうに見て回ればいいのか分からない…
というあなたに、オススメコースをチャート式で紹介します！

※各実行委員会の企画、模擬店情報は
　パンフレットおよび模擬庭マップで
　確認してください。

千里山キャンパス

マイペースに雰囲気を味わいたい人向け。
疲れたら凜風館や芝生で休憩して関大の
風景を眺めよう。

を選んだ人は……ゆったりコースC

を選んだ人は……ワイワイコースB

関大を知り尽くした人のための穴場コース。
上級者向け。帰りはスムーズに行けるよう、
関大前駅の南改札口を使ってみよう。

を選んだ人は……マスターコースA

A B C

行きたい所が
決まっている。

関大に
興味がある。

関大生である。 あなたは
今、大学生？

あなたの性格は？

キャンパスマップ
は覚えている！

学園祭では
思いっきり
はしゃぎたい。

学園祭では
思いっきり
はしゃぎたい。

今日、誰と来た？今日、誰と来た？

START!

No

No

NoNo

No

No

Yes

No

YesYes

Yes

Yes

Yes

Yes

友達
家族・カップル・その他家族・カップル・その他

せっかち
のんびり

ハズレ！
もう一回！！

第1学舎第1学舎
法学部
文学部
政策創造学部
外国語学部

第2学舎第2学舎
経済学部
商学部
会計専門職大学院

第4学舎第4学舎
システム理工学部
環境都市工学部
化学生命工学部

以文館以文館
法科大学院

尚文館尚文館

総合学生会館
メディアパーク
凜風館

総合学生会館
メディアパーク
凜風館

A

正門正門

MAP」を作成しました

千千

と学生広報スタッフが統一学園祭実行委員会

月 日（水）

委員会

関大には芝生がたくさんあります。都会に
ありながら緑豊かなキャンパスに感動する
人もいます。日曜には近所の子供たちが
遊んでいることもあるんですよ。ちなみに
第1学舎前の芝生（あすかの庭）横には、
高松塚古墳壁画再現展示室があります。

芝　生

静かに音を鳴らしながら流れる水―。滝の前に
は木々で囲まれた芝生があり、天気が良い日
には昼食や昼寝をする学生でいっぱいになり
ます。くつろぐには絶好のスポットです。デート
スポットとしてもよく利用されています。

尚文館前の滝
AAAAA

法文坂の両脇には、桜の木が何10本も
植えられていてトンネルのようになってい
ます。春には桜の花で満開となり、秋に
は紅葉を楽しむことができます。ゆっくり
法文坂を歩いてみると、季節を感じること
ができますよ。

法文坂
関大のシンボルの一つとして新たに設置された時
計塔。関大生の待ち合わせスポットとして、休み時
間になるとたくさんの人で賑わいます。学園祭期
間中に友達とはぐれてしまった時の目印に使って
みてはいかがでしょうか。

時計塔至関大前駅至関大前駅

関大前駅
南改札口へB C

大学院
臨床心理専門職大学院

★

関大に
初めて来た。

第3学舎第3学舎
社会学部
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とにかく学園祭を楽しみたい人の王道コース。
模擬店を全部見て回る。正門からの
にぎやかさを感じてみよう。
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合宿での勉強会の様子

白熱したプレゼンの様子（写真右から5人目が友藤さん）

KANSAI  Univ. News｜ 07

Q.何人でどれくらいの頻度で活動していま
すか？
　学術研究会において、最も多い部員数。
Ａ.男子20名、女子30名あわせて50人が
在籍しており、週2回活動を行っています。
Ｑ .男女比や学年構成はどのような感じで
すか？
Ａ.女性がやや多いですが、学年による人数
のばらつきは少ないと思います。
Ｑ .主な活動内容について教えてください
　週 2回の活動のため参加しやすい。
Ａ.活動は週1回のパート会議とマス講があ
ります。パート会議では、それぞれのパート
（出版、広告、映像）で集まって会議を行い
ます。映像パートでは、ミニミニＮＨＫ映像
大賞に毎年映像作品を提出しています。
　マス講は毎週金曜日に行い、全員が集
まってプレゼンをします。プレゼンの主旨は
自由で、今年は新型インフルエンザやファッ
ションについてのプレゼンが行われました。
ユニークなものではマンガなどもありました。

Ｑ .このクラブのいいところは何ですか？
　自分のやりたいことができる。
Ａ.自分がしたいこと、学びたいことができ、
それを助けてくれる仲間がたくさんいること
です。各パートに分かれているため、さまざま
な視点からの意見も参考になります。マス研
で得た経験は必ず将来の財産となると感じて
います。

● マスコミュニケーション学研究部

個性派ぞろいのおもろいやつら

総合情報学部
小林孝史 准教授

セキュリティはまず人から！！
Ｑ .具体的な研究内容を教えてください。
Ａ.ネットワークに関するシステムやセキュリ
ティに関するシステムなどの性能向上や改良
をめざした研究を進めていきます。例えば卒
業論文のタイトルとしては、パケットを自動

制御するシステム、デー
タベースにデータを格納
する際のエスケープ処理
の自動化 、リアルタイム
に侵入を検知するシステ
ムなどがあります。
Ｑ .このゼミの魅力は何
ですか？
Ａ.一番の魅力は、ゼミ生
の「自主性」が尊重されて
おり、ゼミ生の興味のあ
るテーマについて自分の
ペースで研究できること
です。また、ゼミ生にはさ
まざまな個性を持った人
がいるので、常に新しい
発見にあふれています。

Ｑ .ゼミの研究テーマは？
Ａ.研究テーマは「ネットワークセキュリティ」
です。ネットワークやオペレーティングシス
テム、Web、侵入検知、スパムメール、アルゴ
リズムなどに関する研究をしています。

Ｑ .ゼミの雰囲気を語るとすれば、どんな雰囲
気ですか？
Ａ.ゼミ生みずから活動し、研究はもちろん、
勉強会や合宿を行ったり、学園祭の模擬店を
出店したりしています。研究に関することに
は真剣な雰囲気ですが、それ以外の時間はと
ても和気あいあいとしています。
Ｑ .先生を自慢するとしたら？
Ａ.先生は、子煩悩パパです。お子さんの話を
されるときの先生の笑顔は世界一です。
　それはゼミ生や他の学生に対しても同様で、
空き時間にはゼミ生と一緒にスポーツやゲーム
をして楽しんだりしています。ゼミ生との距離
感がとても近く感じられ、厳しくも親しみやす
い先生です。
Ｑ .ゼミで学んだことを将来どのように役立
てたいと思っていますか？
Ａ .ゼミでは自主性のほかに「報連相」を重
要視しています。みずから考え行動し、報
告・連絡・相談をきちんとできることは、
どの仕事をする上でも基本として役立つと
思っています。

部長 友藤将浩さん
文学部３年次生



『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」画面より
確認・入力してください。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。

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先
1日㈰ 統一学園祭2009 学生・教職員・一般 学生生活課
2日㈪ 統一学園祭2009 学生・教職員・一般 学生生活課
3日㈫ 統一学園祭2009 学生・教職員・一般 学生生活課
4日㈬ 統一学園祭2009　大学創立記念日 学生・教職員・一般 学生生活課
5日㈭ 商学部ロボットビジネス創出セミナー 学生・教職員・一般 第２学舎オフィス
6日㈮ 第2回国際シンポジウム（～7日） 学生・教職員・一般 マイノリティ研究センター
7日㈯ 東京センター 公開講座 一般 東京センター

8日㈰ 中等部・高等部入試説明会 一般 中等部開設準備室・高等部開設準備室
国際フォーラム 学生・一般 なにわ・大阪文化遺産学研究センター

9日㈪
10日㈫
11日㈬

12日㈭ 第183回産業セミナー（りそな銀行大阪本社） 学生・教職員・一般 経済・政治研究所
文学部身体運動文化専修・体育学教室 公開授業 学生・一般 文学部身体運動文化専修・体育学教室

13日㈮ 泊園記念講座（～14日） 学生・教職員・一般 東西学術研究所

14日㈯
第18回研究部門別発表会（生命・人間・ロボティクス（B）研究部門） 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
東京センター 公開講座 一般 東京センター
読書教養講座 公開授業 学生・一般 読売新聞東京本社 活字文化推進会議事務局

15日㈰ 第35回飛鳥史学文学講座 一般 教育後援会
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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K U B I C 2009 本選会を開催・優勝者決まる

北岡貴文さんがThe Award of Best Presenterを受賞

　10月3日、千里山キャンパスにて、商
学部主催の関西大学ビジネスプラン・コ
ンペティションKUBIC2009の本選会が
開催された。
　商学部創設100周年を記念してスター
トしたこの大会も4回目を迎え、高校、
大学、一般の部に全国からあわせて989
件の応募があった。
　当日は、第1次審査、第2次審査を
通過した高校の部、大学の部各5組の
計10組が本選会においてプレゼンテー
ションを行い、高校の部では、京都府立
京都すばる高校の一宮葵さんが発表した
「じゃがいもがスポンジになっちゃった」

　9月7～ 8日にタイ、バンコクで開催された「EIT-JSCE Joint International 
Symposium on Geotechnical Infrastructure Asset Management 2009」のStudent 
& Young Engineer Sectionにおいて北岡貴文さん（工学研究科Ｍ２）がThe 
Award of Best Presenterを受賞した。
　発表した論文タイトルは以下のとおりである。 
「Takafumi Kitaoka D and Harushige Kusumi：Establishing the 3D Model of the 
Underground Water Management System at Southern Kyoto-city.」

が高く評価されて優勝した。同校は高校
の部において学校賞も受賞した。
　また、大学の部では、商学部１年次生
の丸山加奈子さんが発表したビジネスプ
ラン「エコ・チルドレンプラン」が高く評
価されて優勝した。
　丸山さんは「入学前教育の課題でもあ
り、取り組むのであれば最高の結果を得
たいと思って今まで頑張ってきた。それ
が優勝という結果に結びついたので、本
当に良かった。」と喜びのコメントを寄せ
てくれた。

北岡さんに聞きました
　「この論文は、地下に下水道施設が敷設された時、地下水の流れがど
のように変化するのかを数値シミュレーションを行った論文です。
　これによって地下水流動挙動や地下水汚染などの問題に対処できる
ことから、地下水環境の保全に寄与できるものです。」

大学の部で優勝した丸山さん
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