
12月15日
第370号

　2009年

 ■CAMPUS TOPICS
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CAMPUS
TOPICS

福岡で 4大学学長フォーラムを実施

【申込場所・時間】千里山キャンパス…教育後援会（問い合わせ先 電話：06-6368-0055）  
 高槻キャンパス……高槻キャンパスオフィス
 （月～金曜日　9時～ 16時まで）

　12月2日、地域との共生をめざす本学は、地下水
環境の伝統と文化を守り育てることや、教育・研究、
科学技術の蓄積および文化などの分野において積
極的な連携を推進することを目的として、伏見酒造
組合（京都府）と、連携協力に関する協定を締結した。
　この連携によって、地下水の適正管理に関した
学術研究や、酒
蔵のある特色あ
る街づくりに関
すること、また教
育・文化の振興
に関することな
どについて双方
が協力していく。

関西大学と伏見酒造組合との
連携協力に関する協定を締結

六甲山荘
　12月の六甲山は宝石をちりばめ
たような美しい景色とイルミネー
ションが、山頂の澄んだ空気にひ
ときわ輝きを増す。
六甲山荘からほど
近い六甲山人工
スキー場ではマス
コットのスノイル
がスキーヤーを和
ませてくれる。夜
は六甲山荘で人気
メニューの神戸牛

ウィンターシーズン到来
これからの季節にぜひ！

セミナーハウス
利用受付中

　11月22日、関関同立の学長による「関
西４大学学長フォーラム」が福岡で開催さ
れた。
　今年のテーマは「世界を担う人材の創
出ー関西４大学の国際戦略」。パネルディ
スカッションでは、日本の大学が国際社会
で活躍する人材を創出するために取り組
むべきこと、また関関同立の4大学が実際
に取り組んでいることを学長自身が語る
形で進行した。
　このフォーラムに初参加となる楠見学
長は、「国際社会で活躍するためには日本
文化をよく知ること、海外というフィール
ドに積極的に出かけていくことが大事で
ある。また、コミュニケーション能力の向
上が重要になる」と高校生を中心とした参
加者に語りかけていた。

　パネルディスカッションの前には、4大学
の在学生が自身の留学経験を語るトークセッ
ションが行われ、本学からは法学部3年次生
の浦勇樹さんが出席し、異文化コミュニケー
ションの大切さを伝えていた。

協定を締結した山本伏見酒造組合理事長
（左）と楠見学長（右） パネルディスカッションの様子

優秀講演者賞を受賞した中畑さん

中畑佳城さんが優秀講演者賞
を受賞
　9月2日～ 4日に福岡大学で開催され
た土木学会平成21年度全国大会「第64
回年次学術講演会」において、中畑佳城
さん（工学研究科Ｍ２）が可搬式ドア模型
を用いた地下空間浸水時の安全避難に関
する実験的検討を発表し、優秀講演者賞
を受賞した。
　「洪水氾濫解析や実験結果をまとめ、避
難行動計算や安全性の検討などをわかり
やすく数値化し、伝わるようにプレゼン
テーションしたことが結果に結びついた
と思います」と中畑さんは語ってくれた。

鈴木康友さんが奨励賞を受賞
　7月25日に開催された日本都市計画
学会関西支部第７回研究発表会におい
て、鈴木康友さん（理工学研究科Ｍ１）
が奨励賞を受賞した。

三島大季さんが奨励賞を受賞
　7月17日に開催された2009年度電子
情報通信学会インターネットアーキテ
クチャ研究会において、三島大季さん
（理工学研究科Ｍ１）がインターネット
アーキテクチャ研究会学生研究奨励賞
を受賞した。

白馬栂池高原ロッジ
　白馬栂池は北アルプス山脈の雄
大な自然に囲まれ、マウンテンス
ポーツの聖地として人気の場所であ
る。関西大学白馬栂池高原
ロッジは、ゲレンデまで徒歩
１分のロケーションにあり、
スキー・スノーボードなどを
楽しむことが出来る。
　白銀の景色、豊富な温泉、
美味しい食事でゆったり、の
んびりリフレッシュできる。
友達同士も良いが、唯一家

族での利用もできるセミナーハウ
スである。

のすきやきやしゃぶしゃぶを囲
み親睦を深めてみては。

（教育後援会）

受 賞

　12月13日に開催された「第64回毎日甲子園ボウル」において、本学アメリカンフットボール部
が50対38で法政大学に勝ち、第2回大会以来、実に62季ぶりとなる学生日本一の座についた。
　この結果、1月3日（日）に開催されるライスボウル（東京ドーム）への出場権を獲得し、
社会人日本一のチームと対戦することが決まった。

法大を破り、念願の学生日本一に
－毎日甲子園ボウル
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　11月28日、社会学部・藤岡伸一郎教授ゼミ
が授業の一環として、家庭やレストランから
出る食品廃棄物の問題を、映像や講演で市民
に問いかける「STOP THE 無駄食」を開催した。
　同ゼミは、2004年度から毎年、平和や戦
争、自殺、高齢化などをテーマにした同様のイ
ベントを開催しており、同ゼミ生の曽根亮子

社会学部・藤岡伸一郎教授ゼミが「無駄食」を考えるイベントを開催
さん（社会学部3年次生）は、「当たり前のよ
うに食品が廃棄される現状に問題意識を持ち、
今回のテーマを設定した。意見を押し付ける
のではなく、参加者一人ひとりが「無駄食」に
ついて考えてもらうことを主眼に4月から企
画し、取材や広報などに取り組んだ。参加者か
ら多くの意見をいただいたので、今後の参考

見事優勝し、優勝旗と
表彰状を片手に喜ぶ関
大一高イレブン 初優勝を決め、報告会に訪れた関大北陽陸上競技部員たち（後列）

パネルディスカッションの様子

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

12月16日㈬

KUウェンズデー　落語ショー 学生・教職員・一般 学生生活課
総合情報学部客員教授講演会 学生・教職員・一般 総合情報学部オフィス
第７回マイノリティ・セミナー 学生・教職員・一般 マイノリティ研究センター
先端科学技術推進機構講演会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構

17日㈭ Brooklyn306アカペラライブ 学生・教職員・一般 学生生活課

18日㈮ 資格なんでも相談フェア2010 学生・教職員・一般 エクステンション・リードセンター
会計専門職大学院客員教授講演会 学生・教職員・一般 専門職大学院オフィス

19日㈯ なにわ・大阪文化遺産学研究センター講演会 学生・教職員・一般 なにわ・大阪文化遺産学研究センター

20日㈰ アジア文化交流研究センター　第14回研究集会／
文化交渉学教育研究拠点　第4回研究集会 

学生・教職員・一般 研究所事務室／G-COE拠点事務室

22日㈫ 客員教授講演会 学生・教職員・一般 授業支援グループ
26日㈯ 冬季休業（～1月6日） 学生・教職員・一般

1月 7日㈭ 大学教育改革プログラム合同フォーラム（～8日） 学生・教職員・一般 GP支援課
13日㈬ 商学部退職記念講義（大倉雄次郎名誉教授） 学生・教職員・一般 第2学舎オフィス

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。

（土）、鹿島高校（茨城）に決まった。
　優勝に導いた主将の小谷祐喜さ
ん（3年生）は、「優勝できて本当に
夢のような気持ちです。後半は押
し込まれる展開になったが、負け
ない気持ちを最後まで持ち続ける
ことができました。全国大会では
全力を尽くします」と喜びのコメン
トを寄せてくれた。

　11月14日、全国高校選手権大阪
大会を兼ねた「大阪高校総合体育
大会」の決勝戦が行われ、関大一
高サッカー部が金光大阪高校を延
長戦の末、3対2で破り、10年ぶり
3回目の優勝を果たした。この大会
の優勝で、12月30日（水）から行
われる「第88回全国高校選手権大
会」の出場が決定。初戦は1月2日

関大一高サッカー部が10年ぶりに全国大会に出場

　11月8日、全国高校駅伝大会
の予選会を兼ねた「第60回大阪
高等学校駅伝競走大会」が淀川
右岸河川敷コースで行われ、関
大北陽陸上競技部（男子）が、念
願の初優勝を果たした。

　この結果、12月20日（日）に
京都府・西京極陸上競技場付設
コースで行われる全国大会への
出場権を獲得した。
　都大路での彼らの活躍が期待
される。 

関大北陽陸上競技部（男子）が
全国高校駅伝大阪府予選会で初優勝

としていきたい」と語ってくれた。

　12月4日、5日に東京・
国立代々木競技場で開催さ
れたフィギュアスケートの
「グランプリファイナル」に
おいて、織田信成さん（文
学部4年次生）が男子シン
グルで総合2位となった。
　この結果、織田信成さん
は2010年2月にカナダ・

織田信成さんがバンクーバー五輪代表に内定

併設校も活躍

バンクーバーで開催される
第21回冬季オリンピック
競技大会代表に内定した。
メダル獲得を含めた、五輪
での活躍に期待したい。飛躍



Volcano

ゲイトマウス カフェ

WOOD VILLAGE

美容院美容院

文房具店文房具店

正門

書店

スポーツ用品店スポーツ用品店

阪急電鉄
関大前駅へ

もうすぐ待ちに待ったクリスマス。友達と、恋人と、仲間と、思い思いのク
リスマスを描いているころではないだろうか。今回は、関大前通りにある
オシャレな飲食店を紹介。学生広報スタッフが厳選した３店舗にクリスマ
スお勧めメニューを取材。どれもクリスマスにふさわしい豪華なメニュー
ばかりだ。今年のクリスマスは、大切な“あの人”と関大前で過ごしてはど
うだろうか。

知る人ぞ知る“隠れ家カフェ”
　入口の扉をそっと開くと、心地よい音楽がやさしく出迎えてくれる。今か
ら11年前に“ブルースの似合う店”をコンセプトに作られたゲイトマウスカ
フェ。今では'70年代の洋楽を中心に幅広い音楽が店内に流れる。ＣＤ
の数もさることながら、壁一面に積まれた本の数にも驚かされる。海外文
学などを中心に、スタッフ自ら古本屋で買いつけてくるそうだ。一見ディス
プレイかと思いきや販売もしているそう。
　クリスマスの時期になると注文が増えるのが『パエリアコース』（要予
約）。チキンとシーフードの２種類から選べるパエリアは、もちもちのお米
の上に彩られた色鮮やかなトッピングが目を引く。ドリンクもビールはもち
ろん焼酎から日本酒まで揃い、カクテルも種類が豊富。店内にはプロ
ジェクターもあり、お客さんの要望にも臨機応変に対応してくれる。わがま
まを叶えてくれる隠れ家カフェで、オリジナルパーティーをプロデュースし
てみてはどうだろうか。

『パエリアコース』のパエリア

この本棚の本、販売もしている

親子でお店を切り盛り。ゲイトマウスカフェのスタッフ

●ゲイトマウス カフェ

06-6387-4690
T E L

日曜・祝日
定 休 日

12：00～22：00
営業時間

席 数
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親子でお店を切り盛り。ゲイトマウスカフェのスタッフ

くつろげる“海賊船”居酒屋
　ゆったりとしたソファに精密な船の模型、ずらりと並んだ酒瓶に目を奪
われるWOOD VILLAGE。くつろいで食事を取ることができるようインテリ
アにも工夫している。季節のイベントごとに店内を飾り付け、店に行くたび
違った雰囲気が楽しめるのも魅力だ。去年のクリスマスでは鍋を企画し、
人気を得た。「今は店内を海賊船みたいにしようと、スタッフみんなで海賊
グッズを集めています」と話すのはスタッフの飯塚陽さん。店内の壁に舵
を取り付けたり、天井からハンモックを吊り下げたりと、こだわりを見せる。
　メニューは全てオリジナルで、顧客の要望や店員のアイデアで新しいメ
ニューができることが多いという。
　クリスマスにお勧めのメニューは『木村屋ロコモコ』。ふっくらとしたご飯
の上にカリカリの唐揚げ、ぽってりとした半熟の目玉焼き、ホクホクのフライ
ドポテトがボリューム満点に盛り付けられている。クリスマスにふさわしい、
豪華な一品だ。

オススメの『木村屋ロコモコ』

店内の様子

スタッフの飯塚さん

●ダイニング居酒屋 WOOD VILLAGE
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関大前でセレブ気分 Volcano

　正門を出てすぐ右手にあるイタリア料理店Volcano（ボルカノ）。学校
帰りにオシャレなメニューの黒板が目に入るはずだ。気軽に本格的なイタ
リアンを味わってほしいと、１５年前にお店をオープン。以来、関大生だけ
でなく、教職員やご近所の方にも愛され続けている。
　Volcanoの大きな魅力は、“食材へのこだわり”。既製のソースを使わず
作れるものは全てシェフの手作り。生ハムはイタリアから輸入し、パスタも
自家製とお店のこだわりが随所に感じられる。
　クリスマス（１２月２３日～２５日限定）には、選りすぐりの食材を使った
『X’mas限定コース』（要予約）が登場する。中でもパスタは見た目にもイ
ンパクトがある。自家製のパスタ（タリアッテレ）の黄色と、ホウレンソウの
緑色。そしてビーツ（豆）の赤色…とクリスマスカラーに彩られており、クリ
スマス気分を思う存分味わえること間違いなし！
 １年に１度のクリスマス。いつもよりオシャレなお店で落ち着いた雰囲気
の中、一皿一皿丁寧に作られたディナーで素敵な時間を過ごしてみよう。

『X’mas限定コース』の色鮮やかなパスタ

スタッフのみなさん
店内にはツリーも飾られている

●Volcano

れている ん

30席

06‐6339‐0782
T E L

営業時間
なし
定 休 日

席 数
50席（大きいテーブル有り）

0

ランチ １１：３０～１４：３０（L.O.１４：００）
ディナー １７：３０～２４：００（L.O.２２：００）

営業時間
０６‐６３３７‐０２３５
T E L

日曜・祝日
定 休 日

席 数

35席

月～土 11：00～26：00
日・祝 17：00～26：00

クリスマスグルメ
in関大前

クリスマスグルメ
in関大前

クリスマスグルメ
in関大前

クリスマスグルメ
関大前

『パエリアコース』¥2,900（税込）
シーフードorチキンのパエリア、
生ハムサラダ、鳥の唐揚げ、ピザ、
キューリのピリ辛
《2時間飲み放題付。4人前から要予約》

『X’mas 限定コース』¥3,800（税込）
前菜２種（季節のテリーヌ・魚介のソーセージ）、
パスタ（ホロホロ鶏のラグ－と３色のパスタ）、
メイン（子牛のパイ包み）、デザート（洋ナシのタルトとボネ）
《要予約。入荷材料によって一部メニューが変更になる場合も有》

ゲイトマウス カフェ

『木村屋ロコモコ』　
　S￥580　R￥680　L￥880
                                   　　　（税込）

WOOD VILLAGE
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『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。

企画・編集　学生広報スタッフ（50音順）　榎本幸（政策1）・落合美規（政策2）・實川智美（政策2）・菅原直亮（情2）・高野公美子（文4）・野口美保（社2）


