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天神橋筋商店連合会役員と天神橋筋商店街「町街人（まちがいど）」を務める社会学部・大西正曹ゼミ生と制作した大型絵馬
（関連記事４面参照）

 ■CAMPUS TOPICS

社会安全学部・大学院社会安全研究科、
人間健康学部が設置認可
■Kaisers 飛躍
● アメリカンフットボール部
● 射撃部　● フェンシング部
● 馬術部

■「考動」するゼミ・サークル
● システム理工学部 三好誠司准教授
● 落語大学
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最後の最後まで闘い続けたアメリカンフットボール部（オフェンス）

今年度の公式戦5大会すべて優勝した射撃部女子

飛躍

　昨年は春季全関西、西日本、全
日本学生選抜そして秋季全関西と
全ての試合を優勝で飾ってきた彼女
たち。その勢いはとどまらず、見事イ
ンカレ初優勝を勝ち取った。
　10月31日から４日間にわたって
行われた今大会。総合では、10ｍＳ
40（10ｍ先のある的に座った姿勢で

　東京ドームで3日、甲子園ボウル
で優勝し学生日本一となった体育会
アメリカンフットボール部が「日本選
手権第63回ライスボウル」に出場

40発撃つ）と50ｍ3×20（50ｍ先
の的に座る、膝を付く、立つの3つ
の姿勢で20発撃つ）の団体合計点
数で争われる。50ｍ3×20では圧
倒的な力を見せつけ1,696点を獲
得。10ｍＳ40でも1,162点を獲得
し、合計2,858点と2位に大差をつ
けての優勝となった。「立派な環境

史上初の5冠達成！！射撃部女子が快挙を成し遂げた！

初出場のライスボウルで惜しくも準優勝

を整えてくださった大学に感謝。
大会を通して気候の変動があっ
た中、ベストコンディションを保
つために努力した選手に感謝」
と語った和田監督。王座死守、
そして昨年かなわなかった男女そ
ろっての日本一に向かって―。射
撃部はこれからも邁進し続ける。

■射撃部

■アメリカンフットボール部

　10月20日から始まった最終日
を迎えた関西選手権。女子は団体
サーブルの部、男子は団体エペの部
が行われた。
　女子は、中京大と立命館大に苦
戦を強いられ黒星スタート。運命の
5位決定戦、これで負けるとインカ
レ出場への道は途絶えてしまう。相
手は龍谷大。1回り目で開いた4点
差を埋めるべくチーム一丸と
なって臨む。2回り目に7点
を奪い、25-23と逆転。そ
の後順調にポイントを重ね、
45-32で勝利した。この結
果、前日までの団体フルー
レ・エペとともに3種目全て
インカレ出場を決めた。
　一方の男子は予選を2勝
1敗で終え、迎えた運命の決

で走行を終えた。
　結果、総減点12で明治大と並ん
だが、合計タイムで関大が上回り優
勝した。「うれしい。ほっとした」と
西尾梓さん（文学部3年次生）。同
時に全日3連覇を達成し、「〝常勝
関大〟といえる可能性がでてきた」
と若原総監督は語る。彼らの挑戦
はまだまだ終わらない。

男女共にインカレ出場決定！
■フェンシング部

　10月31日から2日間にわたって
行われた今大会。3連覇がかかっ
ている彼らにプレッシャーが大きく
のしかかる。合計減点数8の3位
で初日を終える。
　迎えた2日目。「開き直れ」と若
原総監督は選手達を鼓舞する。一
つ前を走った明治大の走者が減点
0で終えた。これで明治大が総減
点12で暫定1位となる。
　勝負の行方は豊永千
帆さん（社会学部1年次
生）に委ねられ、優勝す
るためには1つも落とせ
ない状況となった。序盤
は安定した走りを見せた
が、順調かと思われた第
7障害。惜しくもバーを
落としてしまい、減点4

全日3連覇！！！ 
■馬術部

勝、対愛知工業大戦。7点リードを
許すピンチの場面で、2点差に追い
つき、チームのムードは絶好調。し
かし、「気持ちが持続しなかった」と
メンバー全員が言うように、徐々に
試合のペースを持って行かれ、結果
36-45で敗北となった。悔しい結果
ではあるが、次はインカレ制覇をめ
ざす。 

関西選手権の様子 勝負のカギをにぎった豊永さん
（取材編集：写真提供　関大スポーツ編集局）

し、社会人日本一の鹿島と対戦した。 
　今年のスローガンである「覚悟～勝
ちたいんや～」を掲げ、チーム一丸と
なり最後まで力の尽くす限り闘ったも

のの、試合終了間際に16-19と逆転
を許し、惜しくも準優勝に終わった。 
　しかしながら、多くの方からの支援
ならびに応援に支えられ、今シーズ

ンは関西学生アメリカンフットボール
リーグ完全優勝・甲子園ボウル優勝・
ライスボウル準優勝という結果に結
びつけることができた。



落語でも男性だけではありません。女性も舞台で大活躍です！

老人ホーム（福井）での一コマ。大勢のお客様に温かく迎えられました

Q.何人でどれくらいの頻度で活動してい
ますか？
A.部員は昨年で50人近くになりました。
毎日お昼休みに落語、お囃

はや

子
し

、寄席文字、
さらには漫才、コントなど幅広く練習して
います。また年に7回大きな公演を行って
おり、春にはハワイ公演もあります。
Q.落語大学ならではの特徴は何ですか？
A.私たちは、落語研究会ではなく、落語
大学という名前でクラブ運営をしている
ため、他のクラブとは違い、部長のことを
学長と呼んでいます。また部内に「実技学
部」と「研究学部」という2つの「学部」を
作り活動しています。
Q.芸名はありますか？
A.私の芸名は、千里家九P（せんりや
きゅーぴー）です。ほかにも千里家子あ羅
（せんりやこあら）など、ユニークな名前
があります。
Q.直近の目標は何ですか？
A.落語大学では毎年6月に「すねかじり寄
席」という最も大きな公演を行います。会
場はなんばにあるワッハ上方の大ホール

で行っていたのですが、残念ながらワッ
ハホールが使えるのは最後となる可能性
もあります。そのため昨年の「すねかじり
寄席」は今までにないくらいの観客を呼び
たいと思い、練習してきました。
Q.一番の魅力は何ですか？
A.落語をやっていて最大の魅力は一人で
舞台に立つことです。舞台での失敗はす
べて自分の責任になりますが、とった笑
いはすべて自分のものなので次の舞台へ
の自信につながります。また舞台が上手
くいき笑いが起こると、とても気持ちが高
揚します。演じることはもちろん楽しいで
すが、観ている方にも楽しんでもらえ、み
んなが笑顔になれる。そんな笑いの力に
魅力を感じています。

● 落語大学

最高の笑いを求めて 

システム理工学部
三好誠司  准教授（情報統計力学研究室）

設立２年目、伸び盛り！
り賢くなれるのか、などの問いについて単純
なモデルを解析することにより一般的な法
則を導き出します。画像の研究では、ノイズ
で汚れた画像や解像度を落とした画像から
元の画像を復元する方法や、画像から対象物
を切りだすアルゴリズムを導出し、実際の画
像に適用して特性を調べます。いずれの場合
も紙と鉛筆による手計算が重要ですが、たい
ていの場合はパソコンを使った数値計算も

行います。
Q.この研究室の魅力
は何ですか？
A.学生１人につき１
台のパソコンが与え
られ、自由に研究を
進めることができま
す。また、設立２年
目の研究室なので、
個人の意見が反映さ
れやすく、本人のや
る気次第では新たな
研究テーマが生まれ
ることもあります。

Q.研究室の研究テーマは？
A.情報統計力学研究室では、統計物理の解析
手法を使って情報についていろいろな問題に
チャレンジしています。対象とする問題は学
習、連想記憶、誤り訂正符号、暗号、画像など
多岐にわたります。
Q.具体的な研究内容を教えてください。
A.学習の研究では、生徒が賢くなるためには
教師の数は多い方がよいのか、生徒は教師よ

他の研究室と同様、難しいテーマが多いこと
も事実ですが、苦労して困難を乗り越えたと
きには知的な喜びと興奮を味わうことができ
ます。
Q.先生を自慢するとしたら？
A.研究についてしっかりアドバイスをしてく
れて、分からないことは優しく丁寧に教えて
くれます。時には、熱く厳しく語ってくれま
す。一見頼りなさそうに見えますが（先生ご
めんなさい）、実はすごい先生です。三好先生
本人は気付いていないと思いますが、研究室
のメンバーの間では、たまにお茶目なところ
があると評判です。

東 達也さん（経済学部2年次生）
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土江 健司さん（工学部４年次生）

悠久の庭で（後列中央が三好先生、前列右端が土江さん） 研究室での1コマ
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日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先
16日㈯ 大学入試センター試験（～ 17日） － 大学入試センター
17日㈰ 第35回飛鳥史学文学講座 学生・教職員・一般 教育後援会

18日㈪「先端医療用材料設計研究グループ」・「潜在リスク社会と都市空間の脆弱性研究グループ」講演会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構

23日㈯ グローバルCOE文化交渉学教育研究拠点「第3回国際シンポジウム」学生・教職員・一般 G-COE拠点事務室

28日㈭
大学院ＧＰ　国際セミナー 学生・教職員・一般 総合情報学研究科
理工学研究科　客員教授講演会 学生・教職員・一般 第４学舎オフィス
第14回最先端科学技術シンポジウム（～ 29日） 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構

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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CAMPUS
TOPICS

　2010年4月開設に向けて設置認可を申請していた社会安全学部およ
び大学院社会安全研究科について、本誌第364号にて紹介したが、教
育内容をより明確に伝えるため、9月の補正申請において、下記のとお
り申請内容を変更し、10月30日付で文部科学省から設置認可を得た。
学部・研究科は高槻ミューズキャンパスに設置される。

社会安全学部

学部・学科名称 社会安全学部 社会安全学科▼
 社会安全学部 安全マネジメント学科

コース名称 地域安全コース　  社会災害マネジメントコース
社会安全コース　  自然災害マネジメントコース

大学院社会安全研究科

研究科・専攻名称
社会安全研究科 社会安全専攻▼

 社会安全研究科 防災・減災専攻

　12月15日、社会学部の大西正曹ゼミ生約20人が制作した
横2.2ｍ×縦1.5ｍの大型絵馬を天神橋３丁目商店街「天三お
かげ館前」に設置し、披露した。
　この絵馬は、天神橋筋商店街と大阪天満宮のさらなる発展
を祈念して、本年の干支である「寅」をイメージし、1ヶ月かけ
て制作・完成させたもので、3月頃まで天神橋１・２・３丁目
商店街に掲げられている。
　本学と天神橋筋商店連合会は、平成19年11月に、連携協
力に関する協定を締結している。大西ゼミ生は、天神橋筋商
店街に観光や買い物に訪れる人に名所や町の歴史などを幅
広く案内する「町街人（まちがいど）」や大阪天満宮の「花娘（は
なむすめ）」として活動している。

　2010年4月の開設に向けて設置認可を申請していた人間健康学部
について、本誌第364号で紹介したが、9月ならびに11月の補正申
請において、下記のとおり申請内容を変更し、12月24日付で文部科
学省から設置認可を得た。学部の入学定員は300人で、堺キャンパ
スに設置される。

人間健康学部 人間健康学科
（スポーツと健康コース、身体と健康コース、福祉と健康コース）

▼
人間健康学部 人間健康学科

（スポーツと健康コース、福祉と健康コース）

　「スポーツと健康コース」は生涯スポーツ活動やスポーツ教育を
通して、地域コミュニティに貢献できるスポーツ指導者などの養
成をめざす。
　「福祉と健康コース」は、社会福祉を生活環境と健康の関係でとら
え、地域コミュニティにおける福祉文化の構築について探究する。

社会安全学部・大学院社会安全研究科の設置認可について

社会学部・大西正曹ゼミが大型絵馬を披露

人間健康学部の設置認可について

大西正曹ゼミ生と制作・掲示された絵馬

　この制度は、課外活動や自主活動にお
いて優れた業績をあげた学生に対し、奨
励金で支援するものである。
　右の応募要領に沿ってぜひ応募して
ほしい。
              　　　　　　　   （学生生活課）

【応募資格】本学の学生のうち、文化、学術、福祉、ボランティア活動等の
分野において、優れた業績をあげた個人または団体

【応募方法】所定の「業績報告書」を窓口へ提出する
【応募締切】1月29日（金）
【対象期間】2009年1月1日～ 12月31日の間に実施した活動
【奨 励 金】団体は業績に応じ決定。個人は20万円が上限
【選考予定】2月中旬に書類審査と面接を実施し、3月中旬に決定

問合せ窓口：学生生活課、高槻キャンパスオフィス　　　

文化・学術活動等奨励金制度
【業績部門】募集について

応
　
募
　
要
　
領

▶


