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髙橋大輔さんと織田信成さんから新入生へのメッセージ
（関連記事8面参照）

■2010年4月、新しく2つのキャンパスを開設しました ■新任教員紹介
■大学を使いこなそう！
■新入生歓迎特別行事を開催

■特集

関大生活の夢を語ろう！ 新入生×学長  座談会
学長と新入生が語る
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入学後の目標について
m新入生のみなさん、入学おめでとうござい
ます。まず最初に、関西大学で何を学びたい
と考えているか、お聞かせください。
野田：私は将来、スポーツを中心としたライター
になりたいと考えており、総合情報学部で出版や
編集・ジャーナリズムに関する学習を深めていき
たいと考えています。自ら情報発信を推し進めて
いくうえで何が足りないのか、何が求められるの
か考えていきたいです。
木村：私は大学院に進学してキラル分子化学研
究室で非天然のアミノ酸合成について学ぶ予定
です。学部では広くバイオテクノロジーについて
学んできましたが、生物について見識を深めるた
めには、化学の知識が自分には不足していると感
じています。そのため、大学院では化学の知識や
実験技術の習得を含め総合的に研究を進めてい
きたいと考えています。
山本：私は祖父と父が食品関係の会社を経営して
おり、将来はその会社を継ぐことを考えています。
そのために、「安全」「安心」をキーワードに、事故
防止や危機管理を幅広く実践的に学ぶことができ
る社会安全学部で、食品管理やヒューマンエラー
といった分野について学習していきたいと考えて

新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
新入生のみなさんは、これからの学生生活に色 な々期待を寄せているかと思います。
今回、千里山キャンパス、高槻キャンパス、高槻ミューズキャンパス、堺キャンパスで学ぶ新入生と学長がこれからの関
大生活に向けてそれぞれの夢を語りました。

います。
村上：私は高校までレスリングを続けており、将
来、これまでのスポーツ経験をもとに教員になる
ことをめざしています。スポーツ教育を通して、
人間の新たな健康のあり方を探り、地域コミュニ
ティにおいて活動できるスポーツ指導者の養成を
めざす人間健康学部で、これまでの経験を活かし
ながら学習していきたいと考えています。地元・
長崎を離れ大阪で生活をすることに慣れるまで時
間がかかるかもしれませんが、新しいキャンパス
での出会いや経験を大切にしたいです。

m関西大学で学生生活を送るにあたって、み
なさんにはそれぞれ目標やチャレンジしたい
ことがあると思います。これから、どのような
ことをしていきたいですか？
野田：総合情報学部では、インターネットを中心
としたICTに関する知識や技術を習得していきた
いと考えています。特に、オンラインによる情報
発信だけではない、紙媒体による情報発信や報道
とはどうあるべきなのかを学んでいきたいです。
木村：私は大学院で行う自分の研究成果を学会や
学術誌で発表し、多くの研究者と切磋琢磨してい
きたいと考えています。研究室で行う実験実習や
研究だけでは見出せなかった問題点や論点をあら
ためて認識し、多くの人から評価される研究成果
を残すことを目標にしています。 
山本：社会安全学部では、現代社会の安全を脅か
すさまざまな問題を解決するための学習を続けて
いきたいと考えています。また、授業以外にも、資
格取得に向けてエクステンション・リードセンター
を利用して簿記の資格取得をめざしていきたいで
す。これからの時代は外国語の修得が必須となる
ため、その修得についてもチャレンジしていきた
いです。

村上：人間健康学部の１期生として、私たちが人
間健康学部の基盤を作るという意気込みを持っ
ています。教員になることを目標に、人間にとっ
て真に必要な健康のあり方という観点から学習
していきたいと考えています。課外活動では、レ
スリングで学生日本一をめざします。授業の関係
で、千里山キャンパスでの全員練習に参加できな
いこともあると思います。これまで培ってきたト
レーニングや自主練習を継続し、時間を有効に活
用しながら課外活動に取り組みたいと思います。

関西大学の魅力について
m関西大学のどんな点に魅力があると感じて
ますか
野田：総合情報学部の魅力は、ICTに関連した情
報の科目が履修できることだけでなく、他学部の
専門領域を幅広い視点から学ぶことができるとこ
ろにあると思います。また、関西大学の体育会は
髙橋大輔さん、織田信成さんをはじめとして世界
を舞台にめざましく活躍を遂げています。スポー
ツを中心としたライターをめざす私にとって、トッ
プクラスのアスリートがそろう体育会を有する関
西大学の一員になれることに、何よりの魅力を感
じています。

座談会出席者
楠見晴重学長
木村真規子さん
（大学院理工学研究科入学・
関西大学工学部生物工学科出身）

野田千夏さん
（総合情報学部入学・兵庫県
立明石南高等学校出身）

山本紘輝さん
（社会安全学部入学・関西大
学第一高等学校出身）

村上貴之さん
（人間健康学部入学・長崎県
立島原高等学校出身）

木村：理工学研究科は、理工学に関する幅広い学
問領域を網羅している研究科で、多くの学生が学
んでいます。そのため、自身の研究のみならず、他
の研究をしている多くの学生と交流することがで
き、研究に関するモチベーションを持ち続けられ
ることが魅力です。また自身の非天然のアミノ酸
合成についての研究成果を学会で発表していくこ
とに不自由しない教育研究施設を有している大学
院は関西大学にしかないと感じています。
山本：関西大学の魅力は、体育会の各クラブが
全国の大会で活躍しているのみならず、大学と
地元の自治体や企業との連携のもとで、地域活

性化に向けた振興策に貢献している点にあると
思います。関西大学は学生数も多く、キャンパス
を越えて幅広く交流している点も魅力です。その
関西大学に新しく開設される高槻ミューズキャ
ンパスは、最新の設備を有し、自治体と連携した
地域防災拠点としての役割を担う全国的にも珍
しいキャンパスです。そのキャンパスで4年間学
ぶことができるのは大変嬉しく思っています。
村上：人間健康学部は、アスリートの養成やス
ポーツ能力の向上をめざすだけでなく、人間形成
を視野に入れた生涯スポーツの指導を学ぶこと
ができるので魅力を感じています。将来は、高校
教師としてレスリングを教えていきたいと考え
ています。指導者は、責任感を持って何事にも取
り組まなければならない存在と考えております。
新しく堺キャンパスに開設する人間健康学部の1
期生として、その名に恥じることのないよう4年
間で学んだ経験を生かしていきたいと考えてい
ます。大学は自由であると聞いています。自由だ
からこそ、自分自身に厳しく何事にもチャレンジ
していきたいです。

学長からみなさんへ
m最後に学長から新入生のみなさんにメッ
セージをお願いします。
学長：まずは、関西大学へ入学おめでとうござ
います。これからはどの学問分野において研究
を進めていくにあたっても、外国語の修得とコン
ピュータは必須になります。インターネット環境
が充実し、国内外を問わず必要な情報がオンラ
インで取得できるようになっているものの、大半
は英語で書かれています。その情報を生かせるか
どうかは、ひとえに外国語の修得にかかっている
と思います。また、昨今は、コミュニケーション能

力が少なからず低下している傾向にあり、自分のこ
とを説明するのに、ワンセンテンスしか言えない人
も見受けられます。新聞を1面から最終面まで毎日
しっかりと読みこなし、今、世の中でどんな動きが
あるのか、自分なりに考え、何が求められているの
かを学んでください。
　本学の学生は、例えばアメリカンフットボール
部が62季ぶりに学生日本一に輝いたり、本学の現
役学生である髙橋大輔さんがバンクーバー五輪で
銅メダルを獲得し、織田信成さんが７位に入賞す
るなど、目標に対し果敢に挑戦し、失敗を恐れず何
があっても最後まで最善をつくすという「関大スピ
リット」を披露してくれています。このスピリットは
関西大学に関係する全ての人に求められるものだ
と思います。これから関西大学に入学し、それぞれ
の分野においてやりたいことがあると思いますが、
このスピリットを大事にしてください。そして、努力
を重ね、みなさんが考えるそれぞれの目標に少しで
も近づくことができるよう、関西大学でしっかりと
学んでくれることを期待しています。

m本日はありがとうございました。
山本紘輝さん

開 催 日：2010年3月9日
開催場所：関西大学会館

新入生×学長 座　談　会
〜学長と新入生が語る〜

関大生活の夢を
語ろう！

野田千夏さん

楠見晴重学長

木村真規子さん 大学人事
4月1日付（※9月21日付）で次の
とおり発令があった。
【役職者】
▼人間健康学部
　学部長
　　教　授 竹内　　洋
　副学部長
　　教　授 狭間香代子
　教学主任
　　教　授 杉本　厚夫
　　准教授 岡田　忠克
　入試主任
　　准教授 村川　治彦
　学生主任　
　　准教授 安田　忠典
　学部学生相談主事
　　教　授 三浦　敏弘

▼社会安全学部
　学部長
　　教　授 河田　惠昭
　副学部長
　　教　授 土田　昭司
　　　〃 小澤　　守
　教学主任
　　教　授 亀井　克之
　　　〃 高橋　智幸
　入試主任
　　教　授 山川　栄樹

新任職員紹介
総合企画室 今福　　淳
　　〃 浜田　絢子
秘書課 假屋ひとみ
総務課 今中　明佳
人事課 桶田　善史
財務課 景山　愛子
出納課 村上　翔也
管財局 印藤　祐一
　〃 橋本　綾子
高中幼事務室 安治川潤子

　学生主任　　
　　准教授 中村　隆宏
　学部学生相談主事
　　教　授 安部　誠治
▼大学院
　▽心理学研究科
　研究科長
　　文学部教授 田中　俊也

　　（再任）
　副研究科長
　　社会学部教授 関口理久子

▼人権問題研究室
　室長
　　社会学部教授 石元　清英

　　（再任）
【昇任】
▼法学部
　教　授 佐伯　和也
　　〃 田中　　謙

（※9月21日付発令）
　　〃 山名　美加
　准教授 今野　正規
　　〃 長谷川佳彦
▼文学部
　教　授 鍋島弘治朗
　　〃 長谷部　剛
　　〃 伏見　英俊
　　〃 マーク・メリ
　　〃 本村　康哲
　　〃 渡邊　智山

　准教授 門林　岳史
　　〃 菅村　玄二
▼経済学部
　教　授 菅田　　一
　　〃 野坂　博南
　　〃 前川　聡子
▼商学部
　准教授 西岡　健一
▼社会学部
　准教授 守　　如子
▼政策創造学部
　准教授 橋口　勝利
▼外国語学部
　教　授 李　　春喜
▼総合情報学部
　教　授　　 名取　良太
　　〃　　　 牧野由香里
　　〃　　　 松下　光範
▼システム理工学部
　教　授 上村　稔大
　　〃　　　 小谷賢太郎
　　〃　　　 松島　恭治
　　〃　　　 三好　誠司
　准教授　 山本　　健
　　〃　　　 和久井道久
▼環境都市工学部
　教　授 荒川　雅裕
　　〃　　　 西形　達明
　　〃　　　 西澤　英和
　准教授　 亀谷　義浩
　　〃　　　 村山　憲弘

村上貴之さん

▼化学生命工学部
　教　授　　 長岡　康夫
　　〃　　　 福永　健治
　准教授　 上田　正人
　　〃　　　 原田美由紀
　　〃　　　 矢島　辰雄
　　〃　　　 矢野　将文
▼大学院
　▽会計研究科
　　教　授　　 三島　徹也
【移籍（カッコ内は移籍前の学部）】
▼大学院
　▽法務研究科
　　准教授　 上田　真二

　（法学部）

学長課 土井　健嗣
研究支援課 本多　将人
学長室（社会連携担当）小林　亮介
　〃　　　  〃 宮越友里恵
学長室（国際担当） 西脇菜穂子
学事局 東　　剛史
　〃 井上　　篤
　〃 大西　　航
　〃 小形　一平
　〃 北尾　　匠
　〃 左子　雄貴
　〃 諏訪　尭子
　〃 仁科　喬優
　〃 長谷川友美
　〃 深谷　彰祈
　〃 山咲　博昭
　〃 山本真由美
　〃 和暮　修平
高槻事務局 寺崎　翔吾
入試事務局 小谷　紗穂
学生サービス事務局 松田　優一
保健管理センター事務室 山本　香苗
キャリアセンター事務局 吉川由里子
　〃 髙原　優佳
図書館事務室 白髪　友賀
　〃 松本　和剛



KANSAI  Univ. News｜ 05

社会安全学部長　大学院社会安全研究科長
河田　惠昭

第一期生のみなさんに期待したいこと

2010年4月、新しく2つのキャンパスを

社会安全学部、大学院社会安全研究科の一期生のみなさん、ご入学おめでとうござい
ます。関西大学に新設されたこれらの学部、研究科はわが国で初めて安全・安心を体
系的に学ぶことができる教育・研究組織です。日本中がこの学部、大学院にとても期
待しています。それは、私たちにとって、一番大切な安全・安心を学問の対象として
研究し、学びその成果を社会貢献に生かすことが期待されているからです。そしてみ
なさんは大学で得た知見を実社会で応用し、実践できるのです。自然科学と社会科学
の知識を融合して、災害や事故などの社会のリスクをなくす、あるいは被害を少なく
することが目的です。新しい「知」を創造し、世界と21世紀に向かって発信しましょう。

高槻ミューズキャンパスに社会安全学部・大学院社会安全研究科が新たに開設されました！
また、堺キャンパスに人間健康学部が新たに開設されました！
学部長から新入生のみなさんにお祝いのメッセージを贈るとともに、新しく迎えた先生方を紹介します。

【他学部からの移籍（カッコ内は移籍前の学部）】
▼社会安全学部
教　授　安部　誠治（商学部）
　〃　　小澤　　守（システム理工学部）
　〃　　亀井　克之（総合情報学部）
　〃　　河田　惠昭（環境都市工学部）
　〃　　土田　昭司（社会学部）
　〃　　山川　栄樹（環境都市工学部）

第一期生のみなさんに期待したいこと
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
人間健康学部は、今年4月に大阪府堺市に誕生した新しい学部です。「こころ」「か
らだ」「くらし」を総合的にとらえ、健やかでおおらかな社会をつくっていくための
学びの場であることをミッションにしています。
第一期生のみなさんに期待したいことは、「自分たちがこの学部を創るんだ！」と
いう気概です。本学のように歴史がある大学で、新しい学部の文化を教職員と学
生が一緒になって創り出せるというのは、まさしく千載一遇のチャンスです。新
しい学部を創ることの喜びと楽しさを教職員と一緒に感じて欲しいと思います。人間健康学部長　竹内　洋

開設しました！
社会安全学部・大学院社会安全研究科で学ぶみなさんへ 人間健康学部で学ぶみなさんへ

堺キャンパス完成予想図（中央の3階建て建物は2011年3月完成）高槻ミューズキャンパス

教授　辛島 恵美子
（専門：安全学）

教授　杉本 厚夫
（専門：スポーツ社会学・体育
社会学・体育科教育学）

教授　高鳥毛 敏雄
（専門：公衆衛生学）

教授　西山 哲郎
（専門：スポーツ社会学・

文化社会学）

教授　高橋 智幸
（専門：水災害論）

准教授　原田 純子
（専門：舞踊教育学・舞踊学）

准教授　川口 寿裕
（専門：群集事故・土砂災害）

准教授　森　仁志
（専門：文化人類学）

准教授　越山 健治
（専門：都市復興論・
都市安全計画論）

助教　石田 慎二
（専門：社会学）

准教授　菅 磨志保
（専門：災害社会学・市民活動論）

准教授　髙野 一彦
（専門：企業法学）

助教　澤田 有希子
（専門：社会学・ジェンダー・

社会福祉学）

准教授　永松 伸吾
（専門：災害経済学・防災・減災政策）

助教　広崎 真弓
（専門：フィールド医学・健康科学）

准教授　中村 隆宏
（専門：交通心理学・産業心理学）

助教　松阪 崇久
（専門：霊長類社会学）

助教　河野 和宏
（専門：ネットセキュリティ）

助教　城下 英行
（専門：防災・安全教育）

教授　馬場 圭太
（専門：民法）

教授　横田 直和
（専門：経済法・競争政策）

准教授　飯島　暢
（専門：刑法）

准教授　石井　光
（専門：産業組織論）

准教授　太田浩司
（専門：資本市場ベースの

実証会計学）

教授　里見　繁
（専門：映像ドキュメンタリー）

助教　大門 信也
（専門：環境社会学）

准教授　片山 直也
（専門：統計学）

准教授　座主 祥伸
（専門：法と経済学）

准教授　鈴木 政史
（専門：環境と経済論、企業の気候変動・

エネルギー戦略、温室効果ガス削減技術の移転）

准教授　藤田 政博
（専門：社会心理学）

准教授　宮本 京子
（専門：監査論）

助教　佐藤　寛
（専門：健康心理学）

新任教員紹介
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法学部

助教　福島　豪
（専門：社会保障法）

准教授　石井 康博
（専門：教科教育（算数科）・
授業研究・教師教育）

文学部

教授　佐々木 信彰
（専門：現代中国経済論）

経済学部

商学部 社会学部

准教授　徳山 美津恵
（専門：マーケティング）

准教授　尹　禮分
（専門：システムの最適化

と知能化）

准教授　中島 洋樹
（専門：刑事訴訟法）

教授　山本 敏幸
（専門：教育工学）

助教　岩﨑 千晶
（専門：教育工学・学習

環境デザイン）

教授　片倉 啓雄
（専門：生物化学工学）

准教授　中村 繁隆
（専門：租税法）

教授　竹中 俊英
（専門：金属生産工学・高温化学）

環境都市工学部

教育推進部

法科大学院

助教　網　健行
（専門：熱工学）

助教　清水 智弘
（専門：ナノ材料科学）

助教　高橋 智一
（専門：MEMS［micro electro 

mechanical system］）

准教授　松本　渉
（専門：社会調査論）

准教授　佐伯　拓
（専門：レーザー工学）

准教授　四方 博之
（専門：無線通信工学）

教授　橋本 行史
（専門：経営学・政策学・地方行政論）

政策創造学部

教授　染谷 泰正
（専門：通訳翻訳理論研究・通訳
翻訳教育方法論・言語情報科学・
コーパス言語学・ESP研究）

准教授　水本　篤
（専門：語彙学習方略、
教育測定・評価）

外国語学部

システム理工学部

化学生命工学部 会計専門職大学院

【他学部からの移籍（カッコ内は移籍前の学部）】
▼人間健康学部
教　授　竹内　　洋（文学部）
　〃　　狭間香代子（　〃　）
　〃　　三浦　敏弘（　〃　）
　〃　　森下　伸也（社会学部）
准教授　岡田　忠克（文学部）
　〃　　志岐　幸子（　〃　）

　〃　　村川　治彦（　〃　）
　〃　　安田　忠典（　〃　）
助　教　小室　弘毅（　〃　）
　〃　　窄山　　太（　〃　）
　〃　　灘　　英世（　〃　）
　〃　　森田亜矢子（社会学部）

経済学部

社会学部

教授　本多 佑三
（専門：金融論）

教授　森尾 博昭
（専門：社会心理学）

総合情報学部

システム理工学部

助教　金子 絵里乃
（専門：臨床死生学、生と死の
臨床におけるソーシャルワーク）



Ａ

Ａ

留学のことについて考えてみたいのですが？Ｑ

定期健康診断は必ず受診しなければいけないのですか？Ｑ

Ａ

Ａ
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　本学の学生はIＴセンターとサテライトステーションのパソコンを自由に利
用できます。入室時とパソコン利用時に学生証が必要なので必ず携帯してくだ
さい。また、パソコン利用時にはパスワードを入力するので、入学時に配布す
る「初期パスワード通知書」が必要になります。パスワードの変更はＩＴセン
ターウェブサイト（http://www.ipcku.kansai-u.ac.jp/）内の「パスワードの変
更」から変更できます。
　パソコンで何ができるのか？レポート作成でよく使うWordやExcelのほか、
統計処理ソフトなど学習や研究に役立つ種々のソフトウェアを利用でき、印刷も
できます。もちろん電子メールやWeb参照も可能です（申請が必要です）。詳細
は入学時に配布されるIＴセンターの冊子やウェブサイトに掲載しているので確
認してください。
　IＴセンターとサテライトステーションにはそれぞれ利用相談コーナーが設
けてあり、みなさんと同じ学生の利用相談員がさまざまな質問に親身に応対し
ますので、不明なことがあればいつでも相談できます。　　　 
  （ITセンター）

＊学生証を忘れずに
入館する時、必要な資料を借りる時、書庫の資料を閲覧する時な
ど、学生証は図書館利用の必須アイテムです。
＊KOALAを利用しよう
KOALA（関大蔵書検索）を利用して、シラバスで指定された参考
図書が図書館のどこにあるか調べてみましょう。もし貸出中であ
れば、オンラインサービスを利用して自宅からでも予約すること
ができます。また、別のキャンパスからの取り寄せも可能です。
＊データベースを活用しよう
図書館ウェブサイトから、各種新聞や百科事典のデータベース
や、電子ジャーナルなどにアクセスできます。
＊「図書館利用案内」で確認
入学時に配布されるこの小冊子には、開館日や時間、貸出冊数、
KOALAの検索方法など、図書館に関する情報が満載です。
＊スタッフに質問しよう
資料が見つからない時、検索方法がわからない時など、何でも尋
ねてください。図書館でお待ちしています。
　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　 （図書館事務室）

新入生のみなさん。入学おめでとうございます。関西大学へようこそ。
関西大学では、みなさんが充実した大学生活を送ることができるように、それぞれの施設にてさまざまなサービスを行っています。
高校までとは違った大学生活のなかで、「こんな時、どうすればいいの？」と感じる疑問にお応えします。
ぜひ参考にして、わからないことや困ったことがあれば何でも相談してください。

　国際部では、語学力が初級からでも参加できる「海外語学セミナー」
や一定の語学力があれば外国の協定大学に１年間留学できる「交換派
遣留学」および自分で留学先を手配して所属学部の許可を得て留学す
る「認定留学」など多彩な留学プログラムを提供しています。また、国
際部では、海外留学に精通した教員４人が授業期間中オフィス・アワー
を設けており、海外留学についての専門的なアドバイスを受けること
ができます。留学を含めたキャリア・プラン設計のために、是非活用
をお勧めします。オフィス・アワーの時間割については、インフォメー
ションシステムの「お知らせ」で発表されますので確認してください。
　なお、国際部では留学ガイダンスを次のとおり開催し、各種留学制
度を紹介します。
　　日時：4月5日（月）14時30分～ 15時30分
　　場所：千里山キャンパス　第1学舎5号館E601教室
　　＊千里山キャンパス以外でも別途開催予定です。　　　　　　
　　　（日程はインフォメーションシステムでお知らせします）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国際部）

　必ず受診する必要があります。定期健康診断(無料)は、健康の保持増
進をはかるため、学校保健安全法に基づき学内で実施します。また、自分
の健康の確認とともに今後、健康診断証明書が必要になる場合が出てき
ますので、指定されたキャンパスの会場で必ず受診してください。
　受診していれば、本年度内は就職活動用（４年次生以上）、留学、授業、
研究、介護実習、教育実習、クラブ、奨学金等に必要な健康診断証明書の
発行が受けられるメリットがあります。受診しなかった場合は本学指定
医療機関（有料３，０００円程度）へ行き受診しなければなりません。
　当日は、男女の受診日時を間違えないようにして学生証を必ず持参し
てください。各学年の最終日は混雑が予想されますので、早めに受診し
てください。定期健康診断終了後、自身の結果が閲覧できるようになりま
す。日程等の詳細は、インフォメーションシステムにてお知らせします。
不明な点等がありましたら、保健管理センター（千里山キャンパス新関
西大学会館北棟４階。他のキャンパスは大学要覧を参照のこと）に気軽に
来て尋ねてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （保健管理センター）

大学を使いこなそう！

Ａ
　その問題は、各学舎にある授業支援ステーションに行くと解決
するかもしれません。授業支援ステーションは授業に関する軽易
な相談事や、大学に関するさまざまな質問など、何かあれば気軽
に質問できる場所です。授業支援ＳＡ（スチューデント・アシスタ
ント、以下ＳＡ）が丁寧に相談にのってくれます。例えば、「教室の
場所が分からない」「発表用のレジュメを印刷したいけど、どこで
印刷したらいいか分からない･･･」「インフォメーションシステム
の使い方を教えてほしい」「授業の教室に行ったら誰もいなかった」

「授業で忘れ物をしたが、教室に戻ったら無かった･･･」など気軽
に相談してください。
　皆さんが来室した際に「こんにちは！！」と元気に挨拶をするＳ
Ａは、同じ関西大学の先輩に当たる学生です。授業の関係で何か
困ったことがあれば、気軽に最寄りの授業支援ステーションに行
き、ＳＡや職員に尋ねてみてください。
　　　　　　　　　　　　　　 （教務センター授業支援グループ）

授業のことで困った時にはどうすればいいですか？Ｑ

Ａ　千里山キャンパスでは学生生活支援グループ、奨学支援グループ、ボラン
ティア活動支援グループ、スポーツ振興グループにてみなさんの課外活動
やボランティア活動、奨学金制度に関すること、日頃の学生生活において生
じるさまざまな悩みや不安に関する相談を受け付けます。同様に高槻キャ
ンパスでは高槻キャンパスオフィス、高槻ミューズキャンパスではミュー
ズオフィス、堺キャンパスでは教務・学生オフィスにて各種相談を取り扱っ
ています。
　特に課外活動については、本学ではクラブ・同好会を合わせるとおよそ
180団体が活動しており、そこでの経験や出来事、多種多様な価値観の発
見、そして仲間との出会いはみなさんにとって生涯を通じての財産となる
と思います。新入生のみなさんには積極的に課外活動に参加して、かけが
えのない体験をしてほしいと思っています。

課外活動や学生生活のことで相談したいのですがどうすれば
いいですか？

Ｑ

ＩＴセンターのパソコンを利用したいのですがどうすればいいですか？Ｑ

図書館を活用したいのですがどうすればいいですか？Ｑ

　また、みなさんが日々の学生生活を過ごす中で、何か不安や分か
らないことがある時はひとりで悩まずに気軽に相談窓口を訪ねて
ください。    　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （学生センター）



髙橋大輔さんと織田信成さんに学長表彰

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

1日㈭ 入学式 ー 学長課
博物館企画展（～ 5月16日） 学生・教職員・一般 博物館事務室

2日㈮ 大学院（修士・専門職）入学式　大学院（博士）入学式 ー 学長課
4日㈰ 2010スプリングフェスティバル 主に卒業生 校友会
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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法学部 総合情報学部社会学部

外国語学部

なぜ弁護は必要か
刑事弁護人の仕事を考える
日時：４月２日（金）　13時30分～ 15時
場所：千里山キャンパス第１学舎１号館千里ホール
講師：港合同法律事務所
　　　弁護士（第二東京弁護士会登録）
　　　安田 好弘氏

経済学部
日時：4月2日（金）13時～ 14時
場所：千里山キャンパス第２学舎４号館 BIGホール100
講師：日本国際ボランティアセンター 
　　　元南アフリカ事務所所長 　津山 直子氏

自分の力で空を跳ぶ
日時：４月2日（金）13時～14時30分
場所：高槻キャンパスE棟TEホール
講師：関西大学客員教授　谷 雅徳氏

システム理工学部/環境都市工学部/化学生命工学部
原子は不思議
－理工系で活躍する若者に－
日時：４月１日（木）学部案内終了後
場所：千里山キャンパス東体育館
講師：大阪市立科学館館長・
　　   日本物理教育学会会長・
　　   大阪大学名誉教授・
　　   大阪学院大学名誉教授　高橋 憲明氏人間健康学部

日時：4月1日（木）12時～ 13時
場所：千里山キャンパス第1学舎2号館 Ｂ102教室
講師：落語家 林家 染丸氏、林家 染太氏

僕が映画を作るわけ/
大学生は社会人のイントロ
日時：4月1日（木）入学式終了後
場所：千里山キャンパス第3学舎
講師：崔 洋一氏（社会学 /
　　　マス・コミュニケーション学専攻 D101教室）、
　　　土井 年樹氏
　　　（心理学 /社会システムデザイン専攻 A101教室）

スタディ・アブロード説明会：
留学へ向けて
日時：4月5日（月）10時40分～ 12時予定
場所：千里山キャンパス第1学舎5号館 Ｅ501教室
講師：宇佐見 太市外国語学部長、
　　　外国語学部　西川 和男教授、吉田 信介教授

文学部
いのちを見つめて
いわさきちひろの絵と人生
日時：4月2日（金）10時30分～ 12時
場所：千里山キャンパス第1学舎1号館千里ホール
講師：ちひろ美術館・東京　
　　　副館長　松本 由理子氏

政策創造学部
キャリアをデザインしよう！
日時：4月5日（月）13時～14時
場所：千里山キャンパス第1学舎5号館 E401教室
説明：キャリアセンター事務室、
　　　リードセンター事務室

商学部
日時：4月1日（木）入学式終了後
場所：千里山キャンパス第2学舎4号館BIGホール100
講師：株式会社 博報堂 関西支社プラニング局
　　　関西マーケティングセンター
　　　シニア ストラテジック プラニング ディレクター 
　　　荻洲 貞明氏

社会安全学部
巨大災害～私たちにできること～
日時：4月2日（金）10時30分～ 12時
場所：高槻ミューズキャンパス
　　　ミューズホール
講師：作家　高嶋 哲夫氏

　入学おめでとうございます。大学生として最初の第一歩を歩み始めるあなたに、私たちは新入生オリエンテーション期間を設け、ガイダンスとサポート、講演
会やスポーツ観戦など、さまざまな歓迎行事を準備しています。大学生になって初心を固めるこの時期に、豊かな出会いを経験し、希望溢れる学生生活をス
タートしてほしいからです。各学部が、あなたのために準備した催しを次に紹介しますので、積極的に参加してください。　　　　　　　（副学長　黒田　勇）

新入生歓迎特別行事を開催

バンクーバー五輪で日本男子フィギュア史上初の銅メダルを獲
得した髙橋大輔さん（大学院文学研究科Ｍ２）と7位に入賞した
織田信成さん（文学部４年次生）に、学長表彰が行われる。新入生
のみならず、多数の参加を期待している。
日時：4月2日（金）15時　場所：千里山キャンパス中央グラウンド

新入生のみなさん入学おめでとうございます

在学生を代表して、バンクーバー五輪男子フィギュア日本代表の髙橋大輔さんと織田信成さん
から新入生のみなさんにメッセージをいただきました！

髙橋大輔さんからのメッセージ
大学生活の一日一日を大切にして、充実した
学生生活を送ってもらいたいと思います。学
問内容も含めて色々なことに率先して挑戦
し、新しい自分を発見し、そして人々との出
会いを大切にしてください。関西大学で過ご
す時間が、きっと皆さんの財産になります。

2010堺シティマラソンに関西大学が特別協賛

「歴史と文化と緑の仁徳天皇陵と大
仙公園を走ろう！」をテーマに開催
される2010堺シティマラソンに、関
西大学が特別協賛する。申込期限は
4月12日（月）で、開催日は4月29

日（木・祝）雨天決行。種目・参加申
込など詳細については、以下の大会
主催者ウェブサイトを参照のこと。
http://sakai.eventscramble.jp/

織田信成さんからのメッセージ
大学生活は新入生のみなさん一人ひとりに
とって、履修を自分のスタイルで決めるなど、
高校生活までとは違った「新しいことの連続」
が待っていると思います。だからこそ、新しい
ことに臆することなく、まわりの人に相談し
ながらどんどんチャレンジしてください。

在学生からのメッセージ




