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試験前に総合図書館を利用する学生
（関連記事6面参照）

 ■学生広報スタッフ企画
関大生のSUMMER VACATION ～旅編～
 ■特集
春学期試験直前　お役立ち情報
■「考動」するゼミ・サークル
● 外国語学部　西川和男教授
●学術研究会　法律相談所

■Kaisers　飛躍
● 空手道部　● サッカー部
● 拳法部　　● ボクシング部
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　5月22日に開催された土木学会関西支部年次
学術講演会において、山岡大輔さん（大学院理工
学研究科M2）と木村元彦さん（大学院理工学研
究科M1）が優秀発表者に選ばれた。
　山岡さんの研究テーマは「S橋バルブリブ鋼床
版試験体の疲労挙動と補強効果」。高速道路の鋼
床版橋梁に多数生じている疲労き裂の発生進展
挙動や、そのき裂に対する補強効果を実験によっ

平成22年度土木学会関西支部年次学術講演会　優秀発表者に大学院生2人が選出 て検討した結果を、研究発表した。「今後、この研
究などを橋の設計や維持管理の仕事に活かした
い」と意気込みを語った。
　木村さんの研究テーマは「洛西口駅・桂川駅開
業による周辺住民の行動変化分析」。新駅ができ
たことによる周辺住民の通勤･通学や、買い物・レ
ジャーなどにおける行動変化をアンケートを用い
て分析、研究発表した。「将来的には今回の経験を
生かした鉄道関係か、景観を創造する設計やデザ
インのできる仕事をしたい」と抱負を語ってくれた。

受 賞

山岡大輔さん 木村元彦さん

CAMPUS
TOPICS

　本学と連携協定を結んでいる大阪府池田市の
「栄町商店街」に、関西大学経済学部榊原雄一郎
准教授ゼミを中心とする学生と関西学院大学の
学生が共同運営するコミュニティ・スペース「関
×関（KANKWAN）COLORS」が6月21日にオー
プンした。
　この事業は、空き店舗スペースを活用して地
域活性に寄与することを目的とした取り組みで、
2009年度から栄町商店街と池田市役所職員、両
大学の学生たちが協力して準備を進めてきたもの
で、オープンを盛り上げる企画を展開した。
　オープン前には池田市の
倉田薫市長から学生への激
励の言葉があり、多くの関
係者・市民の方々に見守ら
れる中でオープニングセレ
モニーが行われた。イベン
トでは「子ども向けクイズ
ラリー」や「ポップコーン、

　本学は、アジア文化研究の領域で多
数の優れた研究者を擁し、国際的な教
育・研究活動を行ってきた。その実績が
認められ、2007年度から開始された文
部科学省「グローバルCOEプログラム」
において、本学が申請した「東アジア文

関西大学・関西学院大学学生による池田市空き店舗活用スペース
「関×関（KANKWAN）COLORS」オープン記念イベントを開催

大学院東アジア文化研究科を開設

科目提案学生委員会、発進！
～2011年4月 学生提案科目開講予定～

　「科目提案学生委員会」。みなさん、聞いたこ
とがありますか？6月に発足したばかりで、私
たち学生が中心になって関西大学の新しい講義
を企画する委員会です。
　全学共通科目に「知の跳躍」という科目群があ
ることは、みなさんご存じですよね。個性的で意
欲的な内容を、多彩な講師陣が話す魅力的な科

綿菓子販売」、「店舗サービス体験」 などを行い、
地域の児童をはじめ、多数の市民が参加した。
　今後、「関×関（KANKWAN）COLORS」で
は、学生が児童らに勉強を教え一緒に遊ぶ託
児サービス「COLORS KIDS」と、地域で生産さ
れた野菜・果物を使ったジュースを販売する

「COLORS CAFE」を店舗運営していく。
　店舗に関する詳細については、池田市ウェブ
サイト（http://www.city.ikeda.osaka.jp/kakuka_
annai/shimin_seikatsubu/1312/004532.html）を
ご覧ください。

目群です。この科目群の新しい科目を私たち
学生が自由に議論しながら立案し、教育推進
委員会に提案します。認められると2011年4
月から学生提案科目として新たに開講されま
す。自分たちが聞きたい内容、学びたい内容
が自分たちの力で新しい科目となるのです。
　実は、他の大学では同じような試みがすで
に行われています。たとえば岡山大学では、

「知ってるつもり？コンビニ」、「ドラえもんの
科学」、「君は頭がよくなりたいか～発信力」
といった科目が学生提案科目として立案され
開講されています。楽しそうでわくわくしま
すよね。私たち「科目提案学生委員会」も、各
学部から集まった18人の学生委員が中心と
なり、これまでにない斬新な科目を企画して
いきます。どんな科目が飛び出すか、この委
員会の活動にご注目ください。

（社会連携部）

　兵庫県丹波市を舞台に、地域と連携を図りながら、
「関わり続ける定住のカタチ」と「21世紀の故郷作り」
をテーマに、農山村集落の地域再生に取り組んでい
る。その一環として地域との交流を通じて魅力や課
題を発見し、住民と一緒になり地域の再生を考える
プログラム「地域交流ワークショップ」を毎月1回実
施している。6月は「丹波の山を知る」と題し、豊かな
山河に囲まれた同市青垣町遠阪地域で、地域の方々
と鹿肉料理を囲み、ホタルの観察会に参加するなど
交流を深めた。また、8月24日に「丹波の祭りを知
る」、9月26日に「丹
波の若者を知る」な
どを今後も開催する
予定である。興味の
ある方は下記まで連
絡をお願いしたい。
　関西大学TAFS佐治スタジオ（担当：出町）
　E-mail   x078044@kansai-u.ac.jp
　電話　  0795-86-7078

　6月26日・27日に中国・上海で、本学との協定
大学である復旦大学と本学経済・政治研究所の共
催で第1回復旦・関大経済フォーラムを開催した。
　このフォーラムは、「上海万博と大阪の経済発展」
をテーマに、現在開催中の上海万博と40年前に開
催した大阪万博を重ね合わせ、大阪と上海の経済発
展や協力関係を議論することが目的であった（後援：
大阪商工会議所、日中経済貿易センター、関西大学
校友会経済人クラブ）。26日は楠見晴重学長の挨
拶、両大学側の基調講演が行われ、27日は寺内俊太
郎校友会長の挨拶の後、両大学からの研究報告、日
系企業の事例研究が行われた。フォーラムには湖南
大学や天津財経大学
の研究者も参加し、ま
た、上海関大会の校友
の協力も得て、活発な
議論が展開された。

地域交流ワークショップを実施中

復旦大学・関西大学経済フォーラムを上海で開催

化交渉学の教育研究拠点形成―周縁ア
プローチによる新たな東アジア文化像
の創出―」が人文科学分野で採択され
た。これを受け2008年4月に大学院文
学研究科を改組し、文化交渉学専攻・東
アジア文化交渉学専修を設置した。
　この専攻が本年度に完成年度を迎える
ことを踏まえ、2011年4月よりこの専攻を

文学研究科から独立、新たに大学院東ア
ジア文化研究科を開設することで文部科
学省に設置届出を行い、6月29日付で届
出が受理された。今後、本学の特色ある
東アジア文化の教育研究を一層発展させ
るとともに、「グローバルCOEプログラ
ム」で培われた世界的教育研究拠点とし
ての充実を図る。

（教育推進部）
科目提案学生委員会のみなさん



※は届け出により許可
施設利用時間は変更される場合があります

施設
施設利用時間

平日 土・日・祝 8/11～20

千
里
山
キ
ャ
ン
パ
ス

教務センター

9時～ 17時 休業 休業

オフィス

第1学舎
第2学舎
第3学舎
第4学舎

岩崎記念館
専門職大学院事務グループ（尚文館・以文館）

授業支援ステーション

第1学舎
第2学舎
第3学舎
第4学舎
尚文館

以文館ローライブラリー 8時30分～ 23時
　以文館・尚文館・児島惟謙館内自習室、 

会計研究科院生自習室（第2学舎）
通常通り開室 

（各室ともメンテナンスのため閉室することがある）

心理臨床カウンセリングルーム 9時30分～ 17時 （土）9時30分～ 17時 
（日・祝）休業 休業

国際部 9時～ 17時 休業

千里山中央体育館/千里山東体育館 9時～ 20時※ （土）9時～ 20時※ 
（日・祝）9時～ 17時※

9時～ 17時※ 
（8/18は休業）

誠之館2・3・6号館（有鄰館） 9時～ 20時 9時～ 17時※ 休業
誠之館2号館1階（サテライトステーション） 休業

凜風館（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）
9時～ 17時 休業

休業

凜風館（食堂・購買部）

2階食堂 
10時45分～ 14時 
（8/10は休業）

休業 
（8/1、8/7、8/28、9/18

は営業）
3階購買部 

11時～ 16時 
8/2 ～ 8/10は

11時～ 16時30分 
（8/2は購買・書籍・パン

コーナーのみ、8/31は
旅行・住宅のみ営業）

休業 
（8/1、8/28は購買・書籍・

パンコーナーのみ営業）

休業 
（旅行のみ営業8/11、12、

13、16、17、19）

KUシンフォニーホール 9時～ 17時 休業 休業

誠之館5・7・8号館
（凱風館・新凱風館・養心館） 9時～ 20時 9時～ 20時※

9時～ 20時※ 
（8/15は9時～ 17時）

（8/18は休業）

保健管理センター
9時～ 17時 

（診察受付時間は
9時30分～ 12時、

13時30分～15時30分）
休業

休業

心理相談室 9時～ 17時

総合図書館 10時～ 20時 （土）10時～ 18時 
（日・祝）休業

ITセンター 9時～ 16時50分

休業

キャリアセンター事務室
9時～ 17時キャリアセンター理工系事務室

卒業生就業支援室
就職情報資料室 9時30分～ 16時50分

キャリアデザインルーム 13時30分～ 16時30分
エクステンション・リードセンター千里山

キャンパス事務室 10時30分～ 21時

高
槻
キ
ャ
ン
パ
ス

総合情報学部オフィス
9時～ 17時

休業 休業
高槻キャンパスオフィス

キャリアセンター高槻キャンパス分室 （月・火）休業 
（水・木・金）9時～ 17時

図書室 10時～ 17時

体育館 9時～ 20時※ （土）9時～ 20時※ 
（日・祝）9時～ 17時※

9時～ 17時※ 
（8/18は休業）

保健室 9時～ 17時
休業 休業

心理相談室 10時～ 16時（水は休業）

関西大学アイスアリーナ 9時～ 22時 9時～ 22時※ 9時～ 22時※ 
（8/18は休業）

高
槻
ミ
ュ
ー
ズ
キ
ャ
ン
パ
ス

ミューズオフィス
9時～ 17時

休業 休業

ミューズ保健センター

心理相談室 10時～ 16時
（木）12時～18時

エクステンション・リードセンター
高槻ミューズキャンパス分室 （月・火）9時～ 17時 

（水・木・金）休業
キャリアセンター高槻ミューズキャンパス分室

ミューズ大学図書館
10時～ 17時

関西大学児童図書館

堺
キ
ャ
ン
パ
ス　

注１

教務・学生オフィス
9時～ 17時

休業 休業
堺キャンパスオフィス

保健室
心理相談室 10時～ 16時（水は休業）

キャリアセンター 
堺キャンパス分室　 休業

堺キャンパス図書館 10時～ 17時
休業 休業

体育館 休業
注１　堺キャンパスでは、夏季休業中に校舎の改修工事を行います。あらかじめお含み置きください。

夏季休業中の施設利用時間（7月31日～9月20日） セミナーハウスで夏を楽しむ
　白馬栂池高原ロッジ、六甲山荘は学生のみ
の利用も可能。申込方法、利用範囲、料金等
は、次のとおり。
【申込方法と場所】
　利用開始日の2週間前（ただし、その日が
休日に当たる場合は、その前日）までに所定の

「利用申込書」に必要事項を記入し、宿泊料・
食事料を添えて関西大学教育後援会（電話
06-6368-0055）まで。
　ただし、高槻キャンパスは、高槻キャンパ
スオフィスで受け付ける。
　また、セミナーハウスウェブサイト（http://
www.kansai-u.ac.jp/Jigyo/seminar/index.html）
も参照のこと。

六甲山荘
六甲山頂に連なる稜線は別天地。その一角
にある六甲山荘からは、徒歩圏内で、高山植
物園、オルゴールミュージアム　ホール・オ
ブ・ホールズ六甲、フィールドアスレチック
と多彩な夏を楽しめる施設がある。また、六
甲ガーデンテラス内には、この夏、体感型の
新展望台がオープンする。海際にみえる神
戸空港、明石海峡から大阪平野、関西国際空
港まで広がるパノラマの景色は圧巻。六甲
山荘で山の空気と美味しい夕食でリフレッ
シュしてはいかが。

白馬栂池高原ロッジ
北アルプスの麓にある雄大な夏の栂池自然
園では、この時期可憐な高山植物が咲き乱
れる。冷風が吹き出している風穴や、氷のよ
うに冷たい雪解けのせせらぎが夏の暑さを
忘れさせてくれる。森林セラピー基地の認定
をうけている小谷村で魅力的なスポットを
めぐってみるのも良い。星空を眺めながら、
友と語らうには白馬栂池高原ロッジは絶好
のセミナーハウスだ。

施設別 六甲山荘 白馬栂池高原
ロッジ

利用範囲 本学教職員、学生、生徒、校友など

宿泊料
学内者 1,580円（通年） 2,630円（夏季）
学外者 3,150円（通年） 5,250円（夏季）

食事料

朝食 500円 630円

夕食
2,000円
2,500円
3,500円

1,580円

休館日 毎週水曜日 毎週木曜日
利用限度 4泊5日
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キャリアセンター
工藤 亮さん
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春学期試験直前　お役立ち情報
いよいよ7月21日（水）から、1年次生にとっては初めての春学期試験が始まります。今回は春学期試験直前特集として、試験前に活
用できる本学の施設・サービスを紹介します。また、みなさんの関心が高い「大学の成績と就職の関係」についてもキャリアセンター
からアドバイスをもらいました。

定期試験の受験心得

ITセンター キャリアセンター

総合図書館

▶サービス紹介（詳細は以下のURLを参照してください）
①自宅のパソコンでPowerPointやSPSSなどが使えます。
　（リモートデスクトップサービス）
②USBメモリはもういらない（ファイルサーバーサービス）
　詳しくは、ITセンターのウェブサイトを参照
① → http://www.ipcku.kansai-u.ac.jp/Service/rdt.pdf
② → http://www.ipcku.kansai-u.ac.jp/Service/leaflet_fileserver.pdf

▶開館時間
【7/30（金）まで、7/31（土）以降はITセンターウェブサイトを参照】

平日（土曜）
ITセンター 9：00～21：20（9：00～17：50）
サテライトステーション 10：00～17：50（平日と同じ）

※日曜日は共に休館

▶パスワードの有効期限
有効期限切れになると…サービス利用
停止
前回変更後90日経つまでに変更しま
しょう！

▶オンラインサービスを活用しよう
　オンラインサービスを使えば、図書館に来なくても、自分が通うキャンパス以外の
図書館から資料を取り寄せたり、貸出中の資料の予約依頼や貸出更新（貸出期間の延
長）、貸出や予約の状況照会などを行うことができます。オンラインサービスは、イン
フォメーションシステムやKOALA、図書館のウェブサイトなどから利用できます。
ただし、試験期間中は、できるだけ多くの人が資料を利用できるよう、貸出期間が制
限されています。また、貸出更新はできませんのでご注意ください。

Q. 大学での成績は、就職に影響するのでしょうか？

Ａ．近年の就職活動においては、「人物重視」の傾向が強
まっており、学業成績だけで判断されることはありませ
ん。しかし、多様化・高度化した社会での活躍が求められ
ていることから、大学生としての基礎学力をしっかりと
持っているかどうかをさまざまに問われます。
　応募書類として成績証明書の提出を求められたり、面
接の際に、ゼミや専攻分野などについて詳しく尋ねられ
ることも多くあります。このことから、学業成績は選考
における大きな判断材料の１つであることは確かです。
　また、応募書類として成績証明書を提出する際、残り
単位数があまりに多いと、卒業が危ぶまれるため、企業
側が内定を出し渋ることがあります。さらに、例年、内定
を得たにもかかわらず、学業をおろそかにしていたため
に、卒業できず、内定を取り消される学生が跡を絶ちま
せん。こういったことを防ぐためにも、日頃からしっか
りと学業に励み、計画的に単位を取得しておくことをお
すすめします。

◆ 携帯電話は電源OFF ！
　試験中に携帯電話の着信音・バイブ音が鳴ると、使用の有無にか
かわらず不正行為とみなされます。時計としても使用できませんの
で、必ず電源を切ってカバンの中にしまいましょう。

◆ 不正行為について
　不正行為を行った学生は当該試験期のすべての科目が無効とな
ります。4年間での卒業を不利にしますので厳正な態度で臨みま
しょう。

◆ 遅刻は厳禁！
　試験開始から30分経過すると試験場への入室も受験もできませ
ん。余裕を持って試験場に入室しましょう。

◆ 試験に関する情報
　ハンドブックやインフォメーションシステムには、その他にも重要
な事項が掲載されているので必ず確認し、質問がある場合は各キャ
ンパス試験担当窓口に来室しましょう。

◆ 学生証を必ず携帯しましょう
　試験を受験するためには学生証が必要です。紛失・汚損している
場合は、再発行の手続きをとりましょう。

◆ 筆記用具を必ず持参しましょう
　例年、筆記用具（特にボールペン）を忘れる学生が数多くいます。
答案用紙の学籍番号・氏名欄は必ずボールペンで書かなければなら
ないので、忘れないようにしましょう。

◆ 学籍番号を正確に！
　学籍番号は名前と同じくとても大切なものです。正しく書けていな
いと試験が無効になる場合もありますので、正確に記入しましょう。

◆ 教室・時間を必ず確認しましょう
　・ 試験会場の教室は通常講義の教室と異なる場合があります。試

験会場の教室が複数ある場合もあります。
　・試験期間中は通常講義と開始・終了時刻が異なります。

➡ 前もってインフォメーションシステムの試験システムで必ず確
認しておきましょう。

ここをクリック
（図書館）

（ITセンター）

Q. 「90日以上経ってしまったらど
うしたらいいでしょうか？」
A. インフォメーションシステムには
ログインできますので、インフォメー
ションシステムにログインし、左のメ
ニューからパスワードを変更してくだ
さい（即時サービスが利用可能です）

教務センター（教務事務グループ）
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所員集合！

Q.主な活動内容について教えてください
A.一般市民の方を対象とした学生主体の無
料法律相談会を行っています。千里山キャ
ンパスと天六キャンパスで月に１回ずつ、ま
た大学を飛び出し、年に２回大阪府大東市と
共催し、他にも大阪府外全国各地で出張法
律相談を行っています。また、法律相談スキ
ルの向上のために週３回勉強会を行ってい
ます。
Q.活動にあたって心がけていることやポリ
シーは何ですか？
A.私たちは、法律学習を決して理論だけで

終わらせてしまうのではなく、実社会で起こ
りうるさまざまな問題を直接肌で感じた上
で、実際に問題を解決するにはどのように法
律を適用していくべきかを考えることが大
切であると考えています。設立以来受け継
がれてきた「理論と実践」という基本理念の
もと、法律を通じて社会に学び、相談者が必
要としている法律相談とはどのようなもの
であるのか試行錯誤を繰り返し、所員の知
識・能力の向上をもってそれに応えること
を心がけています。
Q.このクラブ・サークルの魅力は何ですか？

A.自分たちの大学
での学び が 直 接
人の役に立つこと
を直に肌で感じる
ことができる点で
す。また、弁護士
をはじめとする実
務の場で活躍され
ている多くの顧問
ならびに先輩方と
共に法律相談に臨

● 学術研究会　法律相談所

皆様の法律問題におこたえします！

外国語学部
西川 和男  教授

文法の徹底教育
ろまで追求できる講義だと思います。
Q.講義で学んだことを活かすことができた経
験はありますか？
A.私はこれまで学内や県の大会など3つの
スピーチコンテストに参加しましたが、すべ
ての大会で入賞することができました。それ
は、普段の講義でしっかりと文の意味や言葉
の区切りを理解し、何回も読む練習をしてき
た成果だと思います。
　また、西川先生には大きな声で話す習慣を

身に付けるようにと熱心に
指導してもらったので、その
成果でもあったと思います。
Q.講義は、2年次の留学
「Study Abroad」でどのよう
に役立ちそうですか？
A.現地での講義は、日本語
で文法の説明がされること
はないので、留学前に細かい
文法を学んでおくことで、現
地での中国語の上達につな
がると思います。

Q.今回紹介する外国語学部の講義科目名を
教えてください。
A.中国語総合1bです。
Q.講義内容を具体的に教えてください。
A.主に教科書の文法を中心に細かく指導し
ていただきました。また、本文を何回も繰り
返し読んでフレーズごとに覚えたりもしまし
た。常に単語１つひとつの意味を正確に把握
し、この単語にはどんな役割があるかなど詳
しく説明してくださるので、とても深いとこ

Q.担当の先生（西川和男先生）はどんな方で
すか？
A.「鬼の西川」と聞いたこともありますが、私
は優しい先生だと思います。時々頑固な一面
もありますが、親しみやすくてとても良い先
生です。
Q.外国語学部の学生はどんな雰囲気ですか？
A.外国語学部の学生は1期生で先輩もいな
いため、自分たちでやっていこうという姿勢
が強いです。中国語専修の学生は努力家が多
く、自由な考えを持っていて行動力のある人
が多いと思います。また、人数も少ないので
みんな仲良く、良い雰囲気です。

学生所長 秋吉 正稔さん（法学部3年次生）
総務部長 津地 孝紀さん（法学部3年次生）

松澤 由佳さん（外国語学部2年次生）

講義の様子（中央が西川先生）

スピーチコンテストで発表する松澤さん

相談会に向けて準備中…

むので、授業だけでは学べない実務的な思考に
触れることもできます。そして、法律相談は社
会貢献活動であり、それに伴う重い責任が課さ
れるものです。つまり、学生でありながら社会
の一員としての意識を持つことができる。それ
はこのクラブでしか経験できない貴重なもの
だと思います。
Q.直近の目標はありますか？
A.このクラブの一大行事である夏季出張移動
無料法律相談です。今年度は熊本県に出張す
るのですが、熊本県で大学生による法律相談が
開催されるのは今回が初の試みになります！



ボクシング部が第64回関西学生リーグで５戦全勝で優勝
　昨年惜しくも優勝を逃し、悔いの残る結果となったボクシング部。今シー
ズンは合田幸司朗（経済学部４年次生）主将を中心に、全員の力が結集。見事
王者に返り咲いた。
　新チームが始動し、指揮官として新たに前田監督が就任。走りこみの量を
増やし、体力の強化を図ったチームが一丸となりリーグ戦へと臨んだ。
　最終戦に迎えるは昨年の覇者・同志社大だ。４-２と勝利を積み重ね、優勝
まであと１勝のところで、合田主将自ら試合を決定づけ、仲間と喜びを分かち
合った。
　関西制覇を果たした拳闘士たち。MVPには全勝で優勝に大きく貢献した宮
本昌季さん（経済学部３年次生）
が選ばれた。関西王者として次
に挑むのは全日本王座決定戦
だ。「気持ちは全日に向いてい
る」と前田監督。さらなる高み
を目指し、関大の拳が関東の壁
を打ち砕く。
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梶川凛美さんが第54回全日本学生選手権大会
3連覇を達成
　「すごく嬉しかった」。試合終了後、梶川凛美さん（文学部3年次生）
は満面の笑みを浮かべた。一昨年から築いてきた全日本王者の称号を
保持する3連覇を達成した。
　今年4月の第44回関西学生空手道個人選手権大会では屈辱の準優
勝に終わった梶川さん。だが2年続けて得た全日本王者の座を守るた
めに「この2ヵ月間で課題改善に取り組んだ」と、いつも以上に気合を
入れ今大会に挑んだ。
　予選はバッサイダイで1位通過、難なく決勝トーナメントへと勝ち
進んだ。準々決勝はトマリバッサイ、準決勝ではスーパーリンペイを選
択。いずれも5-0と圧倒の形をうち、ついに舞台を決勝に移した。
　決勝の相手は全関で敗北を喫した京産大の鶴山さん。同じ道場で練
習をともにしてきた仲だ。運命の一戦に選んだ形はチャタンヤラクー
サンクー。「自分の中でいい形ができた」。思いが形に現れ、結果は5-0。
見事に完全勝利を果たした。
　「全体を通していい形がうてた」と、満足の演武で見事に全関の雪辱を
果たした。全日3連覇の偉業を達成した女王は新たな一歩を踏み出す。
　この偉業が高く評価された梶川さんは、7月26日（月）に大阪府・
橋下徹知事を表敬訪問する予定。今後の活躍に期待したい。

第23回全国大学選抜選手権大会男子団体で連覇
　「挑戦者の気持ちで臨んだ」と友中貴広主将（社会学部４年次生）。
選抜は第１４回西日本学生拳法選手権大会と違い、対試合の５人制。
そのため、一人ひとりに勝利が求められる。これまで積み重ねてきた
練習の成果を発揮すべく、決戦の場へ足を踏み入れた。
　順調に勝ち上がり、決勝戦へと駒を進める。相手は古豪・中央大。「悔
いのないようにしよう」と、円陣を組み、気合を入れ直す。副将戦を西日
本に続き、田邉規史さん（法学部４年次生）が決め、見事選抜優勝を決
めた。さらに全勝し、優勝に大きく貢献した友中主将は殊勲賞に輝いた。

　団体戦は11月に行われる第
55回全日本学生拳法選手権大
会を残すのみ。４連覇に向けて、
また一歩前進した。
　「（全日で）負けたら、これまで
先輩たちが築いてきたものが崩
れてしまう」と田邉さん。歴史に
新たな栄光を刻むため、関大拳
士たちは躍進を続ける。

金園英学さんと田中雄大さんがＪリーグへ入団内定
　まず1人目は関西が誇る屈指のＦＷ・金園英学さん（文学部４年次生）。リー
グ２年連続得点王の点取り屋は来季、ジュビロ磐田のユニフォームに袖を通す。
　以前はチャンスメークが中心だったが、関大でストライカーの才能が大きく
開花する。徐々に頭角を現し、２年目で得点王の称号を獲得。献身的なプレー
でチームを救い、翌年もタイトルを手にする。
　シーズン終了後、ジュビロ磐田の練習に参加し、オファーをもらう。「自分を
必要としてくれた」と入団の経緯を明かした。
　2人目は貴重な左利きのサイドバック。魅力的な左足を持つ田中雄大さん（商
学部４年次生）は川崎フロンターレへ入団する。
　関大が全国で躍進する姿を見て、大学サッカー界に活躍の場を求めた。左足
の精度に磨きをかけ、頭ひとつ抜きん出る存在に成長。チームの信頼を得、昨
年にはゲームキャプテンも経験した。さらに、ユニバーシアード日本代表に選
出される。
　数ある実績を買われ、川崎フロンターレからオファーを受ける。「遠いところ
で、一人でやってみたい」。真正面からサッカーと向き合い、出した結論だった。
　即戦力として求められる二つの才能。新たな旋風を巻き起こすべく、Ｊリー
グに乗り込む。そして、４年後に開催されるブラジルＷ杯へ。世界の大舞台で、
日の丸を背負う姿を思い描いて――。

飛躍

ジュビロ磐田へ入団内定の金園英学さん（写真右）
貫禄をみせ、見事全日3連覇を果たした梶川さん

川崎フロンターレへ入団内定の田中雄大さん（写真左）

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。

7/16-9/15
日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

7月17日㈯
東京センター公開講座 学生・教職員・一般 東京センター
外国語学部FD講演会 学生・教職員・一般 外国語学部
講演会・シンポジウム「スポーツが地域を元気にする」 学生・教職員・一般 人間健康学部

22日㈭ 法学研究所　第87回特別研究会 学生・教職員・一般 研究所事務室

23日㈮
法学研究所　第42回シンポジウム 学生・教職員・一般 研究所事務室
東京センター公開講座 学生・教職員・一般 東京センター

24日㈯ 博物館「高松塚調査隊in吹田」（～ 25日） 学生・教職員・一般 博物館事務室
27日㈫ 先端科学技術推進機構　第27回研究部門別発表会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
30日㈮ 先端科学技術推進機構　第28回研究部門別発表会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構

31日㈯
東京センター公開講座 学生・教職員・一般 東京センター
経済・政治研究所　第2回公開セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室

8月  1日㈰
オープンキャンパス（サマーキャンパス）（～ 2日） 主として高校生 入試広報グループ
文化交渉学教育研究拠点（ICIS）　第5回研究集会（～ 2日） 学生・教職員・一般 G-COE拠点事務室

  2日㈪ 第11回サイエンスセミナー（～ 3日） 主として小・中・高校生 高大連携セミナー
  4日㈬ 博物館「なんでも相談会」（～ 5日） 学生・教職員・一般 博物館

  7日㈯
東京センター公開講座 学生・教職員・一般 東京センター
小・中学生対象「ワクワク夏休み科学実験」（～ 8日） 主として小・中学生 三大学医工薬連環科学教育研究機構（関西大学内）

9月  9日㈭ 東京センター公開講座 学生・教職員・一般 東京センター
10日㈮ 文学部　朱子生誕880周年記念国際シンポジウム 学生・教職員・一般 学部・大学院事務グループ法文オフィス

空手道部

拳法部 ボクシング部

サッカー部

白熱した拳法部の試合の様子 優勝を手にし、笑顔を見せるボクシング部員

（写真提供・編集：関大スポーツ編集局）




