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統一学園祭実行委員会のみなさん

■学生広報スタッフ企画

■Kaisers 飛躍
● テニス部
● フェンシング部
● ソフトボール部
● サッカー部

■「考動」するゼミ・サークル
● 人間健康学部 小室弘毅助教
● 同好会ラクロス部女子

2010年度関西大学統一学園祭特集

「関大祭へいらっしゃい」
『関西大学通信』を手に学園祭を楽しもう！



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
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飛躍

　9月18日から28日まで開催された、
関西大学対抗リーグ戦１部リーグをテ
ニス部男子が制覇した。昨年の入れ
替え戦を制し、１部復帰を果たした１
年目での優勝であり、関大テニス部の
歴史を塗り替えた創部初の快挙だ。
　リーグ戦初戦は昨年の覇者、関学
大との対戦。Ｄ（ダブルス）１、Ｄ２と

テニス部男子が1部リーグ５戦全勝で関西初制覇
■テニス部

は残るが、堂 と々した戦いで強さをみせた。
４年次生の思いを受け継いだソフトボール
部は今後もさらなる躍進を遂げる。
　なお、ソフトボール部は現在、秋季関西
学生ソフトボールリーグ戦に挑んでいる。
みなさんも球場に足を運んで、熱戦に声援
を送ろう!

に先制点を与えてしまうも、徐々に関大ペー
スになり、前半39分ついに逆転。後半に
入っても関大の足は止まらず、５－１と関学
大に圧勝した。
　「90分間、ブレることなくプレーしていて
精神的に強くなっていた」と藤澤典隆主将
（経済学部4年次生）。びわこ成蹊スポー
ツ大、甲南大、近大と連勝を続けるサッカー
部の勢いは止まらない。

　9月25日、第60回関西学生選手権大会での大会4日目を迎え、
フルーレ団体戦に挑んだフェンシング部女子。格上の相手を次々
と破り、見事創部初となる関西準優勝を手にした。
　予選を全勝で終え、トーナメントへ。決勝戦は強豪・朝日大だ。
序盤から12点と大きくリードを許してしまう。このまま終わるわけ
にはいかない関大は、強気な姿勢で攻撃を続けた。中盤から田中
成美前主将（総合情報学部4年次生）が鋭い突きでポイントを重
ね、淀谷芽実さん（システム理工学部2年次生）、小林彩乃さん（文
学部1年次生）、途中交代した高橋佳那さん（環境都市工学部1年
次生）も果敢に攻めるも、最後まで流れを変えることができず、結
果18―45で敗北を喫した。
　あと一歩のところで優勝を逃した彼女たち。しかし新たな歴史を
刻むことができ、畠山彩主将（政策創造学部3年次生）は「すごくう
れしい」と満足の表情を浮かべた。
　エペ・サーブルも含めた全種目でインカレ出場が決定し、大きな飛躍を
遂げたフェンシング部女子。全国の舞台でもさらなる活躍が期待される。

フェンシング部女子、フルーレ団体で
創部初の関西準優勝

■フェンシング部

　ソフトボール部が9月12日、第45回全
日本大学選手権大会で、全国３位に輝い
た。湯川慎也主将（社会学部4年次生）を
中心にチーム力を結集し、つかみとった結
果となった。
　関西２位の実力と自信を胸に挑んだ今
大会。２回戦で西日本王者・立命大を下す
など順調に勝ち進んだ。
　迎えた準決勝、相手は環太平洋大だ。
初回に先制点を許し、すぐに同点に追い
つくも、７回、安打に失策が絡み失点を
許す。そのまま１－２で準決勝に敗れ、結
果は３位となった。
　この試合で引退となった湯川主将は
「同期、後輩がついてきてくれたおかげ」
と感謝の言葉を口にした。敗戦に悔しさ

　前期は６位と力を発揮
できず苦杯を喫したサッ
カー部。充実の夏合宿で
戦力を整えなおし、関西
学生リーグ後期第１節へ
と臨んだ。インカレへ向け
３位以内は絶対条件だ。
　9月25日の初戦の相

手は因縁のライバル・関学大。前期とは大
幅に選手を入れ替えて試合に挑んだ。序盤

ソフトボール部が全国３位の快挙

サッカー部　関学大に圧勝し、波に乗る

■ソフトボール部

■サッカー部

準優勝に喜ぶ女子部員（写真左から淀谷さん、田中さん、小林さん、高橋さん） （取材編集：写真提供　関大スポーツ編集局）

もに第３セットまでもつれ込むも、落
ち着いたプレーで試合を制する。その
勢いのまま、白星を重ねていき、５－
４で関学大を下した。
　第４節まで順調に勝ち進み、最終
戦は大体大との勝負だ。これまでの
勝利数によって、関西制覇は確定して
おり、めざすは全勝優勝。最後のプ

レイヤーであるＳ（シングルス）４・恒
松寛己さん（文学部２年次生）は、第
１セットを難なく制する。第２セット
の最終ゲーム、マッチポイントとなり、
相手のリターンはラインを越えアウ
ト。この瞬間、関大の全勝優勝が決
まり、選手たちは歓喜に沸いた。「こ
のチームで関西制覇が実現できてう

れしい」と玉木裕平主将（総合情報学
部４年次生）。目標であった１部リー
グ制覇と同時に、全国への切符も手
に入れた。
　なお、関西王者として全日本大学
対抗テニス王座決定試合へと挑んだ
テニス部男子は、全国4位という結
果を残し躍進を遂げた。

5戦全勝で関西優勝を決め、笑顔の部員たち
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政策創造学部祭典実行委員会 “つながり“を感じる瞬間

賑やかな雰囲気。本番もこの勢いで

委員長の寺嶋亮さん（政策2）が「賑やかすぎて幸せあふれる」と
まで語ったステージ外企画局。今年度も、恒例の写真企画『SNAP
×SNAP』を行う。テーマは“つながり”。誕生日カレンダーで同じ
誕生日の人を探したり、質問と答えをつなげて
いったり…と、普段の生活や他の企画にはない
“人と人とのつながり”を感じられる企画だ。

「普段関わることのない人とのふれあい、つな
がりを感じてもらいたい。学園祭に来た思い
出をたくさん作ってほしい」と笑顔で語ってく
れたステージ外局長の田中温子さん。今年の

『SNAP×SNAP』は期待大！
イチオシ企画
企画名：『SNAP×SNAP』
日時：11月4日（木）～6日（土）10：00～16：00、7日（日）10：00～13：00
場所：誠之館2・3号館（サテライト・ステーション）前

田中温子さん（政策2）

新装開店！社祭のアトラクション企画

メンバーの集合写真。家族のような雰囲気

社会学部祭実行委員会（以下社祭）名物のアトラクション企画
が進化した。今年度は、映画『不思議の国のアリス』をモチー
フにした企画を開催する。ストーリーは、ある日を境に心を
失ってしまった女王が支配する国の救世主になるべく、参加
者が第3学舎内のコースを駆け回る。注目点は、昨年度までア
トラクション企画で使用し
ていたトロッコに代わって、
すべり台が登場することだ。
委員長の山本桂輔さんは「お
客さんに新たな刺激を提供
します」と意気込む。　
学舎内をすべり台で駆け抜
けるという、貴重な体験がで
きる社祭の企画にぜひ参加
してみよう。

イチオシ企画
企画名 ： 『社LICE IN WONDER LAND~女王の心を取り戻せ！～』
日時 ： 11月4日（木）・6日（土）各日10：00～16：00
場所 ： 第3学舎内

左から／杉山直毅さん（社2）、
山本桂輔さん（社2）、木村真衣さん（社2）

社会学部祭実行委員会

法学部祭典実行委員会 もう一つの白雪姫

左／萩森建治さん（法2）、右／坂井秀行さん（法1）

みんなで晩御飯をとり休憩中

法学部祭典実行委員会のイチオシ企画は、劇『近衛隊長エド
アルド』。白雪姫のストーリーをもとに、お妃様に仕える近
衛隊長エドアルドを中心に描く。原作のストーリーとは違
い、今回のテーマは“恋を通して描くエドアルドと王子様の
友情”。見どころは、個性豊かなキャラクターだ。特に注目す
べきは“悪魔くん”。この劇のキーマンなるキャラクターであ
る。また、「かっこいいで
す！」と坂井さんが答え
てくれたクライマックス
のバトルシーンにも注目
だ。笑いあり、まさかの結
末あり！？の、原作とは
ひと味もふた味も違う“も
う一つの白雪姫” をぜひ
見に行ってほしい。

イチオシ企画
企画名：『近衛隊長エドアルド』
日時：11月4日（木）13：30～ 14：30　
場所：法文工社ステージ

ドキドキしま商！

左／饗庭拓弥さん（商3）、右／二熊早記さん（商2）

取材と聞いて続々集合

「参加者同士、本当のカップルになることもあるんです」と語っ
てくれたのは、委員長の饗庭拓弥さん。商学部祭実行委員会で
は毎年伝統となっている恋愛成就企画を開催する。今年度は、
男女ペア4組で双六をしてお互いの距離を縮めていくという
企画だ。止まったマスでは「キュ
ンとするひとことを言う」「お姫
様抱っこをする」などのお題が
出題される。お題はゴールに近
づくにつれてハードになってい
く。一番の見せ場は、ゴールで
の愛の告白。企画担当の二熊早
記さんは「どれだけ人をドキド
キさせられるかを考えるのに苦
労した」と話す。今年度はカップ
ル誕生となるだろうか。

イチオシ企画
企画名：『あいのり復活版 ～あの青春・恋愛をもう一度～』
日時：11月4日（木）12：30～14：00　
場所：経商政ステージ

商学部祭実行委員会

第1学舎に海賊が出現！

みんなでポーズ！

文学部祭典実行委員会のRPGアトラクションは、第1学
舎の4階と5階を使った大きなスペースで展開される。参
加者は海賊となり、地図をもとにお宝を探す。しかし、海
賊を襲うさまざまな罠や巨大モンスターたちが、簡単にお
宝をゲットさせてくれない。ハラハラドキドキの展開が
待っている。
委員長の紀平大貴さんは「み
んなで力を合わせればすごい
ものができると感じていま
す。僕自身も本番が楽しみで
す」と話してくれた。アトラ
クションの随所にある凝った
小道具にも注目したい。さぁ、
宝探しの旅に出てみよう！

イチオシ企画
企画名：『Let’s海賊（パイレーツ）!! ～呪われたA島～』
日時：11月5日（金）10：30～16：00、6日（土）10：00～15：00
場所： 第1学舎1号館4階・5階

文学部祭典実行委員会

左／樽田英樹さん（文2）、
右／紀平大貴さん（文2）

総合情報学部祭典実行委員会 スポーツの秋！中央ステージで大運動会

準備を進める情祭メンバー

例年、中央ステージで企画を行う総合情報学部祭典実行委員会（以
下情祭）は、運動会を開催する。ステージ前に集まった人から2人
1組になり、まずは予選に参加。予選では、体を使うゲームに挑戦
してもらう。予選を通過すれば、決勝で
賞品をかけたクイズ大会にチャレンジ。
平田大輝さんは、「広い中央ステージは
未知の世界ですが、全力で盛り上げま
す」と力を込めて語った。情祭は、今年
度発足した社会安全学部祭典実行委員
会（以下安祭）と一緒に企画を進めてい
る。「例年よりも多い人数で活動できる
意味は大きいです」と委員長の仲宗根辰
義さん。安祭のフレッシュパワーととも
に企画大成功をめざす。

イチオシ企画
企画名：『情安プレゼンツ！秋の大運動会 !!』
日時：11月4日（木）14：35～ 15：50　
場所：中央ステージ

左／平田大輝さん（情1）、
右／ 仲宗根辰義さん（情2）

学生広報スタッフ企画 イチオシ企画が目白オシ！
2010年度

関西大学統一学園祭実行委員会
関西大学統一学園祭実行委員会 委員長　柳田直彦さん（政策3）
「今年度も多くの方々のご協力のおかげで統一学園祭を開催できることになりました。
今年度の学園祭のテーマは『関大FEVER2010!!』。FEVERには、熱や熱狂という意味
があります。私たち関大生の熱い思いが詰まった学園祭にお越しいただき、熱狂するほ
ど楽しんでください！また来年度も来ていただけるような学園祭をめざしています」

外国語学部祭典実行委員会 2年目のビック企画

新・学園祭実行委員会 at 高槻ミューズ 

立て看板を製作中。今年はジャンパーも新調

発足2年目の外国語学部祭典実行委員会（以下外祭）が、今年度用意
した企画は『亡命中』。参加者が、独裁国家であるA国から民主主義
のB国への亡命をめざすというストーリー。ところが、B国は人口増
加の影響で、亡命者にミッションを課すことを決定した。すべての
ミッションを制限時間内にクリアできた参加者だけが、亡命に成功
できるという企画である。

「この企画の売りは、スケールの大
きさです」と語る実行委員長の樋
口拓弥さん。一度に約200人も参
加できるということをアピール。
外祭は2年次生が留学中のため、
引き継ぎがうまくいかず悩んだこ
ともあった。しかし、前向きに活動
する外祭のメンバー。さらに進化
した企画に注目だ。

イチオシ企画
企画名：『亡命中』　
日時：11月4日（木）～6日（土）各日10：00～15：30
場所：第1学舎1号館A601 左／樋口拓弥さん（外1）、右／平野貴大さん（外1）

伝統の後夜祭

打ち合わせはいつも熱心！

例年学園祭は、統一企画構成委員会が企画する伝統の後夜祭で
幕を閉じる。「関大生から一般の方まで、みなさんに楽しんでも
らえるはず」と話すのは、委員長の白倉一晴さん。パレードに始
まり、応援団リーダー部の演舞や、応援団バトン・チアリーダー
部のダンス、『K.U.ROCK FEAVER 8th』優勝者の音楽ライブ、

『Kandai Dance Fes.2010』優勝者のダンスなど盛りだくさん
の内容だ。中でも、フィナーレ
が一番の盛り上がりを見せる。
後夜祭は、応援団の引退式も兼
ねている。後夜祭局長の冨田龍
郎さんは「応援団の演舞の意味
や想いを感じてほしい。歴史あ
る後夜祭なのでたくさんの人に
来てもらいたい」と意気込みを
語ってくれた。 左／冨田龍郎さん（法3）、右／白倉一晴さん（政策3）

統一企画構成委員会

イチオシ企画
企画名：後夜祭　
日時：11月7日（日）16：45～19：30頃
場所：中央ステージ

    理工系学部祭実行委員会 今年で最後の48年目…

新・学園祭実行委員会 at 堺

お化け屋敷準備中

「尊敬はできませんが、フレンドリーで頼りになる先輩たちだと思
います」と笑いながら語る岡本さん。そんな和気あいあいとした雰
囲気の理工系学部祭実行委員会の企画は、例年人気のお化け屋敷。
企画名の“48” という数字について企画局長の小林さんは「流行り
の“48”という数字を見て、多くの人に来てもらいたいです」と語る。
お化け屋敷の設定は、48年前に47人の医師と患者が火事で亡く
なるという事故があり、現在は
使われていない病院が舞台。病
院の中にある彼らを弔うための
祠に、毎年一人に一つずつ人形
を供えている。今年は事故から
48年目。最後の47人目を供養
し、彼らを成仏させてあげるの
があなたのミッションだ。　 左／小林一人さん（工2）、右／岡本望さん（建1）

イチオシ企画
企画名：『OBK48～会イタカッタ～』
日時：11月5日（金）10：00～16：00、7日（日）10：00～13：00
場所：第4学舎1号館１階 読書室

笑いで鬱憤を吹っ飛ばせ！

イベントへの来場を呼びかけるメンバー

大学生活を過ごす中で、学生にもたくさんの悩みがあるだろ
う。その鬱憤を笑いで吹っ飛ばそうじゃないか。そのような
思いを込めて、経済学部学園祭実行委員会（以下経祭）ではお
笑い系企画を実施する。お笑い系企画を考えているところは
他にもたくさんあるが、経祭のお笑い企画は一味違う。企画
の見どころは、関大芸人が大喜利を行うことだ。この大喜利
では、実行委員が関大芸人に無茶振り感たっぷりの問いかけ
をして、センスある珍回答で
観客の笑いを誘う。さらに、
審査員自身も全国的に有名
なお笑い芸人に仮装して、出
場する関大芸人を審査する
ところにも注目してみると
面白いのではないだろうか。

イチオシ企画
企画名： 『第2のジャルジャルを探せ !!発掘笑いの登竜門 !!』
日時：11月4日（木）14：00～ 15：00　
場所：経商政ステージ 渡邉泰次さん（経2）、山村紗世さん（経2）

経済学部学園祭実行委員会

社会安全学部祭典実行委員会
今年4月新設の社会安全学部から学園祭実行委員会が発足し
たきっかけは、総合情報学部祭典実行委員会（以下情祭）が、
高槻キャンパス祭のスタッフを
一緒にしませんか？と声をかけ
たことに始まる。今年度の学園祭
は、先輩にあたる情祭のフォロー
を行い、学園祭の運営を経験す
る。委員長の徳永玄龍さんは「来
年度は、高槻キャンパスと高槻
ミューズキャンパス共催で学園
祭をしたい」と夢は大きい。今は
部室もなく、まっさらな安祭。来
年度の活躍が楽しみだ。ジャンパーには、トレードマークである”安全第一”の文字

左／徳永玄龍さん（安全1）、右／荻野裕貴さん（安全1）

NEW

人間健康学部祭実行委員会

堺キャンパスの学舎

人間健康学部は今年4月に新設した学部のため、人間健康
学部祭実行委員会は6月に発足したばかりだ。今年度は、独
自の企画は行わず、他の実行委員会のフォローにまわってい
る。学園祭運営の仕組みが分からず、連携で大切な報告・連
絡・相談に四苦八苦しているが、この見習い期間に先輩から
ノウハウを学び、来年度
につなげることが目標だ。
取材に応じてくれた松岡
さんと石田さんは、「一つ
の学園祭運営組織として
認めてもらい、学部独自
の企画を実施できるよう
になるまで成長したい」と
語ってくれた。

左／松岡沙姫さん（人1）、右／石田浩基さん（人1）

NEW



今回の学生広報スタッフ企画では、学園祭を総力特集。
「学園祭期間中の関大と、普段の関大はどう違うの？」
代表的な見どころや意外な穴場まで、千里山キャンパスの魅力を紹介します。
学園祭で初めて来学した方も関大生も、この『関西大学通信』を手に、
関大をまるごと味わってください！
※学園祭実行委員会の企画詳細や模擬店
情報は、パンフレットおよび模擬店マップで
確認してください。

企画・編集：学生広報スタッフ　上窪太貴（政策4）、榎本幸（政策2）、大野沙耶花（社2）、岡村祐佳里（社1）、落合美規（政策3）、小嶋史季子（法3）、塩澤佳子（社3）、菅原直亮（情3）、谷洋佑（化生1）、富田千裕（社3）、贄田竜有（政策4）、野口美保（社3）、東優也（文3）、松尾友喜（文1）、山下惠津子（社3）、和田愛美（社3）
協力：2010年度関西大学統一学園祭実行委員会

学生生活に必要不可欠なインターネットやICT環
境を整備したITセンター。キャンパスの中心にある
ため、たくさんの学生がITセンターの前を通ります。

ITセンター（円神館）前

正門を抜けると最初に目に入
るのが総合図書館。大学図
書館では関西最大規模で、
総合図書館前はいつも多くの
学生で賑わっています。学生
だけではなく、申込資格の条
件を満たしていれば一般の方
も利用可能です。

総合図書館

関西大学のエントランス！毎日
多くの学生が行き来します。
正門の両端には、課外活動な
どで活躍した関大生を称える垂
れ幕が掲げられています。

正門

総合学生会館メディアパ－ク凜風館
の前は、多くの学生が行き交うメイン
ストリート。いつも賑やかなこの通りは、
学園祭期間中どのように変わっている
のでしょうか！？

総合学生会館
メディアパ－ク凜風館

このエリア近辺では普段、応援団
リーダー部やバトン・チアリーダー部、
体育会の練習風景が見られます。

千里山東体育館

春になると桜が咲き乱れ、木々の隙間か
らは暖かい春の日差しが差し込みます。
その姿はまるで桜のアーチ。この時期は
ここで写真撮影をする学生も多く、見上
げながら歩くと気分が晴れます。

法文坂
談笑をする学生で賑やかな博
物館前。博物館の近くにはあ
すかの庭があり、昼休みに、
芝生でくつろぐ学生も多いです。

博物館（簡文館）前

in 千里山キャンパスin 千里山キャンパスin 千里山キャンパス

2010年度 関西大学統一学園祭特集
来て
、見て、歩いて…

関大ウォークラリー関大ウォークラリー関大ウォークラリー
に参加しませんか？

キャンパスマップの「文字」掲示場所ヒントを頼りに、キャンパス
内4箇所に1文字ずつ掲示している「文字」を探してみよう！
「文字」を集めると、ある4文字の言葉が完成します。
この『関西大学通信』11月1日号付属の「解答用紙」に
答えとアンケートを記入し、参加特典引換所で提出してください。
正解した方には、参加特典をプレゼント！

■開催日時： 11月4日（木）・5日（金）各日10：00～15：30　
　　　　　　※15：30特典引換の受付終了
■参加特典： 髙橋大輔選手と織田信成選手のクリアファイル　
　　　　　　※先着順・なくなり次第終了。
■参加特典引換所（GOAL）： 正門横／新関西大学会館北棟１階

関大ウォークラリー
「文字」掲示場所

ヒント 第2学舎2号館
1階入口付近
を探そう！
食堂が近くに
あります。

（ ） 愛美（ ）

関大ウォークラリー
「文字」掲示場所

ヒント 第3学舎1号館
玄関ホールを
探そう！

「文字」は『関西大学通信』
専用ラックに掲示しています！

季子（法 ）塩澤佳子（社 ）菅原直亮（情 ）谷洋佑（化生 ）富 千裕

関大ウォークラリー
GOAL!参加特典引換所

正門横/新関西大学会館北棟1階
「解答用紙」と引換に
参加特典をお渡しし
ます。（15：30受付
終了）

関大ウォークラリー
「文字」掲示場所

ヒント 総合学生会館メディアパーク
凜風館

1階の学生セン
ター前を探そう！

関大ウォークラリー
「文字」掲示場所

ヒント 第1学舎1号館
2階入口付近を
探そう！「豊臣期
大坂図屏風」が
近くに見えます。

Zoom In!

Zoom
 In!

Zoom
 In!

Zoom In!

Zoom In!

Zoom In!

Zoom In!

1

2

3

4

第2学舎

第4学舎

第1学舎

誠之館2・3号館
（サテライト・ステーション）

法文工社
ステージ

中央ステージ

経商政ステージ

第3学舎
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学生広報スタッフ企画
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Q.主な活動内容について教えてください。
A.私たちラクロス部は現在部員62人で、朝
7:00～ 11:00に淡路のグラウンドで練習し
ています（月曜日と木曜日はOFF、別途冬季
長期オフがあります）。現在、私たちのチー
ムは関西学生ラクロスリーグの２部に所属
しており、１部昇格を目指して日々活動して
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.今期のスローガンでもある「今、この瞬
間」を目標に向け、全力で頑張ることです。
私たちは１部昇格するだけでなく、今後、
関西一、日本一になることを目標としてい
ます。部員一人ひとりが「今、この瞬間」を
掴みたい未来に向けて精一杯努力すること
を心がけています。

Q.直近の目標はありますか？
A.“2部優勝・１部昇格”です。現在リーグ戦
のブロック戦を全勝し、2部Aブロックで１

位となりました。11月７
日（日）10時30分から大
阪大学豊中グラウンドに
て行われる２部Bブロッ
ク１位との順位決定戦に
勝利すれば、２部優勝・1
部昇格を果たすことが出
来ます。優勝に向けてみ
なさまの応援よろしくお
願いします！

● 関西大学同好会ラクロス部女子

「今、この瞬間」～２部優勝・１部昇格に向けて～

人間健康学部
小室 弘毅 助教

体験を通して、常識や建前から自由になれ！
Ｑ .この授業を受けて、何を学びましたか？
Ａ.私はまわりに流されやすいタイプで、自分に
自信が持てず、大学生活が始まって約半年が
経っても自分の殻を破って楽しむことができな
いでいました。しかし、この授業を通して、自分
自身を客観的にとらえ、他者を思いやれるよう
になったと感じています。カヌーをみんなでタイ
ミングを合わせて漕ぐという体験から、「まわり
と一致すること」「すべてのことに感謝すること」
が大切だと気付きました。新設の人間健康学部
の一員として、この気付きを得られたのは貴重
な体験でした。この授業のおかげで常識にとら
われ、抑え込んでいた自分を出すことができる
ようになり、現在は以前よりも大学生活を楽し

むことができています。

Ｑ .この授業は将来どのよう
に役立ちそうですか？
Ａ .将来、教員や指導者とし
て、野外活動や宿泊研修を実
施する立場になった場合、一
人ひとりの心の距離を縮めて
集団を一つにまとめる場面で
役に立つのではないかと思い
ます。また、社会で多くの人
と関わっていくうえで、自分
の意見を伝え、協力し合うと

Ｑ .今回紹介する人間健康学部の授業科目を
教えてください。
Ａ.スポーツ方法実習11（野外活動2）です。

Ｑ.授業内容を具体的に教えてください。
Ａ.この授業は、世の中の常識や建前にとらわ
れ、無意識に抑え込んでいる自分を出すこと
を目的として、「バカになれ！！」というテーマ
のもと行われました。9月5日から8日までの4
日間、和歌山県の日高少年自然の家でカヌー、
カヤック、シュノーケリング、キャンプファイ
ヤー、バーベキューなどの体験を通して、アイ
スブレイキングの方法など集団活動における
コミュニケーションの取り方を学びました。

きに活かすことができると思います。

Ｑ.担当の小室弘毅先生はどんな方ですか？
Ａ.学生一人ひとりのことを考えてくれる熱心
で優しい先生です。人とは違った視点から物
事を深く考え、決まりきった言葉や考えではな
く、小室先生独自の言葉や考えを私たちに伝
えてくれるので尊敬できる先生です。また、と
てもオシャレな先生です。

Ｑ .人間健康学部の学生はどんな雰囲気ですか？
Ａ .人間健康学部は今年新設した学部です
が、そうとは思えないほどみんな仲が良い
です。また、みんな友達思いで団結力があ
り、リーダーシップがある人、元気な人、明
るい人など個性的な学生が集まっていて、
いつも笑いが絶えず楽しい雰囲気です。

後列左端が小室先生、後列左から3番目が宇城さん

ラクロス部集合写真

主務 廣瀬 倫子さん（文学部4年次生）

 宇城 濯さん（人間健康学部1年次生）

チームスローガン「今、この瞬間」

Q.読者に向けた売りやメッセージを伝える
としたら？
A.私たちは部員62人と大勢の同好会です
が、学年関係なくとても仲良く活動してい
ます。秋からの入部希望者も大歓迎ですの
で、興味のある人はラクロス部ウェブサイ
ト（http://lax-ku08.d2.r-cms.jp/）にアクセス
して連絡してください。

野外活動の様子



CAMPUS
TOPICS

　関西大学と月桂冠株式会社が共同で
企画したミネラルウォーター『自然の秀麗』

が、10月20日からキャンパ
ス内売店、月桂冠大倉記念
館などで販売されている。
　この水は、京都伏見の地
下水で、長年にわたり月桂冠
が日本酒の仕込水として使
用してきた水である。
　京都の地下には、「京都
水盆」といわれる多量の地下
水が存在しており、楠見晴重
学長を中心とする環境都市

　関西大学は、各学部・大学院研究科のアドミッションポリシー（入
学者受入れの方針）、カリキュラムポリシー（教育課程編成・実
施の方針）、ディプロマポリシー（学位授与の方針）を公表した。
　教育情報を公表することは、社会に対する説明責任を果たすと
ともに、その教育の質を向上させる観点から、公的な教育機関で
ある大学が果たすべき使命である。
　これからも教育情報の公表を積極的に進めていく。詳細は、
以下のウェブサイトを確認のこと。
http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/educational_policy.html

関西大学×月桂冠共同企画
ミネラルウォーター『自然の秀麗』を発売

アドミッションポリシー（入学者受入れの方針）、
カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針）、
ディプロマポリシー（学位授与の方針）を公表

工学部地盤環境工学研究室が20年以上
にわたり正確な地形・地質や水量の把握
に努めるなど、研究を積み重ねてきた。
　昨年12月2日に本学と、月桂冠が加盟
する伏見酒造組合は、地下水の適正利
用と環境保全について共同研究すること
などについて連携協定を締結したことから、
このたびの共同企画となった。
　なお、『自然の秀麗』という名前は、本
学の学歌の冒頭に詠われるフレーズから引
用されたものである。

　日本唯一の「地域発ドキュメンタリー」
の祭典である「地方の時代」映像祭（主催：
日本放送協会、財団法人日本民間放送連
盟、関西大学、吹田市）が、今年度も11月
20日（土）～ 26日（金）の日程で本学千
里山キャンパスにて開催される。
　期間中、映像作品の上映と時代を語り
合うシンポジウムやワークショップが開
催されるため、多くの参加を期待する。

第30回「地方の時代」映像祭2010を開催

　千里山キャンパスでは、体育会をはじ
め関大生同士のつながりを深め、学生交
流を促進することを目的にスポーツ週間
を設定し、各種大会を開催する。なかで
もフットサル大会では、地域の方にも参
加してもらい、体育会から多くのプロス
ポーツ選手が誕生していることや、本学
のスポーツに対する情熱を多くの人に

平成 22年度KAISERS杯争奪戦　スポーツ週間を開催

知ってもらう機会とするため、学園祭期
間中の11月4日（木）に開催する。参加申
込など、詳細についてはスポーツ振興グ
ループ（電話：06-6368-0254）までお問
い合わせのこと。
　スポーツの秋、みんなでスポーツ週間
を盛り上げよう！

期間中のイベントなど詳細は、以下の
ウェブサイトを確認のこと。
http://www.regionalism.jp/
　11月20日（土）に行う贈賞式の模様は、
携帯電話のワンセグ機能を使い、千里山
キャンパス内のみで映像の受信ができる
「エリアワンセグ」にて随時放送する予定
にしている。芸術の秋、多くの上映作品
に触れてみてください。

【フ ッ ト サ ル 大 会】11月4日（木）於：千里山キャンパス北広場
【ソフトボール大会】11月8日（月）～26日（金）於：千里山キャンパス北広場
【バスケットボール大会】11月10日（水）～20日（土）：千里山キャンパス東体育館

博物館実習展を開催
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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。

　関西大学博物館では、博物館学課程の集大成である博物館
実習展を11月14日（日）から11月19日（金）まで、博物館第２
展示室で開催する。開館時間は10時から16時。
　５班に分かれた70名の実習生は、それぞれが設定したテー
マに沿って、資料の収集・借用から展示まですべての作業を
協力して行う。課程で学んだ知識を駆使して作り上げた展示
会をぜひご覧いただきたい。
　各テーマは以下のとおり。「粟おこし～なにわ菓子物語～」
「化粧から化SHOWへ」「たばこ再考」「上方浮世絵～Osaka 
Prints～」「ひなまつり～変わらぬ願い～」　　

　社会学部3年次生の北川紘佑さんが代表を務めるダブ
ルダッチサークル「関西大学Mix Package」から出場した
チーム”777（フィーバー）”が9月20日に開催された”Double 
Dutch Delight West 2010”で優勝した。この結果、関西大学
Mix Packageは10月17日に開催された全国大会” Double 
Dutch Delight JAPAN 2010”に出場した。
　ダブルダッチは、二本の縄を使って向かい合った2人のター
ナー（回し手）が、右手のロープと左手のロープを半周ずらせ
て内側に回す中を、ジャンパー（跳び手）が色 な々技を交えて
跳ぶというスポーツで、世界大会も毎年開催されている。
　チーム”777（フィーバー）”の北川さんと竹内悠さん（社会学
部3年次生）、宮野友里さん（文学部3年次生）は、「大学で
何かを成し遂げたいと思い、やり始めたダブルダッチが大好きに
なり、ここまで続けられた。
何度も何度も練習を繰り返
し、全員でパフォーマンスを
考え取り組んできた結果が
優勝につながって本当に嬉
しい。ダブルダッチを多くの
人に知ってもらいたい」と優
勝の喜びを語ってくれた。

Double Dutch（ダブルダッチ）の関西大会「Double 
Dutch Delight West 2010」で関西大学チームが優勝

関西大会の模様

（博物館事務室）

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先
1日㈪ 総合情報学部講演会 学生・教職員・一般 総合情報学部オフィス

2日㈫
関西大学おおさか文化セミナー（後期）※11月23日を除く毎週火曜日の全5回 学生・教職員・一般 社会連携部地域連携センター 
先端科学技術推進機構　学術フロンティア講演会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
関西大学トップマネジメントフォーラム（東京センター） 学生・教職員・一般 東京センター

3日（水・祝） 地域交流ワークショップ　「丹波の宿場町で過ごす－丹波八宿祭り―」 学生・教職員・一般 関西大学TAFS佐治＆千里山スタジオ

4日㈭ 大学創立記念日 ー ー
統一学園祭（～ 7日） 学生・教職員・一般 学生センター学生生活支援グループ

5日㈮ 先端科学技術推進機構　合同研究部門別発表会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
9日㈫ 早稲田大学・関西大学　第1回理工学研究交流セミナー（東京センター） 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構

11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188回産業セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室
寄附講座「渋沢栄一記念財団（日中関係と東アジア）」（毎週木曜日開催） 学生・教職員・一般 G-COE拠点事務室

12日㈮ 関西大学高槻ミューズキャンパス　公開講座「高槻市と安全」 学生・教職員・一般 高槻ミューズキャンパス　

13日㈯
文化交渉学教育研究拠点（ICIS）　日本道教学会　第61回大会　国際シンポジウム 学生・教職員・一般 G-COE拠点事務室
竹中平蔵客員教授講演会 学生・教職員・一般 専門職大学院事務グループ
文化財保存修復研究拠点　国際研究集会 学生・教職員・一般 文化財保存修復研究拠点

14日㈰ 大学トップマネジメントフォーラム2010（東京） 学生・教職員・一般 朝日新聞東京本社広告局「大学トップ
マネジメントフォーラム」事務局

15日㈪ 先端科学技術推進機構　学術フロンティア講演会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構

11/1-15

（学生センター、体育会本部、ピア・スポーツコミュニティ）


