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　キャンパスを彩る満開の桜並木
（千里山キャンパス）

■新任教職員紹介 ■新入生のみなさん　関西大学を使いこなそう！

■地震に関する関西大学の対応について■新入生歓迎特別行事を開催

■入学おめでとう！

新入生に贈る学長からのメッセージ



KANSAI  Univ. News｜ 0302｜ KANSAI  Univ. News

自ら考え積極的に行動する人材へ
　はじめに、3月11日に発生した
東日本大震災で被災された多くの
方々に、心からお悔やみとお見舞い
を申し上げます。余震や原発事故に
ついても予断を許しませんが、一刻
も早く、被災者の皆様に平穏な日が
訪れることをお祈り申し上げます。

　創立125年を迎える歴史と伝統
ある関西大学に、希望に胸を膨らま
せて入学されるみなさんを心から歓
迎いたします。本学で多くの知識を
習得し、多くの人と出会い、そして
自身の人生の土台を築き上げる学生
生活を送ることを期待しています。

を行います。まずは、高等学校時代ま
での「受け身」の学びから、自ら進み、
解決していく積極的な学びのスタイ
ルにいち早く転換してください。
　みなさんの人生を豊かにするた
めにも、これからいくつも訪れる
であろうさまざまな困難に立ち向
かっていくためにも、本当の意味で
の学びが大切になります。思い切っ
て「考動」できる機会を逃すことな
く、大学生活を通じ、何でも好奇心
を持って、積極的にチャレンジする
姿勢を大切にしてください。

　1886年（明治19年）に創立さ
れた関西初の法律学校「関西法律学
校」を前身とする本学には、脈々と
受け継がれる「建学の精神」があり
ます。建学の精神は「正義を権力よ
り護

まも

れ」です。みなさんには、学問
の自由が保障されています。しか
し、身勝手な行動は正義と相容れる
ものではありません。また、大学で
は自由な時間が今まで以上に生ま
れることになるでしょうが、自由の
意味をはき違えることなく、自分が
何をしなければならないのか、しっ
かり考え行動するようにしてくだ
さい。

　みなさんが充実した大
学生活を送るためには、
しっかりとした将来設計
が必要となります。大学
内で計画的に学習を進め
るだけでなく、グローバ
ル化が進む今日の国際社
会を視野に入れ、在学中
に一度は海外へ飛び出す
計画をしてください。本学には、協
定大学や認定留学など、海外へ飛び
出すみなさんをサポートする制度
が整っています。ぜひ、文化が異な
る人々と出会い、コミュニケーショ
ンを持つ機会を作ってください。
　また大学生活において、読書は必
須です。良書との出会いは人との出
会いに似ています。読書を習慣づけ
て豊かな教養を幅広く学ぶとともに、
多くの本に魂を揺り動かされるよう
な心の感動を体験してください。
　大学での学びは、未知の課題を解
決する知力と挑戦する勇気を身に
つけることにもつながります。自ら
の頭でよく考え、自律的かつ積極的
に行動する「考動」力を養ってくだ
さい。本学は１年次からスタディス
キルゼミという、ゼミナール方式の
全学共通科目を設置しています。ス
タディスキルゼミは課題を学生が
自分で調べて、プレゼンテーション

学長

入学
おめでとう

「これからの出会いをいつまでも大切に」
関西大学で新しいスタートを迎えるみな
さんへ、学長からメッセージを贈ります。



千里山東体育館

ITセンター

国際部（3F）

広報課（1F）
キャリアセンター（3F）
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総合図書館 保健管理センター（4F）

関西大学を使いこなそう！
新入生のみなさん 高槻キャンパス

堺キャンパス

高槻ミューズキャンパス

千里山キャンパス

第1学舎：法学部、文学部、政策創造学部、外国語学部
第2学舎：経済学部、商学部
第3学舎：社会学部
第4学舎：システム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部

総合情報学部

人間健康学部

社会安全学部

高槻キャンパス

堺キャンパス

高槻ミューズキャンパス

千里山キャンパス

主なサービス
◦�200万冊を超える図書や雑誌の閲覧、
貸出、複写

◦各種データベースや電子ジャーナルの利用
◦�閲覧室の利用・他キャンパスの資料の
取り寄せ

日本で有数の規模を誇る大学図書館です。
ここを利用できるのは関大生の特権！
新入生指導行事の図書館利用案内を受講
して、どんどん活用しよう。

※�各施設の利用などに関する詳細は、入学時に配付された
『HAND�BOOK大学要覧2011』や入学式で配付される
各種案内で必ず確認してください。

主なサービス
◦�課外活動（クラブ・サークル）に
ついての各種相談
◦�ボランティア活動についての各種
相談
◦�学生生活、アルバイト、奨学金等
についての各種相談

大学での学生生活全般の相談窓口
（授業など正課に関することを除く）
です。入学式終了後に行われる新入
生啓発行事にぜひ参加しよう。

主なサービス
◦定期健康診断
　（法令により受診が義務付けられています。必ず受診してください）
◦診療
　（ケガ、病気をしたときは、健康保険証を持参して受診してください）
◦健康診断証明書の発行

医師や看護師が常駐しています。急な病気やケガの際などは、その時保険証を
持ってなくても、後日、持参すれば大丈夫です。早めの治療が大事なので、遠慮
しないで受診しよう。

主なサービス
◦パソコンでのホームページ閲覧、
　電子メール利用、レポート作成など
◦作成したレポートなどの印刷
◦パソコン活用講習会
◦KU-WiFi（無線LAN）の利用

　入学時に配布する「ITセンター活用ガイドブッ
ク」を確認したり、4月6日（水）～28日（木）
の昼休みに開催する新入生向けガイダンスを受
講して、ITセンターをどんどん活用しよう。困っ
たことがあったら利用相談員に質問しよう。

学生センター（1F）

ITセンター

POINT！

POINT！

POINT！ POINT！

！！ 第3学舎第1学舎1号館
1階　千里ホール

★奨学金について
関西大学には、多
種多様で充実した
奨学金制度をもう
けています。（入学
手続案内書にある
『奨学金の案内』を
参照）希望者は学
生センター奨学支
援グループにお問
い合わせください。

主なサービス
◦�社会安全学部、社会安全研究科での履修
相談や高槻ミューズキャンパスでの学生
生活、課外活動、奨学金などに関する全般
業務
　（証明書自動発行機も利用できます）

高槻ミューズオフィス（西館2F）

4月2日（土）～4日（月）に開催される
新入生指導行事に参加しよう！

主なサービス
◦履修相談
◦定期試験に関する問い合わせ
◦教職課程履修に関する相談
◦学生証の再発行、証明書の発行
　（証明書自動発行機も利用できます）

大学での履修登録は高等学校までの履修方
法とは大きく異なります。
4月2日（土）から開催される履修相談など
で、何かわからないことがあれば、教務セ
ンターに問い合わせて疑問を解消しよう。

教務センター（1F）

POINT！

！ 第1学舎2号館
1階　B102教室

！

！

第1学舎5号館
5階　E501教室
4階　E401教室

千里山中央体育館

！ 第2学舎4号館1階
BIGホール100

！ A棟前（特設ステージ）

！ 西館4階・5階
ミューズホール

！ B棟3階
SB301教室
SB302教室

主なサービス
◦�人間健康学部での履修相談や堺キャンパ
スでの学生生活、課外活動、奨学金などに
関する全般業務
　（証明書自動発行機も利用できます）

教務・学生オフィス（1F）

4月2日（土）～4日（月）に開催される
新入生指導行事に参加しよう！必携

主なサービス
◦履修相談
◦定期試験に関する問い合わせ
◦教職課程履修に関する相談
◦学生証の再発行、証明書の発行
　（証明書自動発行機も利用できます）

総合情報学部オフィス（1F）

主なサービス
◦�高槻キャンパスでの学生生活、課外活動
に関する問い合わせ
◦�奨学金手続き
◦�各種施設利用申請受付

高槻キャンパスオフィス（1F）

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
　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、さまざまなサービスを行っています。
　高等学校までとは違った大学生活のなかで、困ったことやわから
ないことがあれば、何でも相談してください。
　ここでは、4月1日（金）～4日（月）に行われる新入生歓迎特別
行事（8ページに掲載）が開催される場所や主なサービス内容を掲
載しています。関西大学のさまざまなサービスを利用して、すばら
しい大学生活を過ごしてください！
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新任教員紹介

助教　金　玲
（専門：商法〈保険法・海商法〉）

教授　日高 水穂
（専門：現代日本語学、方言学、社会言語学）

准教授　ラファエル・ロンベール
（専門：アメリカ文学〈黒人文学〉、映画研究）

法学部 文学部

准教授　溝井 裕一
（専門：ヨーロッパ民間伝承、西洋文化史）

教授　宇都宮 浄人
（専門：経済統計学）

経済学部

准教授　稲葉　大
（専門：マクロ経済学）

准教授　小林　創
（専門：組織の経済学、ゲーム理論）

助教　大木 清弘
（専門：国際経営論）

准教授　西村 雄志
（専門：近代アジア経済史）

助教　岩﨑 拓也
（専門：会計学）

助教　岡　照二
（専門：コスト・マネジメント）

商学部 社会学部経済学部

准教授　劉　雪雁
（専門：国際メディア論）

准教授　杉浦　勉
（専門：財政学、英国財政論）

准教授　アンドリュー・ジョン・バーク
（専門：社会言語学・語用論）

助教　福島 宏器
（専門：生理心理学、認知神経科学）

准教授　西澤 希久男
（専門：タイ法）

政策創造学部 外国語学部社会学部

教授　小田 伸午
（専門：健康・スポーツ科学）

教授　黒田 研二
（専門：高齢者福祉論、医学、公衆衛生学）

准教授　小嶋 美由紀
（専門：中国語学、日中対照言語学）

人間健康学部

教授　弘原海　剛
（専門：運動生理学、運動処方）

教授　涌井 忠昭
（専門：健康・スポーツ科学）

教授　中河 伸俊
（専門：社会学）

総合情報学部外国語学部

准教授　小尻 智子
（専門：教育システム情報工学）

教授　山本　靖
（専門：核融合、エネルギー工学）

助教　金子 信也
（専門：労働衛生、メンタルヘルス）

准教授　鈴木　哲
（専門：人間工学、ヒューマンインター

フェース、生体医工学）

教授　宇津野 秀夫
（専門：機械力学）

准教授　元吉 忠寛
（専門：社会心理学、防災心理学、教育心理学）

社会安全学部 システム理工学部

准教授　荻野 正樹
（専門：認知ロボティクス）

准教授　米澤 朋子
（専門：コミュニケーションメディア科学）

総合情報学部

准教授　林　能成
（専門：地震学、地震災害）

准教授　永田 尚三
（専門：行政学、地方自治、公共政策）

教授　西村　弘
（専門：交通論）

教授　廣瀬 幸雄
（専門：社会心理学、環境心理学）

社会安全学部

助教　荒井 義和
（専門：計測工学）

教授　木村 俊一
（専門：オペレーションズ・リサーチ）

教授　小林　晃
（専門：建設施工）

助教　高橋 可昌
（専門：材料力学）

システム理工学部

助教　豊田 政弘
（専門：建築環境工学、音環境分野）

助教　荒木 貞夫
（専門：化学工学）

環境都市工学部

准教授　大西　靖
（専門：管理会計、原価計算）

准教授　香川　香
（専門：臨床心理学）

教授　阿津川令子
（専門：臨床心理学）

准教授　葛谷 明紀
（専門：生物有機化学、生体材料化学）

助教　森重 大樹
（専門：金属材料学）

化学生命工学部 会計研究科 心理学研究科心理臨床学専攻

大学人事
4月1日付で次のとおり発令が
あった。
【役職者】
▼法学部
　教学主任
　　教　授 髙作　正博
　　　〃 小泉　良幸

▼政策創造学部
　副学部長
　　教　授 岡本　哲和
　教学主任
　　准教授 内藤　友紀
　学生主任
　　准教授 西澤希久男

▼大学院
　▽東アジア文化研究科
　研究科長　　
　　文学部教授 吾妻　重二
　副研究科長　　
　　文学部教授 藤田　髙夫
　教学委員　　
　　文学部教授 二階堂善弘
　国際委員　　
　　外国語学部教授 内田　慶市
　奨学金委員　　
　　文学部教授 中谷　伸生

　▽ガバナンス研究科
　研究科長
　　政策創造学部教授　　

奥　　和義
（政策創造学部長との兼任）

新任職員紹介
広報課 保呂　篤志
人事課 岡田　翔太
財務課 小山　秀和
出納課 藤原はるか
管財局 矢ヶ﨑祥子
初等中等教育課 鈴木　孝祐
初等中等教育事務局 
（初等部･中等部･高等部グループ）

中西　一真
学長課 石田　恵理
研究支援課 柴崎　諒介
学長室（国際担当） 大塚　由貴
学事局 宇佐美冴子
　　〃 齋藤真由紀
　　〃 丹　菜都美
　　〃 徳永　祥子
　　〃 平田　　陽
高槻事務局 今井七菜子
　　〃 中川　靖崇
入試事務局 中井　次郎
学生サービス事務局 浦谷小百合
　　〃 内藤　啓子
　　〃 房本　浩希
キャリアセンター事務局 小西香菜子
　　〃 吉田　達哉
図書館事務室 嶋田有理香

　▽心理学研究科心理臨床学専攻
　専攻長　　
　　教　授 寺嶋　繁典
　副専攻長　　
　　教　授 池見　　陽
　教学委員　　
　　教　授 石田　陽彦
　入試委員　　
　　教　授 池見　　陽

▼東西学術研究所
　所長
　　文学部教授 松浦　　章

　　（再任）
▼先端科学技術推進機構
　機構長
　　化学生命工学部教授 石川　正司

　　（再任）

▼博物館
　館長
　　文学部教授 髙橋　隆博

　　（再任）
【昇任】
▼法学部
　教　授 飯島　　暢
　准教授 福島　　豪
▼文学部
　教　授 串崎　真志
　　〃 森部　　豊
▼経済学部
　教　授 古賀　款久
▼商学部
　准教授 岩本　明憲

▼社会学部
　教　授 池内　裕美
　　〃 富田　拓郎
　准教授 佐藤　　寛
　　〃 脇田　貴文
▼政策創造学部
　准教授 内藤　友紀
▼人間健康学部
　教　授 岡田　忠克
▼システム理工学部
　教　授 淺川　　誠
　　〃　　　 谷　　弘詞
　　〃　　　 大橋　俊介
▼環境都市工学部
　教　授 池永　直樹
　　〃　　　 林　　順一
　准教授　 中川　清晴
▼化学生命工学部
　教　授　　 岩﨑　泰彦
　　〃　　　 竹下　博之
▼大学院
　▽会計研究科
　　教　授　　 加藤　久明
　▽心理学研究科心理臨床学専攻
　　教　授　　 北村　由美
▼教育推進部
　　准教授　　 須長　一幸

【移籍（カッコ内は移籍前の研究科）】
▼社会学部
　　教　授 久本　博行
（心理学研究科心理臨床学専攻）

准教授　小笠原 盛浩
（専門：メディア・コミュニケーション論）

准教授　小川 一仁
（専門：実験経済学、進化経済学）
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法学部 総合情報学部社会学部

外国語学部

若手弁護士からみた現代社会の諸相
ーより有意義な大学生活のためにー
日時：４月４日（月）　13：00～ 14：30
場所：千里山キャンパス第１学舎１号館千里ホール
講師：大阪弁護士会登録
　　　大江橋法律事務所所属弁護士
　　　吉村 卓輝氏

経済学部
大学で何を学ぶべきか
ー社会が求める人材とはー
日時：4月2日（土）13：00～ 14：00
場所：千里山キャンパス第２学舎４号館 BIGホール100
講師：関西大学客員教授 
　　　株式会社PHP研究所　代表取締役常務
　　　永久 寿夫氏

サークル紹介
（新入生歓迎ステージ、ガイダンスブース、
キャンパスツアー）
日時：４月4日（月）9：45～17：00
場所：高槻キャンパス

システム理工学部/環境都市工学部/化学生命工学部
はやぶさ
－宇宙科学と技術への挑戦－
日時：４月１日（金）学部案内終了後
場所：千里山キャンパス中央体育館
講師：元宇宙航空研究開発研究所教授
　　   元はやぶさプロジェクトサイエンティスト
　　   関西大学非常勤講師　藤原 顕氏

人間健康学部
ユーモアと人生～笑って生き生き～
日時：4月1日（金）12：00～ 13：00
場所：千里山キャンパス第1学舎2号館Ｂ102教室
講師：日本笑い学会初代会長・関西大学名誉教授
　　　井上 宏氏

日時：4月1日（金）入学式終了後
場所：千里山キャンパス第3学舎
講師：社会学専攻：片桐 新自教授　A301教室
　　　心理学専攻：川崎 友嗣教授　A201教室
　　　マス・コミュニケーション学専攻：
　　　　　　市村 元本学客員教授　A101教室
　　　社会システムデザイン専攻：
　　　　　　　　　舟場 拓司教授　D302教室

スタディ・アブロード説明会：
留学へ向けて
日時：4月4日（月）10：30～ 12：00
場所：千里山キャンパス第1学舎5号館 Ｅ501教室
担当：菊地 敦子教授 （スタディ・アブロード委員長）、
　　   吉田 信介教授 （スタディ・アブロード支援センター長）

文学部
私が自分の仕事にたどりつくまで
日時：4月2日（土）10：30～ 12：00
場所：千里山キャンパス第1学舎1号館千里ホール
講師：紀行エッセイスト　宮田 珠己氏

政策創造学部
キャリアをデザインしよう！
日時：4月4日（月）13：00～14：00
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
自分で動く、人に出会う、
自ら表現する
日時：4月1日（金）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：「こころの定年」評論家
　　　楠木 新氏

社会安全学部
日本の進むべき道
～阪神・淡路大震災に学ぶ～
日時：4月2日（土）13：00～ 14：30
場所：高槻ミューズキャンパス西館  ミューズホール
講師：公益財団法人ひょうご震災記念21世紀
　　　研究機構理事長、前兵庫県知事
　　　貝原 俊民氏　　　

　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

平成 23年度関西大学・大学院学年暦（専門職大学院をのぞく）
今年度の学年暦は以下のとおりですので、新入生歓迎行事への参加をはじめ、計画的に授業計画を立ててください。
詳細については、インフォメーションシステムで確認をしてください。

　『関西大学通信』は、在学生のみなさんに関西大
学に関するさまざまなニュースや行事などをお知
らせする広報誌として、毎月2回（8月、9月1日、1月
1日をのぞく）1日と15日に発行し、キャンパス内の
専用ラックで配付しています。専用ラックは、各学
舎授業ステーション付近や図書館などに備え付けら
れていますので、ぜひ手にとって読んでください。
　誌面の中には、在学生が学生広報スタッフとし
て企画した記事もあります。学生広報スタッフ活
動に興味のある人は、インフォメーションシステム
「お知らせ」に掲載のスタッフ募集告知を確認して
ください。

　このたびの東北地方を中心とした
地震により被災されたみなさまに、
心よりお見舞い申し上げます。関西
大学では、このたびの地震に関する
さまざまな対応や注意喚起などにつ
いて、本学ウェブサイト特設ページ
において時系列でまとめています。
　詳細については、以下のURLを参
照してください。
ht tp : / /www.kansa i -u .ac . jp /
global/guide/eq.html 

　3月19日、ボラン
ティアセンター学生
スタッフおよび関西
大学ピア・サポータ
が中心となり、千里
山キャンパスで行わ
れた卒業式で東北地
方太平洋沖地震被
災者支援についての募金活動を実施しました。
　当日の募金報告や、今後の募金活動の詳細などについ
ては、ボランティアセンターのウェブサイト（ http://www.
kansai-u.ac.jp/volunteer/index.html）を確認してください。

4月
 1 日（金） 学年始、春学期開始　 
 学部入学式
 〔オリエンテーション（～ 4日）〕
 2 日（土） 大学院入学式
 〔オリエンテーション（～ 4日）〕
 5 日（火） 春学期授業開始　　
6月

 5 日（日） 大学昇格記念日
7月

 9 日（土） 月曜日の授業日
19日（火） 修士論文（9月期修了）提出締切
23日（土） 春学期授業終了
25日（月）～8月2日（火）　春学期試験期間［学部］

7月
25日（月） 集中講義・補講期間［大学院］
 （～ 8月3日）
 定期試験に代わる論文試験受付［学部］
 （7月下旬）
9月

20日（火） 秋学期授業開始
11月
3日（木・祝）～6日（日）　学園祭期間［学部］（予定）
4日（金） 大学創立記念日（休業日）
12月
20日（火） 金曜日の授業日
27日（火） 冬季休業（～ 1月4日）

『関西大学通信』について 地震に関する関西大学の
対応について

ボランティアセンター学生スタッフが募金活動を実施

1月
 5 日（木） 授業再開
12日（木） 月曜日の授業日
21日（土） 秋学期授業終了
23日（月）～ 31日（火）　秋学期試験［学部］
23日（月） 集中講義・補講期間［大学院］
 （～ 1月28日）
31日（火）  秋学期試験［大学院］
 定期試験に代わる論文試験受付（1月下旬）
3月
在学生成績発表《未定》 在学生履修届受付《未定》 
21日（水） 春季休業［学部］（～ 3月31日）
24日（土） 春季休業［大学院］（～ 3月31日）
31日（土） 学年終･秋学期終了

※�行事開催場所は4〜5ページにあるキャ
ンパスMAPの　　マークをCHECK!!！

当日の募金活動の様子




