
第35回総合関関戦を
観戦しよう！

「建築環境工学第1研究室（熱ゼミ）」 
環境都市工学部 建築学科

宮﨑ひろ志 専任講師 関大人が思う「理想のリーダー」とは?

絶対に負けられない戦いがここにもある！
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絶対に負けられない戦いがここにもある！今年のテー マは「邁進」

関西の学生スポーツを牽引する関西大学と関西学院大学が、
良きライバルとしてさまざまな競技で熱戦を繰り広げる総合関関戦。
通算成績16勝17敗で今年の大会を迎える関大としては、
是が非でも総合優勝を勝ち取りたいところ。
そこで大会にかける意気込みを各クラブの主将に語っていただきました。
両校の意地とプライドが激しくぶつかり合う熱き戦い、
皆さんも会場に足を運んで、選手たちを応援しましょう！

時　間
12:10～12:45
7：30～13：00
14：00～17：00
14：30～17：30

＊バスケットボール：女子（14:30～）、男子（16:00～）

＊ラクロス：女子（11:30～）、男子（14:30～）

＊ハンドボール：女子（11:30～）、男子（13:00～）

5月24日現在

種　目 場　所

時　間 種　目 場　所

6月14日（木）／会場：関西大学千里山キャンパス他

第35回総合関関戦

6月15日（金）／会場：関西大学千里山キャンパス他

時　間 種　目 場　所

6月16日（土）／会場：関西大学千里山キャンパス他

日　程 種　目 結　果／場　所

開会式
ゴルフ
サッカー

バスケットボール

中央グラウンド
有馬ロイヤルゴルフクラブ

中央グラウンド
中央体育館メインアリーナ

10：00～15：00
10：15～12：00
10：30～14：00
11：00～14：00
11：30～16：00
13：00～17：00
17：10～19：30

フェンシング
少林寺拳法（演武）
バドミントン

バレーボール男子
ラクロス
硬式野球

アイスホッケー

東体育館第3体育室
東体育館第2体育室

中央体育館メインアリーナ
東体育館第1体育室
中央グラウンド

高槻キャンパス第3グラウンド
高槻キャンパスアイスアリーナ

午前中
9：00～16：30
10：00～12：00
10：00～12：00
10：00～13：00
10：00～13：00
10：00～15：00
10：00～15：00
10：00～16：30
11：00～16：00
11：30～14：10
13：00～15：00
13：00～15：00
13：00～15：00
13：30～14：00
14：00～15：00
14：00～16：00
14：30～16：50
17：00～17：30

健康マラソン（イベント）
テニス

合気道（演武）
漕艇

準硬式野球
卓球

アーチェリー
ソフトテニス
器械体操
重量挙

ハンドボール
相撲
拳法

レスリング
古武道（演武）
空手道
ラグビー
剣道
閉会式

千里山キャンパス内(中央グラウンドスタート）
第4学舎3号館空中テニスコート

東体育館第2体育室
神崎川

北グラウンド
中央体育館サブアリーナB
養心館アーチェリー場
ソフトテニスコート
天六キャンパス体育館
凱風館重量挙場

中央体育館メインアリーナ
新凱風館相撲場
東体育館第2体育室
東体育館第3体育室

中央体育館サブアリーナB
凱風館3階道場
中央グラウンド

中央体育館サブアリーナB
中央グラウンド

3月2日～7日
3月20日～22日
4月8日
4月21日
4月29日
5月2日
5月6日
5月26日
5月27日

6月2日～6月3日

6月2日～3日
6月3日
6月10日

スキー競技
航空

ボクシング
アイススケート
水上競技
馬術
自動車

アメリカンフットボール
陸上競技

弓道

ヨット
射撃

陸上ホッケー

×
×
○
×
×
○
×

神戸市立王子スタジアム
服部緑地陸上競技場

1日目：関西大学弓道場
2日目：関西学院大学弓道場

新西宮ヨットハーバー
関西大学養心館射撃場
関西大学北広場

前哨戦

総合関関戦ってどん
な大会なの？

関西大学と関西学院
大学が学生スポーツ

の振興と両校の親睦
を深

めることを目的に、1
978年にスタートし

た総合関関戦。大学
の対抗

戦はいろいろとあり
ますが、クラブ単位

の定期戦ではなく、
同じ会

場・期間であらゆる競
技が一斉に行われる

大会は全国的にも数
が少

ないようです。大会で
は、サッカー、野球、体

操、馬術、陸上競技、
弓道

など、さまざまな競技
で対戦が行われ、勝

利数の多かった大学
がそ

の年の総合優勝校と
なります。第1回大会

は15勝8敗3分と関
西大

学が勝利。現在の通
算成績は関

西大学の16勝17敗
と非常に拮抗

していて、両校はまさ
に“良きライ

バル”となっていま
す。大会は毎

年どちらかの大学を
会場として交

互に行われ、今年は関
西大学の主

催となっています。

第35回

三瀬 亮太郎 主将（文4）

関大スポーツ編集局　木下 優新 編集長（社3）

関学はＡリーグの格上のチーム
なので、関大はチャレンジャーと
して挑み、勝利したいです！

総合成績で1つ負け越しているので、今年は全て
の競技が「絶対に負けられない戦い」。注目はアイ
スホッケー部。関西では敵なしのアイスホッケー部
も関関戦はいつも接戦になるので、今年も熱戦が
期待できますよ。去年、8年ぶりに勝利したラグ
ビー部にも頑張ってほしいですね。競技以外にも
イベントやグッズの販売などもあるので、皆さん
ぜひ応援に駆けつけて1日楽しんでください。

篠原 優平 主将（文4）
毎年関学に圧勝しているので、
今年も圧勝して勝ちます！

松村 紀歩 主将（商4）
応援してくれる皆さんに感動を
与えられる試合にします。皆さ
ん応援よろしくお願いします！

関関戦は勝ったり負けたりが
続いているので、今年こそ、
全員野球で勝利します！

北野 愛 主将（社4）
ここ数年負けているので、今年
こそホームで関学を倒します！

稲森 睦 主将（政策4）
去年負けているので今年こそ絶対に
勝って、皆さんの期待に応えられる
ように頑張ります！

吉川 侑輝 主将（経4）

17年間連続で勝っているので、
この伝統を途切れさせないよう
必ず勝ちます！

藤平 卓也 主将（経4）

全日優勝を目指している関大拳法部が、ここで関学に
負けるわけにいかないので、絶対に勝ちます！

松原 秀人 主将（環都4）

創部以来一度も勝ったことがないので、
男女とも一致団結し、勝利をつかみます！

山﨑 明菜 主将（文4）

ラグビー部

アイスホッケー部

ハンドボール部女子バスケットボール部女子

サッカー部

野球部

射撃部

拳法部

テニス部女子

射撃「銃」 拳法「面」

この銃は高校時代に先輩から譲っても
らった10年くらい前の銃です。最新型も
使ってみたのですが、私にはこの古い銃
のリロード（装塡）のほうが合うので、今
もこれを愛用しています。

鉄でできていて重いのですが、投げや組
み打ちなどで床に接触して面が歪んで
抜けなくなるほどの衝撃を受けるので、
丈夫でなければいけません。
面の中は自分の顔
に合わせて、ミシ
ンで加工したタ
オルを入れて
います。

重量挙「バーベル」
向井 孝暢 主務（政策4） 篠原 優平 主将（文4） 横道 泰平 主務（シス理4） 稲森 睦 主将（政策4）

松原 秀人 主将（環都4）藤平 卓也 主将（経4） 高山 恵郷 主務（経4） 三宅 陽 主将（法3） 高木 翔野さん（情3）

小林 彩乃 主務（文3） 岡 誠さん（シス理2）

灘 政伸 主務（法4） 神野 幸造 主将（社4）

シャフト（棒）自体にも重さがあり、男子
20kｇ、女子15kgと決まっています。盤
（ディスク）にも色々と種類があり、重い
ほうから赤、青、黄色、緑と国際ルールで
決められていて、大きいディスクも小さ
いディスクでも色の順番は同じです。

剣道「竹刀」

竹刀には胴張と直刀があります。胴張は
バランスが良く直刀は先が細いです。自
分の好みで選ぶのですが、私は剣道の１
本に必要な「姿勢」「打突」「気勢」の気勢
に必要な、音が響きやすい直刀を使って
います。

実業団の選手をしている先輩が
いて、その方からシーズン前の
サンプルのスティックを頂くこ
とが多いです。自分で下の曲
がり（カーブ）や堅さも決
められるので、それが私
のこだわりです。

弓道「矢」

甲矢（はや）と乙矢（おとや）の
2本を2組、計4本で試合に臨
みます。甲矢と乙矢の違いは
羽のつき方で、羽のきれい
な表面が見える甲矢を先
にひくのは、上座に座って
いる方に対しての敬意を
表しています。

もう関大を卒業さ
れた2つ年上の尊
敬する先輩から譲り
うけたものです。ここ
ぞという、団体戦の一
番重要な試合、例えば
リーグ戦やもちろん
関関戦の時などに着
ています。

アメリカンフットボール「スパイク」

今年のシーズンのために、アメリカから
取り寄せました。今年こそ学
生日本一になってライスボ
ウルで勝つ！という目
標のため、黄金で
あるゴールドの
色を選び願を
かけました。

サッカー「スパイク」

私がこのスパイク
を使っているの
は「軽さ」と「かか
との部分がしっ
かりしている」か
らです。軽ければ
軽いほど走りやすいですし、かかとがしっ
かりしているとプレー中に踏ん張りがき
きます。

選手のこだわりと
熱い思いが詰まった
用具をご紹介

卓球「ラケット」

ラケットとラバーは何十
種類もあり、私は7枚合
板のラケットに特厚の
ラバーを使っていま
す。ラバーを切って専
用のノリを使ってムラにならないように
張るのですが、コントロールを重視する
人、威力を重視する人など厚さは各自こ
だわります。

フェンシング「剣」

鉄製で持ち手の部分は自分で曲げて角
度を調節します。フルーレの剣は先がボ
タンになっていて、突いたら反応するよう
になっています。ボタンの部分以外が反
応しないように、先に専用のテープを巻
いて断線しています。

陸上競技（投てき）「ハンマー」

ボウリングの一番重い球16ポンド
（7.26kg）と同じ重さで、昔は本当の
かなづち（ハンマー）を投げていまし
た。発祥地のアイルランドでは今もか
なづちを投げるお祭りがあります。
改良が加えられ飛距離が50ｍ
から70～80mくらいに
飛躍的に伸びました。

アーチェリー「弓」

ひくには20kgの力が
必要で、鉄板を貫通す
る威力があります。
競技自体は90m、
70m、50m、30m
（男子）ですが、飛距離
は200mあります。素材はアルミニウム、
マグネシウム、カーボンとあり、私はアル
ミニウム製の弓を使っています。

アイスホッケー「スティック」 バドミントン「ユニフォーム」

関スポ編集長に聞く「関関戦ココが見どころ！」

応援団　花岡 達也 団長（法4）

どんな競技でも、「私たちは
関大生」という誇りを持って
試合を観戦していれば、試合
をしている選手たちと自然と
気持ちが1つになって、熱い
応援ができると思います。み
んなで一緒に勝利の学歌を
歌いましょう！

団長が教える観戦のワンポイント
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関大人が思う「理想のリーダー」とは？
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リーダーシップ研究では、リーダーシップ行動特性として、課題に関連した行動と人間
関係に関連した行動という二次元の特性が指摘されています。そのように考えると、
ポジティブな言動から導かれた特性は、両次元に集約されていると言えるでしょう。
ただし、今回のポジティブな言動の結果では、課題に関連した行動よりも人間関係に
関連した行動の方がより多く指摘されているのが特徴的です。特に人間関係に関連

した行動の背景に見受けられるのは、相手を支援したり、バックアップしたりする、引っ
張っていくというよりも、後押しする言動が見られます。このようなタイプのリーダー
シップは、「サーバント・リーダーシップ」と呼ばれており、現在注目されています。
一方、ネガティブコメントをみていくと、自己中心的、利己的な言動が目立ちます。まさ
に、「サーバント・リーダーシップ」と真逆の特徴が導かれました。当たり前の話ですが、
組織やチームで、自分中心で物事を考えたり、自己中心的な考え方や行動をしたりす
ると、みんなからそっぽを向かれてしまうということです。でも、その本人は意外に分
かっていない場合もあります。

OPINION  OF  PROFESSOR

商学部　小野善生准教授 次号のテーマは…　「関大生のショッピング事情」
近年盛んに行われている梅田周辺の再開発。7月号では、その再開発が大阪のまちの活性化につながっている
のかどうか、関大生のショッピング事情から考えていきたいと思います。

理想の上司のキーワード

●早くて丁寧な対処をした。
●難しい作業を目の前で
　実践して見せてくれた。
●間違ったり、自分でも気付かない悪癖に
ついて何がどう駄目なのかなどを教えて
くれたこと。

●仕事を任せてくれ、
　最後まで気に掛けてくれていた。
●「ミスしたらフォローするから
　自分のペースでやってこい」
●「責任は私が取るから
　好きなようにやりなさい」

グッドアドバイス 信頼

理想の先生のキーワード

●何かを達成したときの握手。
●「俺はおまえ達が社会に出たときを考えて
今、怒っているんだ」
●おまえならできると励ましの言葉をくれた
こと。鋭い視点だと褒めてくれたこと。

●学生と同じ目線で
　問題を解決しようとしてくれる。
●悩み事や人生相談を
　親身になって聞いてくれる。
●時間がなくても、真剣に相談に乗ってくれ
たり、分からないところを教えてくれたこと。

激励 相談相手

理想の先輩のキーワード

●「おまえがおると場が盛り上がるわ」
●積極的にグループの輪の中に
　入れてくれた。
●上手と褒めてくれたり、感性があると
言ってくれたこと。

●相手一人一人への
　コミュニケーションを大事にする。
●私のために資料を
　作ってくれたり集めてくれた。
●どんなメンバーとも
　仲良く朗らかに会話する。

気遣い コミュニケーション

嫌われる上司のキーワード

●質問に対して「好きにすれば」と
　冷たく言われた。
●「俺は関わってないから
　そっちはそっちでやってくれ」
●同じ仕事でも日によって
　指示や言ってることがころころ変わる。

●しっかり仕事を教えてくれなかった。
●失敗したときにアドバイスを
　くれるのではなく、怒られた。
●あいまいな指示を出し、
　責任だけは絶対に取らない。

無茶ブリ 無責任

嫌われる先生のキーワード

●「あの子よりおまえの方が悪い」
●常に人と比べた発言・ひいきをする。
●お気に入りの学生ばかりひいきする。

●教えてあげているという雰囲気を出す。
●「こんなんも分からんのか」
●「おまえには無理や。やめとけ」

エコひいき 上から目線

嫌われる先輩のキーワード

●イライラをぶつけてくる・八つ当たりを
する。
●理不尽に怒られる。
　必要以上のペナルティを科す。
●いきなりキレる、八つ当たり。

●嫌いな人がいたら
　飲み会などのイベントに誘わない。
●あだ名でからかわれる。
●あからさまに無視される。

キレる イジる

2012年はいろいろな国や地域でリーダーを選ぶ選挙が行われます。

そこで今回の誌上教室では理想のリーダー像について考えてみましょう。

まずは皆さんにとって身近なリーダーになる「上司」「先生」「先輩」の良い言動、悪い言動について

アンケートをとってみました。

【アンケート期間：4月13日～4月25日　対象：関大生、教職員　回答者数：84人】

みんなで一緒に考えよう。みんなで一緒に考えよう。 関大誌上教室関大誌上教室

同じクラブや
サークルのメンバーの
一員だという気持ちで接
する。そして、メンバーとし
て溶け込んでもらうため
の対話の機会を積極的
に持とうとする。

　感情的なコント
ロールを欠いていて、
冷静な判断に欠ける行
動。自分より弱い立場にあ
る他者を攻撃することで、
ストレスを解消する稚

拙な行動。

　

とにかく無理難題を押し
付けてくる。また、不都合な
ことがあったら、責任を取
らず、はしごを外す。

　
好き嫌いが垣間見える
言動。さらには、教師と生
徒という立場を過剰に意識

した言動。

仕事のやり方について、
的確にアドバイスしてくれ
る。また、実力や能力を信
頼して、思い切って仕事
を任せてくれる。

　

個人の成長を
言葉で後押しする。
そして、何かつまずいたこ
とがあれば、親身になって
サポートしてくれる。
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寺崎弘計さん

株式会社阪急阪神百貨店

兵庫県三田学園高等学校出身
2006年法学部卒業

チームワークを大切にして
魅力的な店舗づくりに取り組んでいます。
株式会社阪急阪神百貨店で働く寺崎さんは、入社以来、阪急うめだ本

店で婦人靴売り場やハンドバッグ・財布売り場で販売業務を担当。マ

ネージャー業務など、売り場を取り仕切る仕事を経験し、昨年からは支

店の店舗企画担当として店舗ポジション見直し業務を行っています。

「競合環境や人口動態が、時間の経過と共に変化していくなかで、

ターゲットの設定や展開する商品構成を見直し、今後もお客様から

選ばれる店舗へと進化させていくのが私の役割です」と語る寺崎さ

んは現在、5つの店舗を担当。各店長や売り場担当者とディスカッ

ションしながら、データや資料を基に店舗をより良くするための提案

をし、そこで得られた反応や現場の声も踏まえて魅力的な店舗づく

りに取り組んでいます。各店舗を多角的に見ることができる今の仕

事に大きなやりがいを感じているそうです。

体育会野球部出身の寺崎さん。部活動を通じて学んだ礼儀やチーム

ワーク、目標に向かって努力する姿勢は、社会に出てからも大いに役

立っていると言います。

「売り場のマネージャーを任されたときに、いかにスタッフの気持ち

を1つにまとめ、同じベクトルに向かわせるかという面で野球部時代

の経験が生かせたと思います。部活動に限らず、アルバイトや遊びな

ど、学生時代に経験したことが社会に出てから役に立つ場面は必ず

ありますから、皆さんもいろいろなことにチャレンジしてください」と

熱く語ってくれました。

ファッションビジネス専門紙「繊研新聞」は大切な情報源。毎日目を通し
て気になる記事はスクラップにして保存しています。

流通業界／企画

ある1日の
スケジュール
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山本衣純さん（M2生）

熱にまつわる研究で
より快適な室内環境をつくり出す。

都市環境から室内環境に至るまで、人間が快適に暮らせる空

間づくりをテーマに、建築にまつわる“熱環境”についての研究

を行っている建築環境工学第1研究室の通称・熱ゼミ。建築士

にとって必要な環境デザインができることを目標に、室内環境

の向上や快適な住まいづくりについて学んでいます。

そんな熱ゼミが現在注力しているのが、エアコンや空調など

のエネルギー機器に依存せずに、建物自体の性能を高めるこ

とで室内環境を向上させる研究。壁の材質や屋根の造りなど

の勉強を行う中で、熱ゼミが3年前から研究しているのが日本

古来の素焼き瓦です。きっかけは2010年に行った沖縄県の古

民家（国指定重要文化財中村家住宅）の調査でした。そこで使

われていた素焼き瓦が吸湿性と断熱性に優れていて、高温多

湿な沖縄の気候で快適な室内環境の維持に役立っていること

が分かったのです。そこで熱ゼミでは瓦についてさらに研究す

るべく千里山キャンパスの北広場に、兵庫県の淡路島で昔

ながらの製法で作られた素焼きの瓦のモックアップを作成。

JIS瓦などを載せた瓦建物と熱伝導率や熱伝導抵抗を比較するなど、現在も引き続き研究を行っています。

他にもJR岸辺駅北側・吹田操車場跡地のグランドデザインの提案や、航空機から吹田市の健康状態（都市

気候）をレントゲン診断するプロジェクトなどを実施。学生たちはこれらの学びを通じて、さまざまな角度か

ら快適な環境づくりについて勉強しています。

環境都市工学部 建築学科

「建築環境工学
第1研究室（熱ゼミ）」
宮﨑ひろ志 専任講師

環境都市工学部　宮﨑ひろ志 専任講師

エネルギーに依存しなくても快適な暮らしを目指して、日本古来の素焼き瓦を研究しています。

熱ゼミで勉強したことで、環境と
いう視点から物事を見る習慣が付
いたと思います。将来、どのような
方面に進んでも、環境から考える
ことができるということを自分の
強みにしていきたいです。

今、当たり前のように使っている水やエネル
ギーが未来にはどうなっているか分かりませ
ん。ここで学んだ学生たちには、現代の“当た
り前”にとらわれることなく、新しい発想で未来
の快適な環境づくりに貢献していってもらい
たいですね。
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リーダーとして社会を動かす卒業生リーダーとして社会を動かす卒業生
なるほど・ザ・関大！なるほど・ザ・関大！

今年はアメリカ合衆国大統領選挙をはじめ、さまざまな国や地域でリーダーを選ぶ選挙が行われます。
国のトップに限らず、企業や団体、コミュニティなど、人々の先頭に立って物事を動かすリーダーには、統率力や決断力、先見性など、
さまざまな要素が必要とされます。そのような資質を備え、リーダーとして活躍している関大卒業生が社会には数多く存在します。

そこで今回は、関大生になじみのある企業のトップとして活躍している卒業生たちにクローズアップしてみました。

関西大学全体に焦点を当てた前作とは打って変わって、第2弾では
男女それぞれの学生の一日に焦点を当てた男子学生版と女子学生
版の2つのストーリーで展開しています。今回登場したキャストも、
エキストラ含め全て関大生。さらに今回はムービーのためのオリジ
ナル曲も制作しました。作詞は黒田秀樹監督、作曲は近藤達郎さん
が担当。歌は混声合唱団「葦」が担当。まだ見ていないという人は、
関西大学ウェブサイトトップページからアクセスしてください。

黒田秀樹監督 profile
CMディレクター。
1958年大阪生まれ。1982年関西大学社会学部を卒業後、電通映画社(現 電通クリ
エーティブX)入社。90年フリーとなり、94年黒田秀樹事務所設立。
斬新な映像で一世を風靡し、日本人論としても語られた「24時間タタカエマスカ」の三
共リゲインのほか、サントリー「ペプシマン」シリーズ、マンダム「GATSBY」、資生堂「TSUBAKI」「The 
Collagen」など、記憶に残るCM作品多数。見る者を刺激し続けるその独自の映像表現は、CF映像の流れを変
えたと評されている。最近の作品は「宝くじ」、「Zoff」など。CM以外にも、福山雅治、サザンオールスターズ、
SMAP、AKB48などのミュージックビデオも監督。数コマ単位の映像処理で“右脳”に響く時間を演出。受賞歴多数。

関西大学卒業生「黒田秀樹監督」が制作した関西大学Web Movie第二弾が公開中！

“考動力”がテーマ、
今回もオールキャスト関大生！

【企業のトップとして活躍する卒業生】

株式会社プチ・プランス 代表取締役社長 

パナソニック株式会社 代表取締役社長

大学院工学研究科 1971年修了大坪文雄さん
おおつぼふみ お

経済学部 1979年卒業髙島郁夫さん
たかしま ふみ お

文学部 1963年卒業山路昌彦さん
やま じ まさ ひこ

いしかわしゅくお

工学部 1976年卒業南部靖之さん
なん ぶ やすゆき

株式会社バルス 代表取締役社長

株式会社パソナグループ 代表取締役グループ代表

※2012年6月1日現在

株式会社
バンダイナムコ
ホールディングス
代表取締役社長

文学部 1978年卒業
石川祝男さん

かわさきとおる

川崎亨さん

いのうえたもつ

あさ だ よしあき

井上保さん

株式会社
ロイヤルホテル
代表取締役社長

法学部 1973年卒業 

有限会社五感 
代表取締役社長

経済学部 1983年卒業
浅田美明さん

株式会社
関西スーパーマーケット
代表取締役社長

経済学部 1969年卒業

株式会社元祖たこ昌 代表取締役会長

※掲載は氏名の五十音順です。
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創造的・革新的なサービスやアイデアで新しい市場を開拓するベンチャービジネス。少ない資金
でも発想次第では多くの人や企業を動かすことができるかもしれない、そんな無限の可能性に、
自らの能力やアイデアを武器にチャレンジしている𠮷村太貴さん。大学に入学した当初、先輩や友
人たちと立ち上げたベンチャー企業に所属して、ブランディングやウェブ上での広報など、さまざ
まな活動を行ってきました。現在は、その企業での活動を通じて培った知識や技術、人脈、ノウハウ
などを生かして、学生と企業のマッチアップで関西の経済を活性化する「関西の学生×企業のため
だけの会員制ポータルサイト～“CAMPUS LIFE”」の運営に注力しています。
「このウェブサイトを思い付いたのが去年の12月頃。仕
事を通じて知り合った友人と、今の学生と企業の関係
性について話しているうちに、“自分たちで新しい
ムーブメントを作ろう”と意気投合し、スタートし
ました」と語る𠮷村さんは、ツイッターやフェイス
ブックなどのSNSを使った広報やウェブ上での集
客を担当。サイト公開からわずか3日で1万ペー
ジビューを超えるという、好調な滑り出しをみせ
ています。このほかにも、飲食店に向けたSNSを
利用した集客方法のコンサルティングなど、さま
ざまな活動を行っている𠮷村さん。「たくさんの
経験を通して企業や組織に頼らずに、自分の能
力だけで生きていくための力を今のうちに
身に付けたい」と現在の目標を強く
語ってくれました。

𠮷村太貴さん

法学部 3年次生今月の

関大生
の友の

輪

𠮷村さんが運営している大学生向け
の会員制ポータルサイト。学生と企
業を結び付け、関西経済の活性化を
目的にしています。現在は会員に向け
たさまざまなイベントやコンテンツを
企画中。会員登録は無料なので、気に
なった方は下記アドレスにアクセスし
てください。
http://campus-life.net/

次号では、𠮷村さんからの
ご紹介でフリーペーパー
「Lin:KU」制作スタッフの
末永光さん（社3）が登場。
お楽しみに！

CAMPUS LIFE
（キャンパスライフ）

自分の能力だけで生きていくために。
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南側外観

西側外観

平成24年度 学校法人関西大学 予算編成の概要
― 国際化推進拠点の開設 ―

学校法人関西大学 理事長 上原 洋允

２カ年に亘り、試行的に実施してきた「Tutorial English
（チュートリアル・イングリッシュ）」は、これまでの結果を踏まえ、
国際化に対応した人材の育成と学生の外国語運用能力を向
上させる施策として、本格的な導入に向けた検討を進めます。

全学的な窓口として、授業支援グループ内に「障がいのあ
る学生に対する修学支援チーム」を設置します。障がいのあ
る学生のニーズに応じた修学支援を効果的に行うため、専門
のコーディネーターや学生スタッフを配置し、各学部等との
連携のもと、支援体制を整備します。

本学における国際化推進の拠点となる、「関西大学南千里
国際プラザ」は、阪急千里線南千里駅の南東にあり、平成24
年2月に完成しました。
この建物は、鉄筋コンクリート造地上8階建で、留学生別科

（平成24年４月開設）のための教室・図書室等の教育施設お
よび寮室165室の留学生寮を備えています。寮では、本学の
日本人学生が、ＲＡ（レジデント・アシスタント）として留学生の
日常生活をサポートします。
また、留学生別科（日本語・日本文化教育プログラム進学

コース）では、学部・大学院への進学を希望する留学生に対し、
本学独自のユニークな授業を展開すると共に、ＩＣＴ設備を活
用して学術活動の基礎となる情報収集能力や分析能力を養
成します。

ア　チュートリアル・イングリッシュの本格的な導入に向けての
　　検討

ウ　関西大学南千里国際プラザにおける関西大学留学生別科
　　の開設

イ　障がいのある学生に対する修学支援体制の整備 オ　全学的な無線ＬＡＮ環境の整備・充実

1　予算編成の概要 ２　事業計画の概要

平成23年度に日本学生支援機構から取得した大阪第一国
際交流会館1号館は、阪急千里線南千里駅の北側にあり、「関
西大学南千里国際学生寮」として、4月から運用を開始してい
ます。寮室は、144室で、交換受入留学生を中心に、一般学生
との国際交流寮として運営しています。

次世代の携帯情報端末の普及などによる学生・教員から
の無線ＬＡＮ環境の整備要請に応えるため、全学規模で無線
ネットワーク基盤を構築し、教育・研究環境のさらなる向上
を目指します。

開設3年目を迎える社会安全学部および人間健康学部
の学生が就職活動を開始するため、高槻ミューズキャンパ
スおよび堺キャンパスに設置しているキャリアセンター分
室の体制を整備し、就職活動のサポート体制を強化します。
また、ＫＩＣＳＳ（関西大学インターネットキャリア支援シス
テム）に備わっている電子キャリアポートフォリオの機能に
より、蓄積した自己の学生生活データをもとに、履歴書・自
己紹介書、エントリーシートの作成に活用する他、ＣＡＰシス
テムと連動した自己開発支援プログラムの充実を図ります。

この他にも、各学部・大学院における教育改革、教育・研
究の充実に係る人的基盤の強化、各界で活躍中の方々を客
員教授として招聘するなど、教育研究の質の向上のための
さまざまな施策を推進いたします。

エ　関西大学南千里国際学生寮の活用

カ　キャリア形成および就職支援の充実

高槻キャンパスにおける演習授業の指導環境向上と、学
生サービス体制のさらなる充実に向けて、「高槻キャンパス
情報演習棟（仮称）」の建設を進めております。平成23年度
から平成24年度の2年間にわたり、建築面積約1,900㎡、
延床面積約4,600㎡、鉄筋コンクリート造地下１階地上３階
建で建設する予定です。
この建物には、総合情報学部の上位年次の演習科目授業
を行う演習室をはじめ、高槻キャンパスにおけるキャリア形
成支援の中核となるキャリアセンター高槻キャンパス分室
や、心理相談等にも対応できる保健管理センター高槻キャ
ンパス保健室等を設置します。

ア　高槻キャンパス情報演習棟（仮称）建設工事
（２）教育研究施設設備の整備充実関係

関西大学南千里国際プラザ 関西大学南千里国際学生寮

高槻キャンパス情報演習棟（仮称）イメージパース

平成24年度予算は、平成24年３月29日開催の理事会において承
認されました。
本法人では、“長期ビジョン”実現のための長期行動計画・中期行

動計画を推進しておりますが、社会から求められる大学として存続し、
社会的使命を果たすためには、さらに改革を推進していかなければ
なりません。
そこで、本予算では、財政基盤の確立を目指しつつも、本学のさ

らなる発展に向けて、諸改革を実行する施策を盛り込んで編成しま
した。
平成24年度は、本学の国際化推進の拠点となる「関西大学南千

里国際プラザ」を開設し、同プラザに「留学生別科（日本語・日本文化
教育プログラム進学コース）」を新たに設置するなど、国際化に向け
た諸事業を積極的に展開します。
また、教育・研究の充実と高度化に向けた諸事業を実行すると共

に、考動する関大人の育成に向けて、その拠点となる各キャンパス
の施設・設備を整備するなど、教育環境の充実を図ってまいります。
一方、私立大学をめぐる経営環境は一段と厳しさを増しており、特

に“教育の質保証”の観点から「定員管理の厳格化」が求められてい
ます。これを受け本学は、現状に則し、入学定員5,935人を6,452人
へと変更する収容定員（入学定員）増に係る学則変更の認可申請を
行い、昨年6月に文部科学省の認可を得ました。
本法人は、限られた財源のより効率的かつ効果的な活用を図るた

め、新規事業は既存事業の見直し・改善により展開し、既存事業は優
先度等を勘案した事業の「選択と集中」に努め、財政基盤の確立を目
指します。
平成24年度の事業計画は、次の「２ 事業計画の概要」のとおりで

すが、今後とも厳正かつ効果的な予算執行を行い、財政の健全化と
強化に向けてさらに努力する所存です。

平成24年度における教育研究活動の事業計画のうち、主なもの
は次のとおりです。
（１）教育研究活動関係
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予算書については、私立学校振興助成法による学校法人会計基準
に定められた『資金収支予算書』と『消費収支予算書』の2種類を作成
することになっています。
『資金収支予算書』は、当該年度における学校法人全体の諸活動の
計画を、予算編成を通じて計数化することにより、収入と支出を科目別
に明らかにし、かつ、支払資金の収入と支出のてん末を明らかにするも
のです。
『消費収支予算書』は、当該年度における学校法人全体の諸活動の計
画を、消費収支計算の基準に基づいて計数として表示したものです。そ
の年度の予算における消費収支の均衡状況とその内容を明らかにし、
学校法人の経営状況が健全に維持されているかどうかを示すもので
す。この計算書は、いわば企業会計の損益計算書にあたるものです。
『貸借対照表』は、学校法人の一定時点における資産、負債、基本
金、消費収支差額をもって財政状態を示すものです。決算時に作成
することになっていますが、本学では予算時にも年度末の財政状態

をより分かりやすくするために『予想貸借対照表』を作成しています。
具体的には、平成22年度決算の『貸借対照表』に平成23年度補正後
予算を加味して平成23年度末とし、さらに平成24年度予算を加味し
て平成24年度末の財政状態を予想したものです。

平成24年度資金収支予算は、12頁に掲載の『資金収支予算書（総
括）』のとおりです。
資金収入は、学生生徒等納付金収入、手数料収入、補助金収入な

どの法人に帰属する収入の他、前受金収入なども含め、515億
7,300万円となりました。
資金支出は、教職員の人件費、教育研究活動および法人の運営に

必要な諸経費、施設設備費の他、借入金返済などの支出も含め、
509億5,400万円となりました。この結果､差し引き6億1,900万円
を前年度繰越支払資金120億円に加え、次年度繰越支払資金は
126億1,900万円となりました。

平成24年度消費収支予算は、12頁に掲載の『消費収支予算書（総
括）』のとおりです。
帰属収入は、学生生徒等納付金、手数料、補助金などの法人に帰

属する収入で、477億2,300万円となり、対前年度比較で6億8,100
万円の増となりました。基本金組入額は、施設設備あるいは将来の
施設取得に係る積立金や基金などに充当するもので、15億500万
円となり、対前年度比較で13億円の減となりました。帰属収入から
基本金組入額を控除して消費支出に充当することができる消費収
入は、462億1,800万円となり、対前年度比較で19億8,100万円の
増となりました。
消費支出は、教職員の人件費、教育研究活動および法人の運営に

必要な諸経費で、463億9,500万円となり、対前年度比較で55億
6,100万円の減となりました。平成24年度予算における消費収支の
均衡状況を表す消費収支差額は、1億7,700万円の支出超過とな
り、対前年度比較で75億4,200万円の減となりました。この結果、次
年度へ繰越すことになる繰越消費支出超過額は、前年度からの繰越
消費支出超過額417億7,100万円に、当年度消費支出超過額1億
7,700万円を加え、419億4,800万円となりました。
また、この累積消費支出超過額の他に、建物などの取得に際し、借

り入れた借入金の未返済額にあたる基本金未組入額が79億3,300
万円あり、この2つをあわせた498億8,100万円が実質上の繰越消
費支出超過額となります。

イ　北陽高中体育館（仮称）建替工事

ウ　一高・一中プール建替工事

予算時も年度末財政をより分かりやすく

（1）資金収支予算について

（2）消費収支予算について

昭和39年に建設した北陽キャンパス体育館の老朽化に
伴い、「北陽高中体育館（仮称）」を平成24年度から平成25
年度の2年間で建て替えます。
新たな体育館には、アリーナ、温水プール、柔道場、武道

場、トレーニングルームや部室等を設置する予定です。

昭和40年に建設し老朽化が進んでいる一高・一中プー
ルを、「関西大学第一高等学校・第一中学校創立100周年
記念事業」として、平成24年度から平成25年度の2年間で
建て替え、体育・スポーツ活動のより一層の充実を図ります。

平成24年度の予算書をはじめ、関西大学の財務情報を「関西大学
ウェブサイト」に掲載しておりますので、一度ご覧ください。

http://www.kansai-u.ac.jp/zaimu/

平成24年度消費収支予算における｢学生生徒等一人当たりの支出とこれを賄う収入｣

資金収支予算書（総括）　平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

消費収支予算書（総括）　平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

予想貸借対照表　平成25年3月31日

 （単位 千円）
 支出の部 収入の部
 科　目 24年度予算 23年度予算 増　減 科　目 24年度予算 23年度予算 増　減
 1 人件費支出 24,470,297 24,021,278 449,019 1 学生生徒等納付金収入 36,810,257 36,175,327 634,930
 2 教育研究経費支出 13,002,223 12,621,798 380,425 2 手数料収入 2,751,232 2,784,177 △ 32,945
 3 管理経費支出 1,959,413 2,077,089 △ 117,676 3 寄付金収入 400,000 300,000 100,000
 4 借入金等利息支出 102,187 79,460 22,727 4 補助金収入 4,789,479 4,930,713 △ 141,234
 5 借入金等返済支出 765,310 761,630 3,680 5 資産運用収入 754,841 768,351 △ 13,510
 6 施設関係支出 1,956,419 4,049,486 △ 2,093,067 6 資産売却収入 468,695 300,000 168,695
 7 設備関係支出 1,348,208 1,820,371 △ 472,163 7 事業収入 1,078,506 940,201 138,305
 8 資産運用支出 5,431,068 6,787,160 △ 1,356,092 8 雑収入 997,392 991,845 5,547
 9 その他の支出 2,759,770 3,150,746 △ 390,976 9 借入金等収入 1,720,000 3,051,000 △ 1,331,000
 10 予備費 600,000 600,000 0 10 前受金収入 6,328,261 6,673,664 △ 345,403
 11 資金支出調整勘定 △ 1,441,167 △ 1,373,984 △ 67,183 11 その他の収入 2,739,547 4,761,738 △ 2,022,191
 　　（小計） （50,953,728 54,595,034 △ 3,641,306） 12 資金収入調整勘定 △ 7,265,300 △ 7,447,550 182,250
 12 次年度繰越支払資金 12,618,926 11,999,744 619,182 　　（小計） （51,572,910 54,229,466 △ 2,656,556）
     13 前年度繰越支払資金 11,999,744 12,365,312 △ 365,568
 支出の部　合　計 63,572,654 66,594,778 △3,022,124 収入の部　合　計 63,572,654 66,594,778 △ 3,022,124
（注）「23年度予算」は第3次補正後予算を示します。

消費支出+基本金組入額 帰属収入

(注) １  (消費支出+基本金組入額)および帰属収入の予算額を、科目ごとにそれぞれ予算学生数33,716人（大学院・学部・留学生別科・高校・中学校・小学校・幼稚園の学費納入者合計）で除して、学生生徒等1人当たりの
平均値を示したものです。

２  ｢基本金組入額｣とは、校地、校舎、機器備品、図書などの取得、あるいは、そのための借入金の返済、または将来取得のための積立金などの主として資本的支出に充てる額です。

 （単位 千円）
 消費支出の部 消費収入の部
 科　目 24年度予算 23年度予算 増　減 科　目 24年度予算 23年度予算 増　減
 1 人件費 24,451,331 30,311,609 △5,860,278 1 学生生徒等納付金 36,810,257 36,175,327 634,930
 2 教育研究経費 18,926,690 18,566,443 360,247 2 手数料 2,751,232 2,784,177 △32,945
 3 管理経費 2,216,861 2,379,258 △162,397 3 寄付金 540,000 452,000 88,000
 4 借入金等利息 102,187 79,460 22,727 4 補助金 4,789,479 4,930,713 △ 141,234
 5 資産処分差額 98,136 19,327 78,809 5 資産運用収入 754,841 768,351 △ 13,510
 6 徴収不能引当金繰入額 0 0 0 6 資産売却差額 2,050 150 1,900
 7 徴収不能額 0 0 0 7 事業収入 1,078,506 940,201 138,305
 8 予備費 600,000 600,000 0 8 雑収入 997,392 991,845 5,547
     　帰属収入合計 47,723,757 47,042,764 680,993
     　基本金組入額合計 △ 1,504,819 △ 2,805,451 1,300,632
 　消費支出の部　合計 46,395,205 51,956,097 △ 5,560,892 　消費収入の部合計 46,218,938 44,237,313 1,981,625
     　当年度消費支出超過額 176,267 7,718,784 △ 7,542,517
 合　計 46,395,205 51,956,097 △ 5,560,892 合　計 46,395,205 51,956,097 △ 5,560,892
 当年度消費支出超過額 176,267 7,718,784 △ 7,542,517
 前年度繰越消費支出超過額 41,771,470 34,052,686 7,718,784
 翌年度繰越消費支出超過額 41,947,737 41,771,470 176,267
（注）「23年度予算」は第3次補正後予算を示します。

 
 科　　目 24年度末 23年度末 増　減
 資産の部
  固定資産 190,185,099 187,912,675 2,272,424
  　　有形固定資産 112,769,937 115,523,836 △ 2,753,899
  　　その他の固定資産 77,415,162 72,388,839 5,026,323
  流動資産 13,623,354 13,814,400 △ 191,046
 資産の部　合　計 203,808,453 201,727,075 2,081,378
 負債の部
  固定負債 20,413,722 19,789,108 624,614
  流動負債 9,433,473 9,305,261 128,212
 負債の部　合　計 29,847,195 29,094,369 752,826

 （単位 千円）
 科　　目 24年度末 23年度末 増　減
 基本金の部
  第1号基本金 192,157,380 190,858,615 1,298,765
  第2号基本金 758,254 708,254 50,000
  第3号基本金 19,849,361 19,814,307 35,054
  第4号基本金 3,144,000 3,023,000 121,000
 基本金の部　合　計 215,908,995 214,404,176 1,504,819
 消費収支差額の部
  翌年度繰越消費支出超過額 △ 41,947,737 △ 41,771,470 △ 176,267
 消費収支差額の部　合　計 △ 41,947,737 △ 41,771,470 △ 176,267
 負債の部・基本金の部および
 消費収支差額の部　合計 203,808,453 201,727,075 2,081,378

一人当たり
支出計

1,420,691円

一人当たり
収入計

1,415,463円

人件費
（51.1%)
725,973円

教育研究経費
（39.5%）
561,173円

管理経費
（4.6%）
65,352円

その他
（1.7%)
24,152円

基本金組入額
（3.1%)
44,041円

学生生徒等
納付金

（77.1%）
1,091,323円

手数料
（5.8%）
82,097円

補助金
（10.0%）
141,546円

資産運用収入
（1.6%）
22,647円

その他
（5.5%）
77,850円

収支差額
△ 5,228円

３　収支予算書

４　収支予算の概要

北陽高中体育館（仮称）イメージパース

一高・一中プールイメージパース（構想中）
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大学生として図書館利用を 『メディア専攻』が新たにスタート！竹中ナミ客員教授の講演会

高槻キャンパスで新入生合宿 ６月１０日に安全フェスティバル開催成績優秀者などの公表・表彰制度

寄附講座（日本物流団体連合会）

高槻キャンパス父母見学会を開催

学部・研究科トピックス
専門職大学院トピックス

宿泊オリエンテーションを実施

併設校トピックス

各学部・研究科のさまざまな活動や取り組みなど、
トピックスや皆さんへのメッセージをお届けします。

この７月末からイギリスでロンドン・オリンピッ
クが開催されます。ユナイテッド・キングダムを
なぜ日本ではイギリスと呼ぶのかな。Ｌで始ま
る首都名がローマ(ラテン)語に由来するという
のは本当かな。オリンピックはギリシャのオリン
ピアのという形容詞ではないのかな。法学部生
として「憲法」の母国、議会制の母国、政党制の
母国イギリスといわれる理由を語れるかな。
次々に生まれるはずの「問い」を「学ぶ」。つまり
学問する材料は、どこにでもあるのです。貪欲
に大学図書館を利用してくださいね。

（学部長 𠮷田栄司教授）

法学部／法学研究科 文学部／文学研究科東アジア文化研究科

5月24日に、竹
中ナミ先生によ
る講演会が開
催されました。
 “チャレンジド”
とは、「神から挑
戦という課題、
あるいはチャンスを与えられた人」を意味する
言葉。「チャレンジドを納税者に」をスローガン
に活動する“ナミねぇ”の講演から、ユニバーサ
ル社会について考えました。

（学生主任 佐藤雅代教授）

石川正司教授と冬木正彦教授が文部科学大臣表彰を受賞 安全衛生週間

化学生命工学部の石川正司教授が「材料界面
の積極的制御による蓄電デバイス高性能化の
研究」、また、環境都市工学部の冬木正彦教授

が「国際競争力に資する専門英語教育システ
ムの開発及び普及啓発」（福井希一大阪大学
大学院工学研究科教授と共同）により、4月17
日に文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞され
ました。文部科学大臣表彰は関西大学では初
めてであり、理工系学部の研究力・教育力の高
さが認められた大変喜ばしいニュースです。な
お、この受賞を記念して、6月30日（土）に理工
系3学部主催による講演会を開催する予定で
す（詳細については、インフォメーションシステ
ムなどでお知らせします）。

6月は、第4学舎全域における安全衛生週間の
月間です。安全衛生週間では、全研究室で教員
と学生が協力しての一斉自主点検や、事故防
止の啓発のための講演会などを予定していま
す。この機会に、日常的な安全衛生についての
認識を高めましょう。

経済学部／経済学研究科

学部創設以来毎年続けている新入生歓迎合宿
が今年も4月28日から5月3日まで高槻キャン
パスのセミナーハウスで、４班に分かれて行わ
れました。学部の教員と2年次生以上の学生が
手分けして新入生と一緒に泊まり込み、学部の
特徴や勉強の仕方、学生生活の送り方などを説
明するもので、参加者は毎年増え、今年は300
人近くが参加。新入生の1人は「キャンパスにあ
る立派なアイススケート場にはびっくりしました。
そこで生まれて初めてスケートできたし、頼り
になりそうな先輩に会えた上、友達も増えてよ
かった」と話していました。（深井麗雄教授）

政策創造学部／ガバナンス研究科

外国語学部で
は、在学生の皆
さんの勉学意欲
のさらなる向上
となるため、成績
優秀者ならびに
社会的活躍が顕著だと認められた学生を表彰
し、その氏名を公表する制度を新設しました。
その第一回目の実施では、成績優秀者3人、社
会的活躍者6人が表彰され、教授会メンバー
から温かい拍手が送られました。

（入試主任 吉澤清美教授）

外国語学部／外国語教育学研究科

システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部／理工学研究科

人間健康学部

商学部では、一般社団法人日本物流団体連合会
による寄附講座が開講されています。経済のグ
ローバル化の進展は、世界の国際物流を飛躍的
に増大させました。一方で、成熟した経済社会を
迎えている日本の物流は、岐路に立たされてい
ます。本講座では、激動する経済環境の中で「物
流の最前線」について、毎回、物流の各業界の
方々が担当し、リアルタイムの情報提供をしてい
ます。また、講座開講の学期中に、物流関連施設
見学会を実施しています。2012年度は6月6日
（水）に開催します。

（　野仁子教授）

商学部／商学研究科

会計専門職大学院

関西大学北陽中学校

2013年度から、マス・コミュニケーション学専
攻は「メディア専攻」に名称を変更します。情報
のデジタル化やモバイルメディアが急速に発
展・普及する状況の中、より幅広い領域を学べ
るカリキュラムに深化させ、多様なアプローチ
でメディアのあり方を追究していきます。
在学生の皆さんにおいては専攻名変更・カリ
キュラム変更はありませんが、各講義におい
てメディアに関する最新のトピックを取り上げ、
幅広い知識を修得できる機会を増やすととも
に、記念講演会の開催などを予定しています
ので、積極的に参加してください。

社会学部／社会学研究科

総合情報学部／総合情報学研究科

5月19日に高
槻キャンパス父
母見学会が開
催されました。
これは、翌日の
教育後援会総
会に出席され
る総合情報学部生のご父母を対象に、学生
たちが過ごしている学舎などを案内するも
のです。当日は約100人の参加者が、PC教
室やスタジオなど本学部が誇る諸施設を見
学されました。

社会安全学部／社会安全研究科
関西大学北陽中学校１年生が、4月10日から12
日まで、兵庫県北部の美方高原自然の家「とち
のき村」において、宿泊オリエンテーションを実
施しました。初日のクラス活動では、自己紹介や
クラス目標を立てることから始まり、2日目以降
は、野外炊飯、木工クラフトなどの体験プログラ
ムや、雪合戦、クラス対抗のドッジボール、歌合
戦を通じて、クラスの団結を図りました。基本的
な生活習慣を身に付けることや仲間づくりを目
的とした宿泊
オリエンテー
ションで、生徒
たちは本格的
な中学校生活
のスタートを
切りました。

入試要項配布開始･進学説明会開催
まだ、新学期が始まったばかりですが、会計専門職
大学院では、既に来年度（2013年度入学）に向け
て、5月から入試要項の配布を開始しています。来
年度の入試では、いくつかの変更点があります。
例えば、入試日程では、従来の7月募集、10月募
集、1月募集に加えて、3月募集を実施し、年4回の
受験機会を設けました。また、学力重視方式の試
験科目でも、簿記、原価計算、会計学（新設科目）
の3科目から2科目選択としました。こうした変更
を通じて、会計学に少しでも興味のある皆さんが
会計専門職大学院進学を目指されることを期待し
ています。また、6月16日（土）13時～15時に進学
説明会を実施しますので、奮ってご参加ください。
進学説明会・入試要項請求などの詳細は、会計専
門職大学院のウェブサイトをご覧ください。
http://www.kansai-u.ac.jp/as/

６月10日（日）、高槻ミューズキャンパスにおい
て「安全フェスティバル」が開催されます。企
画・運営は社会安全学部祭典実行委員会で、
社会安全学部のさまざまな学生活動の成果
発表を行うとともに、講演会や消防本部招致
などの企画も予定しております。昨年５月開催
の社会安全学部企画展と同様、社会安全学部
と地域との交流の場となることを期待して催
されるフェスティバルですが、その詳細は社会
安全学部のウェブサイトなどでお知らせしま
す。是非奮ってご参加ください。

オリエンテーション・キャンプ
人間健康学部（以下、本学部）では、新入学生
が新しい環境で充実した学生生活を送ること
ができることを目的に、初年次教育の一環と
して「オリエンテーション・キャンプ（以下、キャ
ンプ）」を実施しています。新入学生と教職員
が1泊2日の合宿研修で寝食を共にし、海洋ス
ポーツやさまざまなアクティビティを通じて意
見を交換し、交流を深めます。また、グループ
活動のサポーターとして2年次生や3年次生
の先輩達も参加します。このキャンプは、本学
部の教育の特色の一つといえるでしょう。

（涌井忠昭教授）

第３回大阪都市遺産フォーラム
４月14日に、大
阪都市遺産研究
センターの第３
回フォーラム「織
田作之助と『大
阪』」が千里ホー
ルで開催され、
学内外から300人近い来場者がありました。文
学研究科が文部科学省に申請して設置された
同センターでは、研究科の教員や大学院生が
研究推進に取り組んでいます。

（副学部長 大谷渡教授）

大学からの重要なお知らせ

新しい選挙方式に基づき学生の除斥投票を実施
関西大学の現学長の３年の任期がこの９月で満了となります。そこで、５月１６日付で「学長選挙
の実施のお知らせについて」が学長、１３学部長、法務研究科長、会計研究科長および心理学研
究科心理臨床学専攻長の連名で公表されました。
また、同日付の公示第１号では選挙管理委員会設置の通知、公示第２号では学長選挙の日程、
公示第３号では学長選挙立候補の受付についてそれぞれ公示されています。
学長選挙にかかる公示については、全てインフォメーションシステムを通じて行われます。
今回の学長選挙は、立候補制の導入という新しい選挙方式による初めての選挙となります。
学生の皆さんは、除斥投票という形で学長選挙に参加することになります。除斥投票については、
６月７日付の公示で詳細を案内しますので、内容を確認の上、投票に参加してください。

【除斥投票について】

学長選挙を公示

●なお、学長選挙によって選出された新学長については、本誌の１０月号（第417号）で紹介する予定です。

2012年６月１３日（水）～１５日（金）
１０：００～１６：３０

日 時

場 所
所属する学部、研究科のキャンパスの
投票所で投票してください。

除斥投票結果 ６月２６日付公示にてお知らせします。

写真は2011年講演時の様子
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関大トピックス

6月16日（土）に行われる総合関関戦の
ラグビーで、双子の兄弟が関西大学、関西
学院大学でそれぞれ出場するという兄弟
対決に注目が集まっています。
関西大学ラグビー部所属で、弟の畑中

進吾さん（社会学部3年次生）と、関西学院
大学ラグビー部所属で兄の啓吾さん。ポ
ジションは進吾さんがセンターで、啓吾さ
んがウイングと、共にバックスの選手。実
力は拮抗していて「絶対負けたくない相
手」とお互いが語るように良きライバルな
のだとか。「去年は2人とも試合に出ること
ができて、良い試合で勝つことができまし
た。今年も絶対に勝ちたい」と弟の進吾さ
んが熱く語れば、兄の啓吾さんは「まずは
試合に出場すること。そしてチームの勝利
に貢献したいです」と冷静なコメント。そん
な2人を見守るご両親も「母校が関大なの
で、もちろん関大を応援します（父）」「関関
戦という場で息子たちの勇姿を見られる
のがとても楽しみです（母）」と語ってくれ
ました。
関西大学ラグビー部が去年に続き勝利

を目指す、注目の試合は14時キックオフ。会
場は千里山キャンパス中央グラウンドです。

国際国際部　部　アレキサンダー・ベネット 准教授アレキサンダー・ベネット 准教授

武道の世界に「心」という字が含まれる専門用語が多い。「平常心」「不動心」「無心」

「有心」「放心」「止心」など。中でも「残心」という言葉が特に深い。単純に言えば、「残

心」とは相手を倒してもいつでも再攻撃できる姿勢と心構えを整える。つまり、何が

あっても興奮せず、油断せず、感情を抑えて、謙虚に勝敗を受け止め、相手に対する

尊敬の念を持つという気構えと身構えを示す言葉である。実戦の中から生まれたこ

の概念は、現代武道（剣道など）にも、ポーカーフェースのように感情を絶対に顔や身

振りに出さないという、武道真髄の基盤である。だから、武道の試合で勝利を挙げて

も「ガッツポーズ」をしてはいけない。邪道だ。勝ってもおごらず、負けても悔やまず、

冷静に自分の行為や周囲の状況に注意を払うことが、生きるか死ぬかという世界を

生きていた武士文化から継承してきた知恵である。不運なことが起きても、ほとんど

の場合は自分に「残心」が無かったからと言えよう。自分の行動に責任を持ち、その結

果を真摯に受け止める心。「残心」は私の人生哲学の枠組みを与えてくれた。

心を残す…心を残す…

『関西大学通信』のプロフィールを改めて紹介します。1969年6月19日生まれの43歳。A4変形型。生まれたときは新聞形式でした
が、時代や学生気質の変化とともに姿形を変えてきました。そんな彼の今のコンセプトは「学生の『考動』を促す学内広報誌」。学生の
皆さんの学習意欲向上や自己成長、知識・教養となる広報誌、学内のコミュニケーションを促進するツールになれるよう目下修行中
です。長所は紙であること。ウェブにはない特性を生かしたいと思っています。これからもよろしくお願いします。（広報課 常田恵子）

今月の表紙：稲森睦さん（政策4）、岡誠さん（シス理2）、北野愛さん（社4）、小林彩乃さん（文3）、篠原優平さん（文4）、神野幸造さん（社4）、高木翔野さん（情3）、高山恵郷さん（経4）、
　　　　　 藤平卓也さん（経4）、灘政伸さん（法4）、松原秀人さん（環都4）、松村紀歩さん（商4）、三瀬亮太郎さん（文4）、三宅陽さん（法3）、向井孝暢さん（政策4）、山﨑明菜さん（文4）、
　　　　　 吉川侑輝さん（経4）

編集後記

発行日：2012年6月1日（年9回発行）　発行：関西大学広報委員会　〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35　電話：06-6368-1121（大代表）

体育会重量挙部の井上聡美さんと
金島梨恵さんが、第９回全日本学生
ウエイトリフティング選抜大会で優勝

第35回総合関関戦
ラグビーで双子の兄弟対決が実現

今号の「関大誌上教室」アンケート「関
大人が思う理想のリーダーとは？」にご協
力いただいた皆さん、ありがとうございま
した。プレゼントの発表は、当選者のみ、イ
ンフォメーションシステム「個人伝言」で連
絡します（6月1日に通知予定）
「関大誌上教室」のアンケートは次号以
降も行う予定ですので、ご協力をよろしく
お願いします。

6月号「関大誌上教室」アンケート
プレゼント当選者の発表について

関西大学は、11月25日（日）開催の第2
回大阪マラソン～OSAKA MARATHON 
2012～に、第１回に引き続き協賛します。
協賛団体として大会運営に協力するとと
もに、本学教員によるマラソンに関わる
人々の意識に対する調査研究など、さまざ
まな取り組みを行う予定です。また、関大
生・教職員を対象に出走ランナー20人、給
水ボランティア400人を募集します。詳細
が決定次第、インフォメーションシステム
にてお知らせします。皆さんの積極的な応
募をお待ちしています！

第2回大阪マラソンに協賛

４月２５日、海外協定大学の一つである
チュラロンコン大学内に設置した関西大学
バンコクオフィスの開所式を挙行しまし
た。バンコクオフィスは、ベルギー・ルー
ヴェン大学内にある「関西大学日本・EU研
究センター」、中国の復旦大学内にある「関
西大学上海オフィス」に次ぐ、３ヵ所目の海
外拠点です。同オフィスは、タイ・バンコク
における本学の拠点として、留学生別科を
はじめとする外国人留学生の募集活動、タ
イの協定大学などとの学術交流、本学の
情報発信を積極的に展開していきます。

関西大学バンコクオフィス
開所式を挙行

ビジネス体感プログラム
～東京で仕事とキャリアを考えよう～
（1年次生～3年次生対象）

Ｊｏｂ Ｓｔｕｄｙ（１・２年次生対象）

キャリアセンター主催
低年次生対象プログラム

政治・経済の中心地である東京を体感す
るとともに、有力企業を訪問し、実際に業務
を体験することや、OB・OGとの懇談を通
じて仕事観を養います。さらに、2泊3日の
宿泊型イベントのため、学部の枠を越えた
多くの友人と交流する時間があります。友
と学び、東京を感じ、未来を夢見る。一歩踏
み出し、この夏に新しい自分に出会ってみ
ませんか？期間は9月5日（水）～7日（金）、
詳細は５月下旬
よりKICSSおよ
びインフォメー
ションでお知ら
せしています。

就職活動ってよく分からないんだけど？
社会人ってどんな仕事をしているの？将来
に向けて今から何か準備できることはあ
るの？等々・・・皆さんが知りたい疑問。
Ｊｏｂ Ｓｔｕｄｙでは、日本を代表する企業の人
事担当者がそんな皆さんの疑問に「本音」
でお答えします。ぜひこの機会に社会人の
熱い想いに触れてみてください。そして、
働くことへの期待感を養い、自分の未来と
真剣に向き合ってみませんか？開催日は6
月13日（水）、新関西大学会館北棟ホール
で実施します。詳細が決定次第、KICSSお
よびインフォメーションでお知らせします。

４月２２日に埼玉県・さいたま市総合記
念体育館で行われた、第９回全日本学生ウ
エイトリフティング選抜大会において、体
育会重量挙部の井上聡美さん（人２）が女
子５３ｋｇ級で、金島梨恵さん（法３）が女子
６３ｋｇ級で優勝しました。

理工学研究科の戎脇涼さんが国際
学会SASIMI2012でOutstanding 
Paper Awardに選出
若手の研究者にフレッシュなアイデアの
発表およびディスカッションの場を提供す
ることを目的に開催されている学会「国際
学会SASIMI2012」において、戎脇涼さん
（理工学研究科Ｍ２）が発表した論文が、
106本の発表論文の中から準グランプリ
に相当する「Outs tand ing  Paper  
Award」に選ばれました。

昨年度の様子

進吾さん（中央左）と啓吾さん（同右）、そしてご両親
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