
関大トピックス

4月11日、千里山キャンパスにて未成年者飲酒防止啓発
キャンペーンを行いました。
新入生を迎えるこの時期に、未成年者の飲酒による事故

を防ぐため、本学学生・職員の他に、大阪府小売酒販組合吹
田支部などの協力を得て、啓発チラシを本学正門付近で配
布しました。
本学では、「適正飲酒」や「未成年者飲酒の防止」に関わる講
演やセミナーを実施するとともに、近隣への迷惑を防止する
ためにも、4月から5月中の花見や新入生歓迎コンパなどにお
けるキャンパス内およびキャンパス周辺での飲酒行為を禁止
し、予防に努めています。また、新入生の多くは未成年であり、
未成年者による飲酒は法律上禁止
されています。上位年次生の皆さん
には、新入生歓迎コンパなどにおい
て未成年者に飲酒をさせたり、強要
しないように強く求めます。
これらの取り組みとして今回の
キャンペーンを実施しました。皆さ
んも、適正飲酒に関する正しい知
識やマナーを持ち、関大生として
の自覚と責任ある行動を心掛けま
しょう。

未成年者飲酒防止啓発キャンペーンを実施
4月12日から27日まで、

関西大学文化会による「文化
フェスティバル2013」が千
里山キャンパスにて開催さ
れ、今年度は「燃えよ文フェ
ス！芸術は爆発だ！！今こそ文
化会大革命！」を統一テーマ
に掲げ、文化会各部の日頃の
活動の成果を生かしたさま
ざまな企画発表などが行わ
れました。
毎年、文化会所属の27団

体が力を合わせて、1つの作品を作り上げる「統一企画」。
今回は「1分間の熱ィィCM～文化会プレゼンツ27団体の
熱血デイズ～」と題して、文化会各団体の特徴や部の活動
風景などを各団体1分から1分半の映像にまとめて、オリジ
ナルCMとして凜風館で放送しました。文化会所属団体に
とっては、自分たちの活動をアピールする良い機会になり
ました。
他にも複数の文化会のコラボレーションによる演奏会や

イベントなども多数行われ、大盛況のうちに、全イベントが
無事終了しました。

文化フェスティバル2013を開催
6月16日（日）、高槻ミューズキャンパスにて、第2回安
全フェスティバルを開催します。「Safety for you いつ学
ぶ？今でしょ！」をテーマに、社会安全学部祭典実行委員会
が企画・運営を行う学生主体の催しで、自衛隊や献血車を
招いてイベントを実施します。AED講習会、停電模擬体
験、高槻市ハザードマップの展示など、社会安全学部なら
ではの企画がめじ
ろ押し。今年は新た
に初等部の児童に
よる家族の似顔絵
も展示し、会場を盛
り上げます。ぜひ、
このイベントを安
全について考える
機会にしましょう。

安全フェスティバルを開催します

堺キャンパス祭を開催します
6月23日（日）、堺キャンパスで「FULL SOUL ついに揃った
人健魂!!」をテーマに、第３回堺キャンパス祭を開催します。
当日は、フリーマーケットや子ども向けイベント、堺キャ

ンパス活動団体による企画などを実施予定です。他キャ
ンパスの皆さまも活気あふれる堺キャンパス祭にお越し
ください。

食に関心があるくせに、無精なため、一度気に入った店があると通い続ける性分
である。関西大学に異動するため、東京からこちらに来たとき、目当ての店が一つ
あった。東京でも有名な、三ノ宮の老舗イタリアンである。着任早々様子見に出かけ
はまってしまい、以来通い続けている。そこでの楽しみは、うまい料理を食べること
と、オーナーから関大の昔話を聞くことである。実は、オーナーが関西大学の卒業
生なのである。大学の下にトンネルが通ることになった当時、随分反対運動があっ

たとかいう話を聞きながら、好物のからすみパスタをいただいている。
それ以外にも関西大学のつながりで、さらに関係が深まる機会というのが、今ま

でに何度かあった。先日も、いつも忙しいときに子供を預かってもらっている近所の
家に子供を迎えに行ったとき、その家のご主人がやはり関西大学出身と分かり、話
が盛り上がった。関大絡みの人のつながりを今後も大切にしたい。出身大学以外に
も、勤務大学関係の人の輪が広がる点が、この職業の良いところである。

「関大つながりの人の輪」　社会安全学部　永田尚三 准教授

今号の表紙には6月の「梅雨」をイメージさせるイラストが描かれていますが、梅雨の時期は、多くの人がうっとうしいと思っています。
一方、この時期を一番うれしく思っている生き物はカビです。カビは湿気70％以上の環境を好み、自宅でカビが生えやすい場所は、浴室、
台所、押し入れなどがあります。カビ予防の最大のポイントは除湿なので、換気を小まめに行いましょう。マダニ感染も問題になっていま
すが、カビも人の肺に生える可能性があるので気を付けてくださいね。（広報委員・化学生命工学部教授　河原秀久）

今月の表紙：東奎太さん（社3）、入澤栄介さん（経3）、大杉理子さん（商3）、影山亮人さん（経3）、杉原隆太さん（環都3）、田内駿兵さん（経3）、藤井祥瑛さん（社3）、水口奈美さん（経3）、
本屋敷孟さん（法3）、八木美知枝さん（商3）、吉井実南さん（情3）
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【働く関大人】サービス業界／セラピスト（経営者）みんなで一緒に考えよう。【関大誌上教室】
ユニバーサルヒーリング 鎌田優子さん
【なるほど・ザ・関大！】
総合関関戦　激闘の記憶
【今月のシンクさんアクトくん 関大生の友の輪】
商学部3年次生 大谷萌子さん「刑事学各論」永田憲史 准教授

【VIVA!学び場】法学部

あなたは図書館を利用していますか？

隣のあいつは実はすごいヤツ！？
関大トップランナーズ

表紙モデル
大募集！！
詳しくは裏表紙へ

未成年者飲酒防止啓発キャンペーンの様子

茶道部

キャンペーンチラシ

混声合唱団ひびき 昨年の様子

昨年の様子

表紙モデル
大募集！！

広報課では、『関大通信』の表紙を飾ってくれる関大
生を募集しています。次回の表紙写真撮影会は、
10月上旬を予定しています。個人でも、グループ
（ゼミ・サークル・クラブなど）でもOK！
興味のある人は、学籍番号・氏名・携帯番号を
【tsushin@ml.kandai.jp】まで送信してください。
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大学生の落語日本一を決定する
「策伝大賞」で280人の中から女
性初の大賞を受賞しました。大賞
なんてまったく考えてなかったの
で本当に驚きました。審査員の桂
文枝師匠からも「迫力があった」
と褒めていただけてうれしかった
です。社会人になっても寄席を続
けていきたいです。

関大トップ ランナーズ 今回の特集では、実は「○○日本一！」や「○○大会で優勝」、
あまり知られてはいないけど、
その世界では知られた存在など、あなたの周りにいる

今井 智子さん
社会学部 4年次生

2年次の時に日商簿記検定1級の
最優秀者に表彰され、その後、公
認会計士試験に合格。大学生で
ありながら、公認会計士としても
働いています。公認会計士は、自
己研鑽が必要な大変な仕事です
が、顧客から信頼を得て大きな仕
事が任されるよう、これからも頑
張ります。

まるお

圓尾 紀憲さん
商学部4年次生

母語の中国語（北京語）とマレー
語、英語、日本語が話せます。そ
れと広東語も話せます。出身の
マレーシアでは、家では中国語、
幼稚園でマレー語、小学校3年
生から英語を教わりました。日本
の木造建築に興味があるので、
将来、日本の建築事務所で働き、
その後さまざまな国で活躍した
いです。

ウィ        イー  チェン

Wee Yih Chianさん
環境都市工学部 4年次生

小学生からアイスホッケーをして
いて、1年次の時にバンディを始
めました。アイスホッケーで身に
付けたスキルを生かして昨年は
日本代表に選ばれ、世界選手権
に出場しました。アイスホッケー
ではジュニアの代表までだった
ので、バンディで代表入りのチャ
ンスをものにできてうれしかった
です。

諏訪 太一さん
商学部4年次生

高校1年生の秋から、やり投げを
始めました。大学入学とともに始
めた体づくりの結果、昨年、17年
ぶりに関西学生記録を更新し、今
年3月には日本で4人しかいない
オリンピック強化選手に選出され
ました。今後の目標はもちろん、
2016年のリオデジャネイロオリ
ンピックに出場することです。

乾 周也さん
社会学部 4年次生

小学校3年生のころ、姉の影響で
ハンドボールを始め、全国でも
有数のハンドボール強豪高校か
ら関西大学に入学しました。ポジ
ションは試合中の運動量が多く、
素早い動きも求められる右サイ
ド。U-20日本代表候補選手の強
化合宿に召集され、厳しい選考
の結果、代表になることができま
した。

太刀川 明さん
人間健康学部 2年次生

ゼミの教授に勧められ、誰も調査をしてこなかった「JR紀勢線の津波対
策」を検証し、公益財団法人関西交通経済研究センターの懸賞論文に応
募しました。調査では現地を自分たちの足で歩き、津波が発生した場合
の安全面への課題を論文にまとめました。新しい分野の第一人者となる
苦労はあったものの、その努力が実り「懸賞論文優秀賞」を獲得しまし
た。

山村 聡史さん（リーダー・中）
木下 正平さん（左）／田村 嘉崇さん（右）
社会安全学部 4年次生

U-19世界選抜チームに選出され
ました。日本からは3選手のみの
選出でしたがチームでは副将を
務め、アメフトの本場アメリカの
U-19選抜チームと対戦。試合に
は敗れましたが、世界トップレベ
ルの選手たちとの練習や試合を
通して、自身のさらなるレベル
アップにつながりました。

林 直輝さん
人間健康学部 3年次生

昨年、大阪桐蔭高校で甲子園春
夏連覇をしました。春夏通じて全
試合5番レフトで先発出場し、現
在阪神タイガースに所属する藤
浪投手とも一緒にプレーしてい
ました。春の甲子園準々決勝で、
九回一死一塁から放った同点タ
イムリー二塁打が最も印象に
残っています。

安井 洸貴さん
経済学部 1年次生

「吹田市4大学スイーツコンテス
ト」で、93の応募作品の中から、
私が考案したスイーツが優秀賞
を受賞し、商品化されました。吹
田随一の紅葉の名所「三色彩道」
をイメージしたスイーツで、この
お菓子を通して吹田市の方々に
あらためて吹田の魅力を知って
いただきたいです。

宇都宮 あかりさん
文学部3年次生

母と親戚に勧められ、小さいころ
から憧れていた「今宮戎神社の福
娘」審査会に挑戦しました。毎年
全国より3,000人を超える応募
者の中から、40人の福娘に選ば
れたときは、驚きとうれしさで
いっぱいでした。今年1年間、福娘
の楽しい思い出をつくりながら、
心を込めて奉仕活動に努めたい
です。

大喜多 円さん
社会学部 3年次生

高校卒業とともにカナダの語学
学校に通い、関大に入学後は、外
国語学部のStudy Abroadプロ
グラムで、ニュージーランドの
オークランド大学に留学。習得し
た 英 語 の 実 力 を 試 す た め
TOEIC®を受験し、満点を取りま
した。将来は海外で自分の母国語
である「日本語」を教えたいです。

屋名池 明さん
外国語学部 4年次生

高校3年生の夏、入部していた自
動車部で「全国ソーラーラジコン
カーコンテスト2012in白山」に、
3人チームのキャプテンとして出
場。10角形という、今までにない
デザインのラジコンカーが評価
され、「審査員特別賞」を受賞しま
した。将来、人の役に立つロボット
を開発するのが僕の夢です。

山本 拓海さん
システム理工学部 1年次生

双子の姉の「Fumi」と青文字系
（カジュアル系）雑誌で活躍して
います。雑誌の特集をメインで担
当したり、百貨店のお菓子をプロ
デュースしたりと大忙しの毎日で
すが、関大でもたくさんの仲間に
囲まれ、今が人生の中でも最高に
楽しいです。将来は「Fumi・Ami」
でブランドを作って、たくさんの
お店を持ちたいです。

安中 亜美さん
商学部2年次生

サッカーとほぼ同じ広さの氷のフィールドで行う氷上球技。スティックを持ち、ヘルメットや防具を着用しているため、一見、アイスホッケーと似ているが、パックではなくコルク製のボールを使用し、
選手同士のコンタクトは少なく、ルールがサッカーに似ているため「氷上のサッカー」とも言われる。ヨーロッパやアメリカではプロリーグがあるほどの、世界では非常に人気のあるスポーツ。

※

学生落語 アメリカンフットボール
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会計士
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北海道帯広市出身で、5歳から父の影響でアイスホッ
ケーを始めました。ポジションは兄（和樹）がDF、弟
（凌太）がFWで、昨年はU-20日本代表に2人そろって
選出され、世界選手権にも出場。ポジションは異なり
ますが、基本的なスケーティングやシュートの速さな
どは周りからも比べられることがあるので、負けたく
ありません。将来はまだ決まってはいませんが、選択
肢を減らさず、どの道でも進めるよう、文武両道に努
めていきたいです。

さらしや

晒谷 和樹さん（右）／凌太さん（左）
法学部 2年次生

昨年の8月、関西大学第一高校で日本拳法の全国大
会に出場し、女子団体戦で高校日本一になりました。
決勝はかなりの接戦で、代表戦（優勝決定戦）を制して
の優勝でした。春の全国大会では準優勝と悔しい結果
だったので、本当にうれしかったです。今年からは関大
に入学し、体育会拳法部にも入部したので、個人・団体
ともに、活躍できるように練習していきたいです。

高丸裕里さん（右）
経済学部 1年次生

三村 杏子さん（左）
文学部 1年次生

１年間休学してカナダに行き、半
年は旅行会社でインターンシッ
プ、後の半年は、語学学校で
『TESOL（英語教授法）』を取得し
ました。また、東日本大震災の
チャリティーを企画・運営し、イン
ド系カナダ人の友達と英語漫才
で出演し、1年間で750人くらい
観客を集めて笑ってもらいまし
た。

石崎 勇歩さん
文学部4年次生

欧州最大のバーチャルリアリ
ティー学会「Laval Virtual」で
「Architecture, Art＆Culture」部
門の１位を受賞しました。作品名は
「Layered Shadow」。赤外透過
フィルターの組み合わせなどを利
用したインタラクティブアートで
す。アイデアを形にしていく作業
が好きなので、これまで培った技
術を生かし、人の役に立つシステ
ムを作っていきたいです。

阪口 紗季さん
総合情報学研究科 2年次生
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青文字系の

隣のあいつは
“実はすごい関大生”をご紹介します。すごいヤツ！？
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思っていること

関大の図書館は蔵書が非常に多く、勉強するのにとても便利。悪
い面は、たまに席に座って小声でしゃべっている人がいる点です。
小声であっても、勉強しているととても気になります。

多くの机と椅子があり、仕切りもしてあるので一人の時間が楽し
める。また、静かなのでゆったりとした時間が過ごせる。時々催し
物があって楽しいし興味深い。

静かなため、自主学習がはかどる。また、本の数も充実している
ところが良い。

静かで雰囲気もとても良く、勉強や授業の合間の息抜きにもって
こいの場である。しかし、静か過ぎてお昼時などおなかが鳴るとき
は相当恥ずかしい。
僕の近所の図書館には英字新聞や全国の新聞などはなかったの
で、関西大学の図書館に来たときはうれしくて仕方ありませんで
した。席も多く、かなりの人を収容できます。悪い面は本の借りら
れる期間が少し短いことです。他は良い面ばかりなので、ぜひ多く
の人に利用してもらいたいです。
本の冊数が多くて、外国に関する資料も充実しているところがと
ても良いと思う。夜10時まで開いているのも魅力的なところで
す。ただ、たまにいびきをかいて寝ている人がいたりと、マナーの
悪い人がいるのがとても残念です。
本の種類が多いが簡単にKOALAで検索でき、借りられる期間も
長い。しかし、特にテスト期間中に借りたい本がなく、返却期間を
過ぎても返さない人が少なからずいる。堺キャンパス図書館につ
いて、千里山キャンパスの本を取り寄せ・返却できるのはいいが、
開館時間が短く夜勉強ができない。
基本的に静かで勉強しやすく、本の検索や予約がインターネット
で行え、とても便利。他キャンパスにしかない本も自分の通ってい
るキャンパスで受け取り読むことができる点も気に入っている。
良い面は、各キャンパス間で本を取り寄せることができる点です。
千里山キャンパスにある英語の本を取り寄せるのに便利でした。
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言」で連絡します（5月31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。

あなたは関西大学の
図書館を利用したことが
ありますか？
(各キャンパスの
図書館・図書室が対象)

図書館を利用する目的は何ですか？
(複数回答可) 学年別での利用目的は…

利用しない理由は？

年間で平均して、図書館を使用する
頻度はどの程度ですか？

大学に入学する前と現在では、
図書館を利用する頻度は
上がりましたか？

関西大学の図書館について、
良いと思うところはどんな
ところですか？ (複数回答可)

図書館について思っていること、
おすすめ利用方法は？

はい
95%

いいえ5%

あなたは図書館を利用していますか？
図書館を週に1回以上利用す
る人は65%！男女別で見ると、
女子よりも男子の方が頻繁
に利用している人が多く、何
と男子の８割が週１回以上は
図書館を利用している。

「空き時間を
つぶすため」
という回答は
学年が上がる
につれて減る
一方、「ゼミや
授業の予習・
復習のため」
「自主学習の
ため」という
回答は学年に
比例して増え
る傾向にある。

4年次生で特に「過去の新聞記事などを調べるため」
という回答の割合が高い。就活に活用している人が
多い！？

「本の数が多い」
「静かで利用し
やすい」が断ト
ツ！学年別に見
ても、全学年に
おいてこの２つ
がTOP２。

若者の活字離れが叫ばれる
一方、半数以上の人は「あまり
変わらない」と回答。学年別で
見ると、学年が上がるにつれ、
利用頻度が「上がった」と答え
る人の割合が高くなる傾向に。

週に
数回程度

37%
週に
1回程度
25%

1年に数回程度 3%
半年に数回程度 7%
月に数回程度 24%

ほぼ毎日 3%数年に1回程度 1%

あまり
変わらない

57%

下がった
38%

上がった 
5%

43



鎌田優子さん

ユニバーサルヒーリング

大阪府立豊中高等学校出身
2000年文学部卒業

お客さまが心も体も元気に美しくなれる
癒やし空間を目指しています。
阪急岡町駅の程近く、閑静な住宅街に佇むリラクゼーションサロン

「ユニバーサルヒーリング豊中店」。一軒家を改装した落ち着いた雰
囲気のお店は、美容から健康までトータルケアできる癒やしの空間と
して人気を集めています。
セラピスト兼店長の鎌田優子さんは、大学卒業後、一度は違う業界
で働いていたものの、「実家が祖父の代から続くマッサージ関連の会
社を経営していたので、私も自然な成り行きで今の仕事を始めること
になりました」と語ります。鍼灸の専門学校を経て、国家資格を取得し
た後は、実家が経営する会社で、マッサージ師やセラピストへの技術
指導を行ったり、新しい施術を身に付けるために、ハワイやインドに赴
くなど、人材育成に努めながら、自らの技術も高めてきました。そして
3年前に今のお店をオープン。「ボディケアやリフレクソロジーを中心
としたリラクゼーションメニューと、アロマオイルトリートメントやハワ
イ伝統のマッサージ・ロミロミなどのエステメニューを提供し、体も心
も元気に美しくなれる、日常的に使えるサロンを目指しました」。疲れ
た顔で来店されたお客さまが、笑顔で元気に帰っていくのがとてもう
れしいと言います。関大では映画サークルに所属していた鎌田さん。
学生時代の人との出会いやさまざまな経験がお店の経営で役立つ
ことも多いそうで、「社会に出てから何が役立つかは分かりません。だ
からこそいろいろなことに積極的にチャレンジしておくべきだと思い
ます」と在学生にメッセージをくれました。

仕事中に使用しているアロマオイルとマッサージオイル、そして
ストップウォッチ。

サービス業界／
セラピスト（経営者）

刑事司法制度について多角的に学ぶ。

社会で起こっている犯罪や非行に関わる全ての事象を取り扱う刑事学。
授業は、春学期の総論と秋学期の各論で構成されていて、春学期の総論で
は、死刑や懲役刑、罰金刑などの刑罰について総合的に学びます。これを受
けて秋学期の各論では、犯罪被害者や少年司法、道路交通犯罪、来日外国
人犯罪、組織犯罪など、個別のテーマを設けて授業を実施。例えば少年司法
がテーマであれば、非行少年が起こした事件や、テレビや新聞などのメディ
アで取り上げられているトピックスなど、学生にとって身近な話題も用いな
がら、刑事司法制度の現状や問題点について理解を深めていきます。また、
学生たちにとっては、メディアとは違った角度から事件やニュースを分析し
ていくことで、物事を多角的に捉える力を養うためのトレーニングになって
います。
法律学の場合、脳死にさせることが殺人罪の「殺した」にあたるのかと
いった「解釈」が中心である授業が多い中で、刑事学各論では現状の制度や
運用をどのように変えていくかということが学びの中心です。これは、「問題
点を把握して、解決策を提示し、実行して、修正するという社会に出てから必
要とされる能力につながるものです」と永田先生は言います。
刑事学各論の特徴の1つに裁判傍聴のレポートがあります。学生は裁判
所に足を運んで刑事裁判を傍聴し、その内容をまとめて提出しなければな
りません。これらの手間を惜しまない、やる気のある学生にとっては、非常に
有意義な時間となることでしょう。

法学部

「刑事学各論」
永田憲史 准教授

刑事学はあらゆる犯罪と刑罰について勉強する授業
です。道路交通法や少年法など、イメージしやすい法
律が数多く出てくるので、授業を受けていても大変楽
しかったです。

橋本沙也加さん（4年次生）※取材時は3年次生

犯罪や刑罰について研究している学問なので、そこ
に興味を持ち選択しました。永田先生の授業は、難し
い専門用語なども日常的な言葉に置き換えて説明し
てくれるので、非常に分かりやすいです。

白崎裕貴さん（4年次生）※取材時は3年次生

さまざまなテーマや実際に起こった事件、身近なニュースを通じて、
刑事司法制度の現状や問題点について理解を深めていきます。

ある1日の
スケジュール

イメージだけで感覚的な意
見を述べることができるテー
マが多い分野です。学生の皆
さんには裁判傍聴に赴くこ
と、判決文を読むこと、実務家
の講演を聴くことなどを通じ
て、現状や典型的な事例を的
確に把握してイメージを修正
し、多面的に考察を深めるこ
とを期待しています。

法学部
永田憲史 准教授
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なるほど・ザ・関大！

「関西大学ビジネスプラン・コンペティション＝Kansai University BIz Plan Competition」。略し
て「KUBIC（キュービック）」は、2006年に商学部の創設100周年記念事業の一環としてスタートした
イベントで、「学生の力」をキャッチフレーズに、毎年全国の大学生や高校生からさまざまなベン
チャービジネスプランを募集し、コンペティション（本選会）を開催していま
す。そのKUBICの運営を担当する学生実行委員会で代表を務める
大谷萌子さん。1年次の秋にKUBIC本選会を観覧し、進行やイ
ベントなどに奮闘しているスタッフの勇姿を見て、「私も運営
に携わってみたい」と、次年度の実行委員に申し込んだと
言います。
「昨年度は内務班として、主にフェイスブックやツイッ
ターを使った広報活動を担当しました。実行委員を1年
やってみてとても楽しかったのと、もっとこうしたいとい
う思いがあったので、今年は思い切って代表に立候補し
ました」。現在は、各班の取りまとめやイベントスケジュー
ルの管理、先生方との折衝など、本選会に向けて忙しく活
動している大谷さん。「実行委員が一丸となって、応募者
も観覧者も、そして私たちも、みんなが心から楽しめる
本選会にしたい」と今年の意気込みについて話します。
「実行委員になってからは、たくさんの人の前でプ
レゼンをしたり、先生に許可をいただくために交渉
をしたりと、いろいろと貴重な経験をさせていただ
いています。これらの経験を、これからの就職活動
や社会に出てからも生かしていきた
いです」と今後の抱負について
も語ってくれました。

大谷萌子さん

Moeko Otani

商学部 3年次生今月の

関大生
の友の

輪
「KUBIC2013」をみんなで楽しみたい。

KUBICでは現在、全国の皆さんから
新事業の企画書（ビジネスプラン）を
募集しています。自由な発想で考えた
「自由応募部門」と、協賛企業が提示す
る“お題”に合わせた「テーマ部門」の
2つの部門で応募できます。募集期間
は6月15日（土）まで。応募に関する詳
しい情報は下記ウェブサイトをご覧く
ださい。
http://www.kubic-kandai.com/ 

次回は、大谷さんからのご紹
介でボランティアセンター
学生スタッフの髙木勝司
さん（政策3）が登場。お楽
しみに！

KUBIC2013

総合関関戦 激闘の記憶総合関関戦 激闘の記憶

1978年（昭和5 3
年）11月29・30日、総
合関関戦の記念すべ
き第1回大会が関西
大学千里山キャンパス
で行われました。体育
会27部が2日間にわ
たって熱戦を繰り広げ
た結果、15勝8敗3分
という関大の圧倒的
勝利で、総合関関戦
の歴史はスタートしま
す。

6月13日（木） 
クラブ名 場所 試合時間
陸上ホッケー 第3フィールド 10：00～
卓球 総合体育館卓球場 14：00～
少林寺拳法 総合体育館フェンシング場 16：00～
バスケットボール女子 総合体育館大フロア 16：00～
バスケットボール男子 総合体育館大フロア 17：30～

6月14日（金）
クラブ名 場所 試合時間
ゴルフ 千刈カントリークラブ 7：00～
テニス 第4フィールドテニスコート 9：50～

準硬式野球 第3フィールド野球場 10：00～
ラクロス 第3フィールド 13：00～
サッカー男子 第4フィールド 13：30～
バレーボール 総合体育館大フロア 16：30～
アイスホッケー 関西大学アイスアリーナ 17：00～

6月15日（土）
クラブ名 場所 試合時間
アーチェリー 第2フィールド洋弓場 9：30～
フェンシング 総合体育館フェンシング場 10：00～
ハンドボール女子 総合体育館大フロア 10：30～
ソフトテニス 第1フィールドテニスコート 10：30～

重量挙 総合体育館重量挙場 11：00～
合気道 新学生会館合気道場 11：00～
サッカー女子 第4フィールド 11：30～
ハンドボール男子 総合体育館大フロア 12：00～
野球 第3フィールド野球場 12：30～
レスリング 総合体育館レスリング場 13：00～
相撲 新学生会館相撲場 13：00～
拳法 総合体育館小フロア 13：30～
剣道 総合体育館大フロア 14：00～

通算成績16勝18敗で迎える第36回総合関関戦。是が非でも勝ちたい関
大にとっては、絶対に負けられない戦いが続きます。前哨戦の成績は4勝5敗
（5月24日現在）で、関西学院大学がリード。今年のテーマは「PROVE～感意

昇心を胸に～」。アウェー関西学院大学で行われる今大会、懸命に戦う選手た
ちを勇気付けるためにも、ぜひ応援に駆け付けましょう。
※各試合開始時間に変更の可能性があります。詳細はインフォメーションシ
ステムお知らせで随時確認してください。

第1回大会は関大の圧勝！
第3回大会からスタートした、「健康マラソン」。総合
関関戦を教職員や学生、OB・OG、市民の皆さんに
も楽しんでもらおうと企画され、当日は約1,000人が参
加しました。第12回大会からは、関西大学卒業生で
ロサンゼルスオリンピック陸上三段跳び銅メダリストの
故・大島鎌吉氏の功績をたたえ、「大島鎌吉記念健
康マラソン大会」と
して行われていま
す。

第3回大会「健康マラソン」スタート
1982年（昭和57年）に開催された第5回大会で

は、総合関関戦御堂筋パレードが行われました。「両
大学の一大イベントを広く一般市民にもアピールしよ
う」という目的で、休日の
中之島公園周辺で華々
しく行われ、市民の目を
楽しませました。パレード
終了後には両大学応援
団による応援合戦が繰り
広げられ、学歌、応援歌
などが、大阪の空に響き
わたりました。

第5回大会　御堂筋をパレード

1992年（平成4年）開催の第15回大会を総合成
績22勝12敗3分という圧倒的な強さで総合優勝を

果たした関大は、
第12回大会から
続く連勝をさらに伸
ばし、4連覇を達
成。これにより、通
算成績を11勝4敗
としました。

第15回大会で4連覇を達成！
関西大学体育会野球部OBで、現在、プロ野
球・阪神タイガースで活躍している岩田稔投手も、
総合関関戦の歴史に名を刻んだ1人。2002年（平

成14）年の第25
回大会では、1年
次生ながら先発を
任されると、関学
打線を5安打に抑
える完封で、9対0
の勝利に貢献しま
した。

有名なあの選手も総合関関戦で活躍
関西学院大学で行われた第34回大会。ラグ

ビー部が8年ぶり、漕艇部が5年ぶりに勝利するな
ど健闘したものの、総合成績13勝18敗と勝利には

手が届かず、通算
成績16勝17敗とな
り、総合関関戦の歴
史で初の負け越しと
なりました。

第34回大会　通算成績で初の負け越し

大
会
の
日
程
表

大
会
の
日
程
表

5年ぶりの総合優勝へ負けられない！第36回総合関関戦5年ぶりの総合優勝へ負けられない！第36回総合関関戦

関西大学体育会と関西学院大学体育会が意地とプライドをかけて戦う「総合関関戦」。
毎年、両大学が良きライバルとして対戦し、親睦を深めています。

今回は、今年で36回目を迎えた同大会の激闘の歴史を振り返ってみました。

関大スポーツ 第67号 関大スポーツ 第81号

大島鎌吉記念
健康マラソン大会
（第33回総合

関関戦での様子）

関西大学通信 第211号

関大スポーツ 
第244号関大スポーツ 第190号

※関大スポーツは全て関西大学年史編纂室蔵

第36回総合関関戦　本戦試合日程　会場：関西学院大学上ケ原キャンパス他

※少林寺拳法、合気道は演武のため総合成績の勝敗に含まれません。
※ラクロスは同好会のため、総合成績の勝敗に含まれません。
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なるほど・ザ・関大！

「関西大学ビジネスプラン・コンペティション＝Kansai University BIz Plan Competition」。略し
て「KUBIC（キュービック）」は、2006年に商学部の創設100周年記念事業の一環としてスタートした
イベントで、「学生の力」をキャッチフレーズに、毎年全国の大学生や高校生からさまざまなベン
チャービジネスプランを募集し、コンペティション（本選会）を開催していま
す。そのKUBICの運営を担当する学生実行委員会で代表を務める
大谷萌子さん。1年次の秋にKUBIC本選会を観覧し、進行やイ
ベントなどに奮闘しているスタッフの勇姿を見て、「私も運営
に携わってみたい」と、次年度の実行委員に申し込んだと
言います。
「昨年度は内務班として、主にフェイスブックやツイッ
ターを使った広報活動を担当しました。実行委員を1年
やってみてとても楽しかったのと、もっとこうしたいとい
う思いがあったので、今年は思い切って代表に立候補し
ました」。現在は、各班の取りまとめやイベントスケジュー
ルの管理、先生方との折衝など、本選会に向けて忙しく活
動している大谷さん。「実行委員が一丸となって、応募者
も観覧者も、そして私たちも、みんなが心から楽しめる
本選会にしたい」と今年の意気込みについて話します。
「実行委員になってからは、たくさんの人の前でプ
レゼンをしたり、先生に許可をいただくために交渉
をしたりと、いろいろと貴重な経験をさせていただ
いています。これらの経験を、これからの就職活動
や社会に出てからも生かしていきた
いです」と今後の抱負について
も語ってくれました。

大谷萌子さん

Moeko Otani

商学部 3年次生今月の

関大生
の友の

輪
「KUBIC2013」をみんなで楽しみたい。

KUBICでは現在、全国の皆さんから
新事業の企画書（ビジネスプラン）を
募集しています。自由な発想で考えた
「自由応募部門」と、協賛企業が提示す
る“お題”に合わせた「テーマ部門」の
2つの部門で応募できます。募集期間
は6月15日（土）まで。応募に関する詳
しい情報は下記ウェブサイトをご覧く
ださい。
http://www.kubic-kandai.com/ 

次回は、大谷さんからのご紹
介でボランティアセンター
学生スタッフの髙木勝司
さん（政策3）が登場。お楽
しみに！

KUBIC2013

総合関関戦 激闘の記憶総合関関戦 激闘の記憶

1978年（昭和5 3
年）11月29・30日、総
合関関戦の記念すべ
き第1回大会が関西
大学千里山キャンパス
で行われました。体育
会27部が2日間にわ
たって熱戦を繰り広げ
た結果、15勝8敗3分
という関大の圧倒的
勝利で、総合関関戦
の歴史はスタートしま
す。

6月13日（木） 
クラブ名 場所 試合時間
陸上ホッケー 第3フィールド 10：00～
卓球 総合体育館卓球場 14：00～
バスケットボール女子 総合体育館大フロア 16：00～
少林寺拳法 総合体育館フェンシング場 16：45～
バスケットボール男子 総合体育館大フロア 17：30～

6月14日（金）
クラブ名 場所 試合時間
ゴルフ 千刈カントリークラブ 7：00～
テニス 第4フィールドテニスコート 8：30～

準硬式野球 第3フィールド野球場 10：00～
ラクロス 第3フィールド 13：00～
サッカー男子 第4フィールド 13：30～
バレーボール 総合体育館大フロア 16：30～
アイスホッケー 関西大学アイスアリーナ 17：00～

6月15日（土）
クラブ名 場所 試合時間
アーチェリー 第2フィールド洋弓場 9：30～
フェンシング 総合体育館フェンシング場 10：00～
ハンドボール女子 総合体育館大フロア 10：30～
ソフトテニス 第1フィールドテニスコート 10：30～

重量挙 総合体育館重量挙場 11：00～
野球 第3フィールド野球場 11：00～
合気道 新学生会館合気道場 11：00～
サッカー女子 第4フィールド 11：30～
ハンドボール男子 総合体育館大フロア 12：00～
レスリング 総合体育館レスリング場 13：00～
相撲 新学生会館相撲場 13：00～
拳法 総合体育館小フロア 13：30～
剣道 総合体育館大フロア 14：00～

通算成績16勝18敗で迎える第36回総合関関戦。是が非でも勝ちたい関
大にとっては、絶対に負けられない戦いが続きます。前哨戦の成績は4勝5敗
（5月24日現在）で、関西学院大学がリード。今年のテーマは「PROVE～感意

昇心を胸に～」。アウェー関西学院大学で行われる今大会、懸命に戦う選手た
ちを勇気付けるためにも、ぜひ応援に駆け付けましょう。

第1回大会は関大の圧勝！
第3回大会からスタートした、「健康マラソン」。総合
関関戦を教職員や学生、OB・OG、市民の皆さんに
も楽しんでもらおうと企画され、当日は約1,000人が参
加しました。第12回大会からは、関西大学卒業生で
ロサンゼルスオリンピック陸上三段跳び銅メダリストの
故・大島鎌吉氏の功績をたたえ、「大島鎌吉記念健
康マラソン大会」と
して行われていま
す。

第3回大会「健康マラソン」スタート
1982年（昭和57年）に開催された第5回大会で

は、総合関関戦御堂筋パレードが行われました。「両
大学の一大イベントを広く一般市民にもアピールしよ
う」という目的で、休日の
中之島公園周辺で華々
しく行われ、市民の目を
楽しませました。パレード
終了後には両大学応援
団による応援合戦が繰り
広げられ、学歌、応援歌
などが、大阪の空に響き
わたりました。

第5回大会　御堂筋をパレード

1992年（平成4年）開催の第15回大会を総合成
績22勝12敗3分という圧倒的な強さで総合優勝を

果たした関大は、
第12回大会から
続く連勝をさらに伸
ばし、4連覇を達
成。これにより、通
算成績を11勝4敗
としました。

第15回大会で4連覇を達成！
関西大学体育会野球部OBで、現在、プロ野
球・阪神タイガースで活躍している岩田稔投手も、
総合関関戦の歴史に名を刻んだ1人。2002年（平

成14）年の第25
回大会では、1年
次生ながら先発を
任されると、関学
打線を5安打に抑
える完封で、9対0
の勝利に貢献しま
した。

有名なあの選手も総合関関戦で活躍
関西学院大学で行われた第34回大会。ラグ

ビー部が8年ぶり、漕艇部が5年ぶりに勝利するな
ど健闘したものの、総合成績13勝18敗と勝利には

手が届かず、通算
成績16勝17敗とな
り、総合関関戦の歴
史で初の負け越しと
なりました。

第34回大会　通算成績で初の負け越し

大
会
の
日
程
表

大
会
の
日
程
表

5年ぶりの総合優勝へ負けられない！第36回総合関関戦5年ぶりの総合優勝へ負けられない！第36回総合関関戦

関西大学体育会と関西学院大学体育会が意地とプライドをかけて戦う「総合関関戦」。
毎年、両大学が良きライバルとして対戦し、親睦を深めています。

今回は、今年で36回目を迎えた同大会の激闘の歴史を振り返ってみました。

関大スポーツ 第67号 関大スポーツ 第81号

大島鎌吉記念
健康マラソン大会
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関関戦での様子）

関西大学通信 第211号

関大スポーツ 
第244号関大スポーツ 第190号

※関大スポーツは全て関西大学年史編纂室蔵

第36回総合関関戦　本戦試合日程　会場：関西学院大学上ケ原キャンパス他

※少林寺拳法、合気道は演武のため総合成績の勝敗に含まれません。
※ラクロスは同好会のため、総合成績の勝敗に含まれません。
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千里山

高槻ミューズ

高槻
（総合情報学部生・大学院
総合情報学研究科生に限る）

堺
（人間健康学部生に限る）

エクステンション・
リードセンター事務室
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

キャリアセンター
高槻キャンパス分室

キャリアセンター
堺キャンパス分室

10時30分～21時
（日・祝日および本学休業日を除く）

10時～17時
（土・日・祝日および本学休業日を除く）

10時～16時
（土・日・祝日および本学休業日を除く）
※12時30分～13時30分

は除く

10時～16時
（土・日・祝日および本学休業日を除く）
※12時30分～13時30分

は除く

友達100人できるかな？ シラバスのお得な使い方手話は目で聞く言葉

新入生合宿を開催 社会安全と大学での学び言葉は力です。

学術講演会（人型ロボットとビジネス）を
行います。

総情生がオリックス・バファローズとコラボ

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。

最近、大学でやりたいことは「友達づくり」、とい
う新入生をよく見かけます。それはそれで結構
なのですが、今後の厳しい人生のためには、む
しろ「孤独な精神」の修養に努めてほしいと思
います。20世紀の公法学者カール・シュミット
が苦難の時期に心の支えとしたのは、マックス・
シュティルナーの『唯一者とその所有』でした。
苦境においてなおその誇りを失うまいとする知
性が最後のよりどころとするのは、温かく寄り
添う心優しき人々ではなく、不遜なまでに孤独
に世界に対峙（たいじ）する精神なのです。

（入試主任　西平等教授）

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

新入生歓迎特別
行事で手話通訳
士の西田功氏を
お招きして、「目
で聞く言葉。手話
への誘い」という
題目で講演会を
開催しました。聴覚障がい者が日常生活で困っ
ていることや助けてもらいたいことを知り、言
語やコミュニケーションが生きていく上でいか
に大切かをあらためて気付かされました。

（学生主任　石井光准教授）

安全衛生週間・理科実験クラブ／定期試験に向けて
6月には、第4学舎全域で安全衛生に関する
取り組みの一環として、安全衛生週間が実施
されます。安全衛生週間では、教員と学生が
協力し、全研究室における一斉自主点検や、
事故防止啓発のための講演会が行われます。
学生および教職員の安全管理に対する意識
の向上と、実践訓練を目的として活動してお
り、この機会を通して、安全衛生についての
認識をさらに高められることでしょう。
　
5月25日から「Kan-Dai理科実験クラブ」が

行われており、6月29日（土）までの約1カ月
間、6回に分けて実験教室が開講されます。
これは、理系の学びや体験を通して、高校生
に科学技術に関心を持ってもらうための企
画です。昨年は、本学併設高等学校から
139人、その他一般の高等学校からは57人
の高校生が参加し、大変好評でした。理科実
験クラブは、本学理工系3学部における学び
や研究の内容を、本学教員の指導のもと、実
験を通して体験するプログラムになってい
ます。今年は、新しいテーマを加えて実施さ

れるため、理系を志望する高校生の多くの
参加が期待されます。

7月には、春学期の講義を通じて身に付けた
知識と能力が試される「到達度の確認」「春
学期末試験」が控えています。在学生の皆さ
んは、授業に真剣に取り組み、十分な学習計
画のもと試験に臨めるように準備をしてく
ださい。
（環境都市工学部副学部長　山本秀樹教授）

経済学部／経済学研究科

新入生歓迎の合宿がゴールデンウイークに3
回に分けて行われました。学部創設以来の恒例
行事ですが、今回は新入生の約9割、340人が
参加しました。一般的なオリエンテーリングの
他、グループごとに2つの課題について解決策
を考えるというトレーニングを行いました。「関
西国際空港を控えた泉佐野市の国際化」と「リ
オデジャネイロでのオリンピック後の経済対
策」という難しいテーマでしたが、新入生は深
夜まで議論を重ね、その熱意に教員も驚くほど
でした。

（深井麗雄教授）

政策創造学部／ガバナンス研究科

日頃「すいません」という言葉を何げなく使います。
英語の「I’m sorry」と同じ意味であると多くの人
が思っています。英語で「I’m sorry」と言う場合は、
話者が聞き手に悪いことをしたと思い謝罪する、
あるいは聞き手に起こった不幸なことに言及する
時に使います。しかし、日本語の「すいません」は多
くの場合コミュニケーションを円滑にする潤滑油
のような役割をします。関西大学では英語、中国
語、朝鮮語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロ
シア語、日本語が学べます。4年間でこれらの多言
語に触れ、言葉が持つ力を身に付けてください。

（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

6月27日(木)16時20分からBIGホール100で、
（株）村田製作所による講演会が開催されます。
演目は村田製作所が開発した人型ロボット「ムラ
タセイサク君」と「ムラタセイコちゃん」について
で、開発の舞台裏やその将来性について語ってい
ただきます。商学部では産学連携のプロジェクト
型学習・研究を積極的に行っています。今回の講
演は、3年間にわたって行われている「ロボット関
連技術とビジネス」プロジェクトの一環として行わ
れます。大勢の方のご来場を期待しております。

（入試主任　西岡健一准教授）

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

社会学部では「学際性」を重視しますが、どの学
部でも大学生は、専門知識に加えて学際的な
教養を身に付けることが期待されています。そ
のために、自分が履修していない科目のシラバ
スを「日頃から」よく読むことを勧めます。学部
の学びの全体像を知れば、毎日の講義の意味
理解が飛躍的にアップします。特に、キーワード
検索を活用して、他の学部の関連科目のシラバ
スにも積極的にアクセスしてみてください。履
修はできなくとも、視野の拡大のために大きな
プラスになること間違いありません。

（学部学生相談主事　髙瀬武典教授）

社会学部／社会学研究科

総合情報学部／総合情報学研究科

徳山美津恵
准教授・松
本渉准教授
の両ゼミ生
が、7月に高
槻市内で行
われるオリッ

クス・バファローズ戦で来場者調査を実施、そ
の結果を分析し、球団にプロ野球活性化の提
言をすることになりました。5月8日にはゼミ生
たちが球団関係者から事前研修を受けました。

（西田晃一准教授）

社会安全学部／社会安全研究科

北陽中学校の新入生が４月９日から１１日まで、昨年
度とは実施場所を変更して、高石市の大阪国際
ユースホステルにおいて２泊３日の宿泊オリエン
テーションを実施しました。初日はあいさつ・集団
行動・学校生活についての説明・HR活動などを行
い、夕食後には全員でキャンプファイヤーを行いま
した。２日目以降は松ぼっくりを用いたクラフト体験、
飯ごう炊さんによるカレー作り、チームビルド、クラ
ス対抗の歌合戦、ドッジボール大会などさまざまな
プログラムを通じての仲間
づくりと新たな中学校生活
の基礎となるルールやマ
ナーを学びました。

（教頭　村上雄一）

入試要項配布・進学説明会開催
会計専門職大学院では、来年度（2014年4月入学)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、いくつか変更点があり、①学内進学
試験における自己推薦方式の導入、②高度な資格取
得者を対象とする給付奨学金制度の新設、③11月募
集を追加し、年5回の受験機会の確保などが挙げられ
ます。これらによって、公認会計士などの高度職業会
計人に関心のある皆さんが、より積極的に会計専門職
大学院進学を検討してもらえるものと期待していま
す。また、6月8日(土)13時～
15時には進学説明会を開催
します。入試要項請求・進学
説明会の詳細については、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/

（入試主任　中村繁隆准教授）

社会安全学部では、毎年3月に講演会を開催し
ており、2012年度は、新入生の入学前教育の
一環として「社会安全学部でいかに学ぶのか」
をテーマにして開催しました。城下助教による
問題提起に始まり、後半は、大学とは異なる立
場で社会安全実現のための活動を行っている
4人のかたがたをお迎えし、菅准教授のコー
ディネートでパネルディスカッションを行いまし
た。社会安全実現のために大学に求められる役
割を再確認する機会となり、新入生にとっても
4年間の学びの方向を考える1日となりました。

（城下英行助教）

体験教育の新たな発信基地へ
人間健康学部では、堺キャンパスのシンボル的
存在であるプロジェクトアドベンチャー施設を
活用し、本学部独自の新たな体験型教育の在り
方を模索してきました。今年度より関西大学教
育研究高度化促進費の助成を受け、これまで
の取り組みを「プロジェクトアドベンチャーを基
盤にした体験教育型研修プログラム」として整
理し、教員をはじめとする対人援助職の研修や
自然・野外での体験教育も視野に入れた一貫し
たプログラムの開発に取り組んでいます。

（村川治彦准教授）

院生論集『文化交渉』の刊行開始
東アジア文化研究科院生論
集『文化交渉』が創刊されま
した。東アジア文化研究科の
前期課程・後期課程院生お
よび海外からの訪問研究員
の論文22本が掲載されて
います。院生の主体的な研
究活動を推進し、学術成果
を積極的に発信する場として、今後も一層の充
実を図っていきます。

（東アジア文化研究科副研究科長　
藤田髙夫教授）

大学からの重要なお知らせ

キャンプファイヤー

本学の３年次生・Ｍ１生の皆さんを対象とした「ＳＰＩ試験対策講座」の受講申込受付が７月１０日（水）に始まります！
6月に学内で実施される無料の就職模擬（SPI）試験を受験※し、その試験結果が5段階以下の方には、夏休み期間に実施される同対策講座の受講をお勧めします。
皆さんのお申し込みをお待ちしています。※秋学期にも、500円で学内受験できる就職模擬試験を予定しています。

ＳＰＩ試験対策講座 【受講申込受付】

エクステンション・リードセンター（ERC）

【日程・内容】

※日程・内容等は変更になる場合があります。
★１　初回は授業開始30分前よりオリエンテーションと教材配布を行います。　★２　ＳＰＩ模擬試験の日程については講座内でご案内します。

「夏休み特訓コース」（開講キャンパス 千里山）
【募集人員】４００人　【受講料・教材費】５,０００円　【日程・内容】別表の通り　
※詳細は講座案内2013を参照してください。

1

2
3
4
5
6

9/9(月)

9/10(火)
9/11(水)
9/12(木)
9/13(金)
10月中旬

言語分野① 漢字と熟語の基礎、
 二語の関係、語句の意味・用法
非言語分野③ 集合
非言語分野⑥ 場合の数、順列と組み合わせ
非言語分野⑨ 確率の基礎、確率の計算
非言語分野⑫ 推論
ＳＰＩ模擬試験

言語分野② 適語挿入・熟語の構成、
 文の並べ替え、長文読解
非言語分野④ 料金割引き・清算問題
非言語分野⑦ 仕事算・水槽問題
非言語分野⑩ 速さの計算
非言語分野⑬ 資料解釈

非言語分野① 割合の計算

非言語分野⑤ 損益計算・分割払い
非言語分野⑧ 表の読み取り問題
非言語分野⑪ 流水算と旅人算
非言語分野⑭ 整数問題

非言語分野② 食塩水の濃度、
 二重の割合

回 日程 13：00～14：10
内容

14：20～15：30 15：40～16：50 17：00～18：10
★１

★2

キャンパス 受付場所 取扱時間
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関大トピックス

4月11日、千里山キャンパスにて未成年者飲酒防止啓発
キャンペーンを行いました。
新入生を迎えるこの時期に、未成年者の飲酒による事故

を防ぐため、本学学生・職員の他に、大阪府小売酒販組合吹
田支部などの協力を得て、啓発チラシを本学正門付近で配
布しました。
本学では、「適正飲酒」や「未成年者飲酒の防止」に関わる講

演やセミナーを実施するとともに、近隣への迷惑を防止する
ためにも、4月から5月中の花見や新入生歓迎コンパなどにお
けるキャンパス内およびキャンパス周辺での飲酒行為を禁止
し、予防に努めています。また、新入生の多くは未成年であり、
未成年者による飲酒は法律上禁止
されています。上位年次生の皆さん
には、新入生歓迎コンパなどにおい
て未成年者に飲酒をさせたり、強要
しないように強く求めます。
これらの取り組みとして今回の
キャンペーンを実施しました。皆さ
んも、適正飲酒に関する正しい知
識やマナーを持ち、関大生として
の自覚と責任ある行動を心掛けま
しょう。

未成年者飲酒防止啓発キャンペーンを実施
4月12日から27日まで、
関西大学文化会による「文化
フェスティバル2013」が千
里山キャンパスにて開催さ
れ、今年度は「燃えよ文フェ
ス！芸術は爆発だ！！今こそ文
化会大革命！」を統一テーマ
に掲げ、文化会各部の日頃の
活動の成果を生かしたさま
ざまな企画発表などが行わ
れました。
毎年、文化会所属の27団
体が力を合わせて、1つの作品を作り上げる「統一企画」。
今回は「1分間の熱ィィCM～文化会プレゼンツ27団体の
熱血デイズ～」と題して、文化会各団体の特徴や部の活動
風景などを各団体1分から1分半の映像にまとめて、オリジ
ナルCMとして凜風館で放送しました。文化会所属団体に
とっては、自分たちの活動をアピールする良い機会になり
ました。
他にも複数の文化会のコラボレーションによる演奏会や

イベントなども多数行われ、大盛況のうちに、全イベントが
無事終了しました。

文化フェスティバル2013を開催
6月16日（日）、高槻ミューズキャンパスにて、第2回安

全フェスティバルを開催します。「Safety for you いつ学
ぶ？今でしょ！」をテーマに、社会安全学部祭典実行委員会
が企画・運営を行う学生主体の催しで、自衛隊や献血車を
招いてイベントを実施します。AED講習会、停電模擬体
験、高槻市ハザードマップの展示など、社会安全学部なら
ではの企画がめじ
ろ押し。今年は新た
に初等部の児童に
よる家族の似顔絵
も展示し、会場を盛
り上げます。ぜひ、
このイベントを安
全について考える
機会にしましょう。

安全フェスティバルを開催します

堺キャンパス祭を開催します
6月23日（日）、堺キャンパスで「FULL SOUL ついに揃った

人健魂!!」をテーマに、第３回堺キャンパス祭を開催します。
当日は、フリーマーケットや子ども向けイベント、堺キャ

ンパス活動団体による企画などを実施予定です。他キャ
ンパスの皆さまも活気あふれる堺キャンパス祭にお越し
ください。

食に関心があるくせに、無精なため、一度気に入った店があると通い続ける性分
である。関西大学に異動するため、東京からこちらに来たとき、目当ての店が一つ
あった。東京でも有名な、三ノ宮の老舗イタリアンである。着任早々様子見に出かけ
はまってしまい、以来通い続けている。そこでの楽しみは、うまい料理を食べること
と、オーナーから関大の昔話を聞くことである。実は、オーナーが関西大学の卒業
生なのである。大学の下にトンネルが通ることになった当時、随分反対運動があっ

たとかいう話を聞きながら、好物のからすみパスタをいただいている。
それ以外にも関西大学のつながりで、さらに関係が深まる機会というのが、今ま

でに何度かあった。先日も、いつも忙しいときに子供を預かってもらっている近所の
家に子供を迎えに行ったとき、その家のご主人がやはり関西大学出身と分かり、話
が盛り上がった。関大絡みの人のつながりを今後も大切にしたい。出身大学以外に
も、勤務大学関係の人の輪が広がる点が、この職業の良いところである。

「関大つながりの人の輪」　社会安全学部　永田尚三 准教授

今号の表紙には6月の「梅雨」をイメージさせるイラストが描かれていますが、梅雨の時期は、多くの人がうっとうしいと思っています。
一方、この時期を一番うれしく思っている生き物はカビです。カビは湿気70％以上の環境を好み、自宅でカビが生えやすい場所は、浴室、
台所、押し入れなどがあります。カビ予防の最大のポイントは除湿なので、換気を小まめに行いましょう。マダニ感染も問題になっていま
すが、カビも人の肺に生える可能性があるので気を付けてくださいね。（広報委員・化学生命工学部教授　河原秀久）

今月の表紙：東奎太さん（社3）、入澤栄介さん（経3）、大杉理子さん（商3）、影山亮人さん（経3）、杉原隆太さん（環都3）、田内駿兵さん（経3）、藤井祥瑛さん（社3）、水口奈美さん（経3）、
本屋敷孟さん（法3）、八木美知枝さん（商3）、吉井実南さん（情3）
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【働く関大人】サービス業界／セラピスト（経営者）みんなで一緒に考えよう。【関大誌上教室】
ユニバーサルヒーリング 鎌田優子さん
【なるほど・ザ・関大！】
総合関関戦　激闘の記憶
【今月のシンクさんアクトくん 関大生の友の輪】
商学部3年次生 大谷萌子さん「刑事学各論」永田憲史 准教授

【VIVA!学び場】法学部

あなたは図書館を利用していますか？

隣のあいつは実はすごいヤツ！？
関大トップランナーズ

表紙モデル
大募集！！
詳しくは裏表紙へ

未成年者飲酒防止啓発キャンペーンの様子

茶道部

キャンペーンチラシ

混声合唱団ひびき 昨年の様子

昨年の様子

表紙モデル
大募集！！

広報課では、『関大通信』の表紙を飾ってくれる関大
生を募集しています。次回の表紙写真撮影会は、
10月上旬を予定しています。個人でも、グループ
（ゼミ・サークル・クラブなど）でもOK！
興味のある人は、学籍番号・氏名・携帯番号を
【tsushin@ml.kandai.jp】まで送信してください。


