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【働く関大人】工業界／技術者

みんなで一緒に考えよう。【関大誌上教室】

ダイキン工業株式会社　矢野浩之さん

【なるほど・ザ・関大！】
行ってみよう！見てみよう！飲んでみよう！
関西大学「名所と名物」
【今月のシンクさんアクトくん 関大生の友の輪】
人間健康学部4年次生 増田貴登さん

2014年度 新任教員紹介

新入生のためのお役立ちマップ 
関西大学キャンパスガイド2014

「専門演習」三浦文夫 教授
【VIVA!学び場】社会学部 社会学科 メディア専攻 　

知っておくべき身近な税金

大学生活の達人になろう！
～先輩から学ぶ、関大ライフの楽しみ方～



先輩先輩からから学ぶ、学ぶ、関大ライフの

先輩から学ぶ、関大ライフのの

兵庫県丹波市の地域再生に取り組む「関西大学TAFS佐治スタジオ」より、発信された活動の中の一
つ「森と関わる」をテーマとした、春日町でのツリーハウス造りに参加しました。環境都市工学部建築
学科の私たちは、ものづくりにとても興味を持っており、実際にツリーハウスの設計から伐採、組み
立て、完成までの貴重な体験ができることに魅力を感じたのが、この活動への参加のきっかけでし
た。普段あまり訪れない憧れの田舎で、現地の人たちと交流しながら、自分たちのアイデアを出し合
い造り上げたツリーハウスが完成した瞬間は、感無量でした。しかし造るだけでなく、このツリーハウ
スを通して森を知ってもらい、多くの人とのつながりを深くすることが、本当のゴールだと思ってい
ます。「佐治スタジオ」では他にも、氷上町で行われる伝統的な祭り「愛宕祭り」に参加するグループ
「ATACOM」を立ち上げ、地域との協働、まちづくりへの貢献、地元の公園の活性化を目的にイベン
ト企画や改修計画にも取り組んでいます。このような活動を通して、普段の大学生活では味わえな
い体験や地域の人々との交流、自分たちで物事を切り開こうとする気持ちが養えたと思っています。

吹田クリエイティブ・ムーブメンツ（SCM）という学生団体の代表を務め、吹田市を盛り上げるための活動をしています。JR吹田駅前の商
店街が、以前から「学生応援商店街」として、私たち学生を支えてくれていることを知り、ぜひ恩返しをしていきたいという気持ちで、商店
街主催イベントのボランティアスタッフなどを担当しています。中でも私たちが運営する大きなイベントの一つ「ミスター&ミスキャンパ
ス関大」では、コンテスト出場の候補者たちと吹田市の商店街を訪れ、そこでのさまざまな発見や交流を通して、吹田市の魅力発信の場と
なるコンテストになるよう努めています。「吹田市全体の活性化」が目標だけに、すぐに結果に表れずつらい時もありますが、私たちの活動
がだんだんと大きな力になっていくことを信じています。新入生には、学生時代にしかできないことに情熱を燃やし、「縁・運・恩」を大切に
して、受け身でなく主体的に動く充実した学生生活を送ってほしいです。何か始めたいと思ったら、ぜひSCMをのぞいてみてください。

社会学部4年次生
藤井 瑞穂さん

人間健康学部のバレーボールの準登録団体「がんば FLY HIGH」の代表を務めています。小学校
のころからバレーボールをしていたので、大学入学後は迷わず、このサークルへの入部を決めまし
た。現在、部員は男女合わせて50人ほど在籍しており、週3回の練習や他大学のチームも参加する
大会にも出場しています。この他にも、職員や他団体との施設利用の交渉やさまざまな情報共有
を行う会議への出席など、代表としての仕事も行っています。このサークルでは、部員全員が楽し
んでバレーボールに取り組んでいますし、バレーボール以外でも、昨年4月に新入生歓迎企画とし
て、フットサルやバスケットボールなど、さまざまなスポーツを通して新入生と交流するイベントも
行いました。大学生活は目標を持って何かに取り組むことが重要だと思います。目標が達成できた
かできていないかを確認することによって、自分の成長を把握することができます。新入生の皆さ
んも、何か目標を掲げ、自分が今何をするべきかを考えて行動に移してほしいと思います。

地震や津波、災害時の対応などが学べる施設「津波・高潮ステーション」（大阪市）で、ボランティア活動を行う「つなたかサーク
ル」に所属しています。大学生になって新しいことを始めてみようと思っていたところ、先輩からサークルの話を聞き、ぜひやっ
てみたいと思いました。「つなたかサークル」での私たちの役目は、津波・高潮ステーションのイベントなどを通して、多くの人
に災害の知識や備えについて理解してもらうため、行政の人たちと地域住民との橋渡しを行うことです。災害についてまだ理
解できない子どもたち向けのパンフレットの作成では、難しい内容をどのようにすれば、子どもたちが興味を持ってくれるもの
になるかを考え、配布方法も工夫したところ、とても好評だったようで、すごくやりがいを感じました。私は、3年前に起こった東
日本大震災に衝撃を受け、今の自分にできることを考えたとき、自分自身が防災・減災について勉強することで、将来多くの人
に自分の知識を伝えられ、人の役に立てるのではないかと思ったので、今のサークル活動にも積極的に参加しています。皆さ
んも自分が一体何がしたいかを考え、大学生の今だからこそできることからスタートさせてほしいと思います。

社会安全学部2年次生　
濵本 佳代子さん

体育会アメリカンフットボール部に所属し、日本一を目指して練習に取り組んでいます。高校時代までは野球一筋でしたが、
関大への入学前にアメリカンフットボールに出会い、「この競技で日本一になりたい！」と思い、入部を決めました。アメリカン
フットボールは、ボールを投げる選手（QB）、ボールをキャッチして走る選手（WR）、ボールを持つ選手がタックルされないよ
うにブロックをする選手（OL）など、ポジションごとに役割が分業されているので、多くの選手が試合に出場できます。また、
部員の約4割が大学から競技を始めた選手なので、部員全員に試合出場のチャンスがあり、さまざまなスポーツで培った経
験や能力を生かせるスポーツです。このスポーツを通して、野球とはまた違ったチームワークの大切さを学ぶことができまし
た。学生の本業である勉強も、部員全員が文武両道を心掛けており、部員同士でサポートし合いながら、しっかりと行ってい
ます。大学生活は自分の好きなことに打ち込むことが大切だと思います。新入生の皆さんも、好奇心を持って自分がやりた
いことを見つけ、チャレンジしてみると、きっと充実した大学生活を送ることができると思います。

経済学部3年次生　
山下 公平さん

総合情報学部ならではのボランティア団体「メディアクリエイティブサポーター」で活動しています。高槻キャンパス祭やオープンキャン
パスなどのイベントで、スタジオを使用しながらテレビ番組の制作を体験してもらう体験型の企画や、週に1度、キャンパス内の2台のモ
ニターで放送するドラマやバラエティー番組の制作、冬に開催の上映会で発表する映画の制作などを行っています。一つの番組や映画
を作り上げるために、番組の企画、脚本、絵コンテの作成、キャスティング、スタジオセットの組み立てや番組に出演する演者まで、全て学
生で行っています。長い期間を費やして制作した作品が完成したときは本当にやりがいを感じます。その他にも、昨年11月に高槻キャン
パス初の野外イベント「Sojo Out Stage」を他の団体と協力して開催し、映画の上映も行いました。大学生活は自分の興味があることに
対して、どんどん行動を起こすことが大切です。関西大学でできることはたくさんあると思いますし、関西大学でしかできないこともたく
さんあると思います。失敗しても構わないので、何事にもチャレンジすると、自分の身に付くこともたくさんあるのではないでしょうか。

総合情報学部4年次生
篠原 舞さん

理工学研究科博士課程前期課程2年次生　植地 惇さん（右上）

環境都市工学部2年次生　中村 穗希さん（左下）
理工学研究科博士課程前期課程2年次生　関谷 大志朗さん（左上）

環境都市工学部2年次生　小寺 沙季さん（右下）
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人間健康学部3年次生　
世羅 拓人さん
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賛成
45%

反対
55%

その他
4%

食料品
16%

食料品
（松阪牛・キャビアなどの
ぜいたく品を除く）
18%

医療サービス
（美容整形などを除く）

28%

大学の授業料
26%

国たばこ税
106.04円（25.9％）
地方たばこ税
122.44円（29.9％）
都道府県たばこ税：17.20円
市町村たばこ税：105.24円

たばこ特別税
16.40円（4.0％）
消費税
30.37円（7.4％）

酒税
77円（33.4%）
消費税
17円（7.4%）

ガソリン税
53.8円（34.9%）
（揮発油税＋地方揮発油税）

特例税率分
25.1円（16.3%）
本則税率分
28.7円（18.6%）
石油石炭税
2.54円（1.6%）
消費税
11.4円（7.4%）

新聞
（全般）
4%

新聞
（スポーツ紙を除く）

4%

 

上がった分の税金で、たくさんの困っ
ている方を助けてあげてほしいから。
ただ、その税金を無駄な事業には一切
使ってほしくない。

人口が減少する中で、今まで通りのイ
ンフラや社会保障などを維持し続ける
ためにはやむを得ない。所得が低くて
も安心して生活できる国にするために
衣食住に関わるものは税を軽減した
り、事情があって働けない人や生活が
苦しい人は消費税を払わなくてもいい
システムがあってもいいと思う。

今後日本は、今よりも確実に少子高齢
化が進み、社会保障などの制度が重要
になってくる。そんなときに福祉に費や
す費用がなくては困るので、税率を上
げ、国民全員が今後の自分たちのため
にお金を払っていくことが大切だと考
えます。

日本の税率は世界的に見て、低い方だ
から。

社会保障費が賄えず、将来の社会保障
費がもらえるのか不安で仕方ない。

 

全面的に反対しているわけではなく、
生活必需品の税率が高くなることに反
対である。

私たちは今までちゃんと税金を納めて
います。勝手に無駄遣いしたのは政治
家たちです。消費税を上げる前に、政
治家の数を減らすべきです。

5%に対し今までの慣れというものも
あるが、議員定数・議員報酬の削減や
年金制度改革をきちんとやるだけでも
消費増税以上の効果があると思う。し
わ寄せのくる部分がおかしい。

今のところ、どこまで上がっていくのか
が分からないので不安だから。

消費税を上げるよりも、無駄な支出を
減らして財政を改善すべきだと考えま
す。また、消費税を上げたところで給与
が上がらなければ、消費が縮小して日
本経済に悪影響を及ぼすと考えます。

学部・学年   性別 学部・学年   性別

法2 女 文4 男

経4 女

政策4 女

情3 男

安全3 男

社3 女

シス理3 男

シス理3 男

理工学
研究科M2 男

1位
2位
3位
4位
5位

10%
15%
20%
無回答
8%

1位
2位
3位
4位
5位
5位

5%
8%

無回答
0%
3%
6%

合計275.25円（67.1％）の税負担 合計94円（40.8%）の税負担 合計67.74円（43.9%）の税負担

アンケート結果をみると半数近くの人が消費税の税率引き上げには賛成して
います。高齢化社会を支えるためには、消費税の増税はやむを得ないという政
府の広報がかなり浸透しているようです。しかし、消費税は、逆進性という課題
も抱えています。逆進性緩和措置として検討されているのが、食料品などへの

軽減税率の適用です。アンケートでは、医療、大学教育への軽減税率の希望が
多くなっています。実は、医療と大学の授業料などは、現在でも非課税となってい
ます。ただし、医療機関でも、消費税が上がると設備や物品の購入代金が増加し
ます。これを日本医師会では「損税」と呼んでいます。このため消費税増税に合わ
せて医療機関の収入となる診療報酬が引き上げられることになっています。
軽減税率の恩恵は高所得層にも及ぶため、逆進性緩和には低所得層に消費税

負担分を還付する給付付き税額控除制度の方が効果的です。ただし、所得と資産
の捕捉ができないと新たな不公平を生じてしまうのが課題とされています。

OPINION  OF  PROFESSOR
経済学部　橋本 恭之教授 次号のテーマは…「関大生の“時間の有効活用法”」

大学の授業は高校時代とは異なる点も多く、学生によって時間の使い方はさまざまです。
関大生の皆さんは、どのように時間を有効に使っているのでしょうか。次号では、関大生の授業の空き時間や自
宅での時間の使い方を徹底リサーチします。

4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

【アンケート実施期間：2014年1月10日～1月31日  対象：関大生  回答者数：301人（男子 153人 女子 148人）】

知っておくべき身近な税金
みんなで一緒に考えよう。関大誌上教室

今号の「関大誌上教室」アンケート「知ってお
くべき身近な税金」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（3月28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。

ひとり暮らしを始めた方や、20歳を超えてお酒やたばこをたしなむようになった方など、
自身の出費としてじかに影響が出るようになり、税金についてリアルに実感するようになった方も多いのでは？

今回の誌上教室では、そんな身近な税金について調査してみました。

これがあなたの身近な税金です（消費税8％現在）

橋本教授に聞いてみよう！

たばこ税 ガソリン税酒税（410円/箱 20本として） （154円/1Lとして）（ビール230円/本 350mlとして）

所得にかかわらず一定の税率がかかる消費税は、低所得層ほど負担感が増す
ため、食料品などの生活必需品については、税率を低くする考え方があります。

反対対

「その他」にはこんな意見が…
軽減税率は必要ない。
（法・卒業・男性）
小中学生にかかる養育費
（社2・女性）
生活必需品
（化生2・男性）
 インターネット通信料
（総合情報学研究科修了・男性）

男女別で見ると、
男子はほぼ半々
の意見だが、女子
は59％が「反対」
だった。

消費税は、高所得層ほど税負担率が低下するという「逆進性」を持っています。
消費税の負担額は、高所得層の方が多いのですが、所得が上昇するにつれて
所得に占める消費の割合が低下するため、所得に対する負担割合でみると高
所得層ほど低くなります。食料品などへ軽減税率を適用すれば、この逆進性を
緩和することができます。低所得層ほど消費に占める食料品などの割合が多
いからです。ところが、軽減税率は逆進性の緩和策としては、あまり効率的な

やり方ではありません。食料品などを軽減税率の対象にすると、高所得層の税
負担も低下してしまうからです。軽減税率の対象とする品目を何にするのかも
難しい問題です。日本新聞協会は、新聞も軽減税率の対象とすべきだと主張し
ています。スポーツ新聞も含まれるのでしょうか？複数税率を採用しているフ
ランスでは、チョコレートはカカオの含有率が高いとぜいたく品だとして税率
が高くなります。税制がかなり複雑化しそうですね。

軽減税率とは・・・

諸外国の消費税は・・・

 ただし、出版物・公共交通は6％、食料品12％
それ以外のもの25％と３段階の税率がある。

消費税が低い国

 カナダにはＧＳＴ（連邦付加価値税）とＰＳＴ
（州売上税）がある。ＧＳＴは5％だが、ＰＳＴは州
によって異なり、PSTとGSTを一体化して統一
売上税（HST）として徴収している州も多い。

 「営業税」と呼ばれている。1986年に導入さ
れて以来、税率は変わっていない。

◎消費税増税「賛成」の意見◎消費税増税「反対」の意見

◎増税賛成の方 ◎増税反対の方

案外賛成も
多い！

「消費税の逆進性とは」…

Ｑ Ｑ Ｑ
今月から消費税が
5％から8％に上がりました。
今後さらに消費税が
上がることに
賛成ですか？反対ですか？

忘れないで！

自分たちの
直接関係する
身近なものには、
軽減税率を必要と
考える傾向が

スウェーデン 25％

豆知識

豆知識
本来の標準税率より低い税率のこと。

カナダ 5％

台湾 5％

消費税が高い国

軽減税率にすべき項目は
どれが妥当だと思いますか？（複数選択可）

今後何％まで
消費税を上げるべき
だと思いますか？

全く差は出ず

ほとんど差は出ず
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矢野浩之さん

ダイキン工業株式会社

大阪府立千里高等学校出身
2008年工学研究科博士課程前期課程修了

流体解析で改善策を見いだす。
一見、不可能なことをシミュレーションで
実現する、やりがいのある仕事です。
ダイキン工業の化学事業部に所属されている矢野浩之さん
の主な仕事は流体解析を用いて製造設備などのガスの流れや
熱のシミュレーションを行い、設備の設計や改良に貢献すること
です。具体的にシミュレーションを行うものは、設備が大き過ぎて
実施できないものや危険が伴う実験、実際に中の状態を確認
できないものの可視化、時間的な問題で回数を減らしたい実験
などです。パソコン上での作業が主ですが時には現場にも足を
運び実際の成果を確かめることもあるそうです。中国の工場を
担当した際にはさまざまな事情で思い通りになっていない現場を
見て、パソコン上のシミュレーションとのギャップにショックを受け
ながらも、同時に面白さも感じたと言います。
「仕事は、パソコンのソフトウエア内で複雑な数式を計算します。
正しく意味を理解したうえで適切な事象に数式を使わないと、
誤った結果が出てしまう。上司の『ソフトに使われるのではなく、使わ
なくてはならない』の言葉を心に刻み、もっと理解を深めていきたい
です」と熱く語る矢野さん。技術者志望の後輩には「学生時代に勉強
したことは、今、仕事上のバックボーンとなって生きています。勉強も
遊びも、いろいろな経験をしてほしい」とメッセージをくれました。
今はグループリーダーからテーマを与えられて作業をしている

けれど、いずれは自分自身で仕事のテーマを作れるような存在に
なりたい、と矢野さんは日々奮闘しています。

進行管理のスケジュール帳はもちろん、以前計算した式が確認できる
「関数電卓」は必需品とのこと。

工業界／技術者

ある1日の
スケジュール
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音楽とラジオメディアをテーマに「知の喜び」を習得。

　ポップミュージックとラジオメディアの関係に主軸を置きながら、メディア以外

のファッションなどの異文化とも関連付けることで時代背景などその変化、流れの

見方を身に付けていく三浦ゼミ。時代によって進化を遂げていくメディアテクノロ

ジーに柔軟に対応し変化してきた音楽を技術も含めて多角的に研究します。その

ために文系の学生は普段あまり足を踏み入れない図書館の技術系のフロアに

行くこともあるとか。新学期はクリエーティブ、ポリシー、マーケティング、テクノ

ロジーといった４つの視点によるメディア研究手法の習得が大きなテーマです。

また、個人の研究、グループによる研究と発表の機会も多くあり、取材、文章作成、

プレゼンテーションや学生間の批評・意見交換などを通じて高いコミュニケー

ション能力の会得を目指します。

　とりわけ新しいテクノロジーに力を入れるという三浦ゼミではフェイスブックも

積極的に取り入れており、課題の提出や就職活動のための自己PR、欠席届の提出

にまで幅広く活用。全てをオープンにすることで学生同士の意見交換も忌憚なく

なされ、客観的意見を知ることで自己の再確認などに役立てているそうです。

　こだわりの強さが目立つゼミの学生たちに三浦教授は言います。「音楽でも

ファッションでも何でもいいから独自のテーマを見つけて深く掘り下げてほしい。

表面的な知識だけではなく一つのことを深く掘り下げていくと、それが何かとどこ

かで地下水脈のようにつながっているのを発見することがあって、それが面白い。

そうした体験が人生を豊かにしてくれます」。それこそが三浦教授がこのゼミで

学生に一番身に付けてほしい「知の喜び」なのだそうです。

社会学部 社会学科 メディア専攻

「専門演習」
三浦文夫 教授

私は「東北ライブハウス大作戦」に興味を持ち、９月に現
地に出向いてライブハウスを巡り、大学でドキュメンタ
リームービーを流すことを実現させました。これもゼミで
学んだ積極性が後押ししてくれたのだと思います。

増田思織さん（4年次生 取材時は3年次生）

AKB48がきっかけでラジオに夢中になりました。今は芸
人さんのラジオが好きで、プレゼンでも笑いを取ることが
快感になっています。大学でサークルや部活はしてないけ
ど、ゼミでは課題が多い分、やりがいを持てるんです。

桝翔太さん（4年次生 取材時は3年次生）

ポップミュージックとラジオメディアの関係の歴史をひもとくことで、現在の音楽産業の
構造と問題点を理解し、さまざまなアプローチによる研究手法を学びます。

積極性を持って学んでほしい。自分
から得たいと思えば得られること
も受け身ではなかなかかないませ
ん。自発的にアクティブ、かつ迅速
に動ける学生を歓迎します。課題も
多いし要求水準も高いので、興味
本位だけで来るとつらいかもしれ
ませんが、「知の喜び」を得ることで
社会に出てからの長い人生がきっ
と充実したものになるはずです。

社会学部
三浦文夫 教授

6



関西大関西大学「名所と名物」名所と名物」
行ってみよう！ 見てみよう！ 飲んでみよう！

なるほど・ザ・関大！なるほど・ザ・関大！

＼行ってみよう！／
【桜の名所、法文坂】【桜の名所、法文坂】

＼見てみよう！／
【高松塚古墳壁画【高松塚古墳壁画

再現展示室】再現展示室】

＼見てみよう！／
【関西大学博物館】【関西大学博物館】

関大グッズを豊富に展開関大グッズを豊富に展開

春には桜が咲き乱れ、桜のアーチを
くぐるだけでも心がウキウキしてきます。
冬とは、まるで別の景色のよう。関大の
桜の名所の一つです。

「世紀の大発見」といわれる高
松塚古墳壁画を、精緻な美術
陶板で再現。発見当時の色彩
やはがれ落ちたしっくいの立体
感までも感じることができます。

今年で開設20周年を迎える大学
博物館。考古、歴史、民俗などに
関する資料や美術工芸品などが
約3万点所蔵されています。

＼飲んでみよう！／
【自然の秀麗】【自然の秀麗】
楠見学長が指導する環境都市
工学部地盤環境工学研究室が
長年研究を重ねて、地質や地下
水賦存量を定量的に解明した
京都の地下水「京都水盆」。
月桂冠株式会社と共同企画し、
『自然の秀麗』として発売してい
ます。

＼行ってみよう！／
【総合学生会館 メディアパーク凜風館】【総合学生会館 メディアパーク凜風館】
創立120周年記念事
業の一環として、「地球
に優しい建物」をキー
ワードに建設。「太陽光
パネル」や「風車」など
電力負荷低減を目的と
するシステムが満載。屋
上広場も人気のスポット
です。

関西大学
楠見晴重 学長

学内売店・自動販売機などにて販売
※一部のキャンパスでは販売していません。

凜風館3階　関西大学生活協同組合

千里山キャンパスだけでなく、高槻キャンパス、高槻ミューズキャンパス、堺キャンパスにも千里山キャンパスだけでなく、高槻キャンパス、高槻ミューズキャンパス、堺キャンパスにも
まだまだたくさんの「名所」「名物」があります。もっと関西大学を楽しみましょまだまだたくさんの「名所」「名物」があります。もっと関西大学を楽しみましょう！

関西大学の広いキャンパスには、知る人ぞ知る「名所」「名物」がたくさんあります。
今回はその中の一部を、ご紹介します。

冬
春

関大グッズ売場：吉村
06-6368-7536
ku-shop@kandai.ne.jp

お問い合わせ

株式会社関大パンセ
06-6368-0011

このグッズの
お問い合わせ

高松塚古墳に
まつわる

こんなグッズも！
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「ダンス」というと、ヒップホップやブレイクダンスなど「ストリート系ダンス」を思い浮かべる人が多い
かもしれません。増田貴登さんが所属する「創作ダンスPerformance theater KAYMO（カイモ）」は、
バレエやモダンダンスなどの要素を取り入れることでストリート系ダンスとは一線を画す、創作ダンスに
取り組む準登録団体です。増田さんがKAYMOに所属したのは、3年次生の５月のことでした。
「友人に誘われたのがきっかけでした。実は、入学時は複数の体育会やサークルへの見学を繰り返した
のですが、さまざまな事情から継続がかないませんでした」と増田さん。
高校時代は水泳部だった増田さんは、もともと身体を動かすこと
が大好き。友人の誘いに軽い気持ちで練習に参加したところ、
その魅力のとりこになったと言います。「週1で大阪体育大学
から学生コーチが来てくださるのですが、動きやリズム感
など、すごい！の一言でした。私もコーチのようになりたい
と思いました」と語ります。
練習は、コンクール前になるとほぼ毎日。トレーニング

は厳しく、つらいこともあるそうです。でも、辞めないのは、
「目標もなく過ごしていたあのころの自分に戻りたくない
から」。そして、「創作ダンスの魅力にはまっているから」。
昨年の4年次生が卒業し8人になってしまったため、

「初心者大歓迎！今までだって誰一人として経験者は
いませんでしたから、身体を動かすことが好きな
ら誰でも大丈夫です」と一人でも多くの人に
創作ダンスの魅力を伝えて、入ってほしい
と増田さんは言います。
「近々、神戸で大会が開催されるので、
入賞するのが目下の目標です。そして
堺キャンパスを創作ダンスのメッカ
にするのが夢。一緒に夢を実現しま
せんか」と今後の目標や夢も語っ
てくれました。

増田貴登さん

人間健康学部 4年次生

3年前、「舞踊連盟の発表会に出場
してほしい」という先生の依頼で立ち
上がった有志3人が発表会に出場し、
その後、準登録団体として立ち上げ
たのが創部のきっかけ。練習はバレ
エの基礎や跳び技などに取り組み、
ダンスの構成なども自分たちで企画
します。他大学の創作ダンス部はア
クロバティックな動きを得意とするこ
とが多いのですが､KAYMOは表現
力を重視しています。

次回は、増田さんからのご
紹介で化学生命工学部の
山内美佳さん（化生4）が
登場。お楽しみに！

創作ダンス
Performance theater 
KAYMO（カイモ）

創作ダンスの魅力を伝えたい！

今月の

関大生
の友の

輪
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凜風館1Fには
「コラボレーション
コモンズ」も
あるよ！

国際交流
イベントに参加して、
海外からの留学生と
友人になろう！

就職・進路の
ことならこちらに

お任せ！

修学上の
手続きや相談は
こちらへ！

新入生のためのお役立ちマップ

体験学習エリア

A棟

B棟

関西大学アイスアリーナ

セミナーハウス高岳館

A棟 管理・研究棟

高槻キャンパス保健室（K棟北1F）

堺キャンパス保健室
（A棟1F）

第3学舎

広報課
（関西大学会館1F）

千里山キャンパス

高槻キャンパス 高槻ミューズキャンパス

堺キャンパス

総合情報学部 社会安全学部

人間健康学部

●学生生活、課外活動、奨
学金などについての各
種相談
●ボランティア活動につ
いての各種相談

学生センター
（凜風館1F・新凱風館1F）

●履修相談
●試験・成績に関する相談
●教職課程履修、各種資格取得に
関する相談
●証明書の発行
●住所などの変更手続き
学生証の再発行

※大学での履修登録は高校までの履修
方法とは大きく異なります。履修ガイ
ダンスなどに参加し、分からないこと
があれば教務センターに問い合わせ
てみましょう。
（専門職大学院は除く）

●210万冊を超える図書や
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
ス図書館の資料取り寄せ

総合図書館

●就職・進路に関する相談
●就職情報資料の閲覧
●キャリア形成・就職活動支援行
事の開催

キャリアセンター
理工系事務室

（第4学舎1号館2F）

キャリアセンター
（新関西大学会館北棟3F）

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

●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・健康相談
●健康診断証明書の発行（当該年度の定期健診の
受診が原則）

※病気、けがをしたときは、健康保険証を持参してください。
ただし、急な病気やけがの場合は、保険証は後日持参で受
診可能。

▲KU Wi-Fi

保健管理センター（新関西大学会館北棟4F）

●パソコンでのウェブサイト閲覧、
電子メール利用、レポート作成な
どと印刷がオープン利用可
●パソコン活用講習会

ITセンター（円神館）

●各種資格取得に向けた講座の開講
●国家試験対策講座の開講
●就職関連講座の開講

エクステンション・リードセンター
（第3学舎3号館2F）●留学・国際協力・国際交流に関する相談

●各種海外留学派遣プログラム、ガイダ
ンスなどの開催
●留学・国際協力などに関する資料の配
布・閲覧
●外国人留学生の生活面に関する相談

国際部
（新関西大学会館南棟3F）

●履修相談
●定期試験に関する問い合わせ
●教職課程履修や海外留学の相談
●学生証の再発行、証明書の発行

総合情報学部オフィス（A棟1F）

●PC・Mac・Unix教室は
オープン利用できます

スタジオ棟（C棟）

●就職・進路に関する
相談
●就職情報資料の閲覧
●キャリア形成・就職
活動支援行事の開催

キャリアセンター
高槻ミューズ
キャンパス分室
（西館3F）

●各種資格取得に向け
た講座の開講
●公務員講座の開講
●就職関連講座の開講

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
（西館3F）●履修相談

●定期試験に関する問い合わせ
●教職課程履修や海外留学の相談
●学生証の再発行、証明書の発行
●学生生活、課外活動、奨学金など
についての各種相談

ミューズオフィス（西館2F）

●履修相談
●定期試験に関する問い合わせ
●教職課程履修や海外留学の相談

●学生証の再発行、証明書の発行
●学生生活、課外活動、奨学金などにつ
いての各種相談

堺キャンパス事務室（A棟1F）

●各ゼミ専用の演習室
が57室と恵まれた
研究環境です。

情報演習棟（K棟）

●学生生活、課外活動、
奨学金などについての
各種相談

高槻キャンパス
オフィス（A棟1F）

教務センター
（第2学舎1号館1F）

千里山中央グラウンド

総合学生会館
メディアパーク 凜風館

第4学舎

千里山中央体育館

関西大学博物館

新凱風館

第1学舎

第2学舎

自習、
グループ学習
といった目的別の
閲覧室も
充実！

『関西大学通信』は
広報課で編集
しています！

西館

ミューズ保健センター
（西館9F）

各キャンパス『kuwifi』という名前の
電波が確認できるところで利用でき
ます。詳しくはITセンターのウェブサ
イトを参照してください。

「体験学習エリア」は
グループ活動を学ぶ
堺キャンパスならではの
教育・研究施設です！

「社会安全」を
テーマにした

展示物を観覧できる
「安全ミュージアム」も

あるよ！

●就職・進路に関する相談
●就職情報資料の閲覧
●キャリア形成・就職活動支援行事の開催
エクステンション・リードセンター開講講座の受付も行っています。
※人間健康学部生・大学院人間健康研究科生に限る。

キャリアセンター堺キャンパス分室（A棟2F）

●就職・進路に関する相談
●就職情報資料の閲覧
●キャリア形成・就職活動支援
行事の開催
エクステンション・リードセンター
開講講座の受付も行っています。
※総合情報学部生・大学院総合情
報学研究科生に限る。

キャリアセンター
高槻キャンパス分室（K棟1F）

※TOEFLⓇ・TOEICⓇテスト対策コースや難関公務員
試験など幅広く講座を開講しています！

▲KU Wi-Fi

各キャンパス『kuwifi』と
いう名前の電波が確認で
きるところで利用できま
す。詳しくはITセンターの
ウェブサイトを参照してく
ださい。

新入生歓迎特別行事を開催新入生歓迎特別行事を開催

刑法というものの考え方ーなぜ、何のために、どう人を罰するか？
【日 時】 4月4日（金）13：30～15：00
【場 所】 千里山キャンパス第1学舎1号館千里ホール
【講 師】 法務研究科　山中敬一教授

法学部

文学部オリエンテーション
【日 時】 4月2日（水）13：30～15：00
【場 所】 千里山キャンパス第1学舎１号館千里ホール

文学部

音のない学園―「障がい者の権利条約」批准に思うこと―
【日 時】 4月2日（水）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】 経済学部　李英和教授

経済学部

商学部で何を学ぶか－商学会による新入生向け学部案内－
【日 時】 4月3日（木）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

商学部

大学で何を学ぶか
【日 時】 4月3日（木）10：30～
【場 所】 千里山キャンパス第2学舎4号館BIGホール100
【講 師】 関西大学東京センター長　関西大学名誉教授　竹内洋氏

社会学部

海外研修説明会～留学への第一歩～
【日 時】 4月2日（水）11:30～12:30
【場 所】 千里山キャンパス第1学舎5号館 E401教室
【講 師】 政策創造学部　権南希准教授

政策創造学部

スタディ・アブロード説明会：留学へ向けて
【日 時】 4月3日（木）10：30～12：00
【場 所】 千里山キャンパス第1学舎5号館E501教室

新入生交流会
【日 時】 4月4日（金）11：15～、12：15～
【場 所】 千里山キャンパス岩崎記念館F401教室

外国語学部

サークル紹介（新入生歓迎ステージ、ガイダンスブース）
【日 時】 4月3日（木）、4日（金）10：00～16：00
【場 所】 高槻キャンパス中央広場モニュメント周辺、B棟E棟S棟

総合情報学部

社会が諸君に何を望んでいるのか
～安全・安心社会における個人の役割～

【日 時】 4月2日（水）15：30～17：00
【場 所】 高槻ミューズキャンパス西館ミューズホール
【講 師】 社会安全学部　河田惠昭教授

社会安全学部

留学エキスポ！ ～Spring～
【日 時】 4月4日（金）16：00～18：00
【場 所】 千里山キャンパス第1学舎1号館千里ホール
【内 容】 各種留学プログラムの説明、個別相談を行います。

国際部

今を生きる
【日 時】 4月2日（水）13：00～14：00
【場 所】 堺キャンパスB棟SB301教室
【講 師】 関西大学客員教授 

ＮＰＯ法人日本ホスピタル・クラウン協会理事長　大棟耕介氏

人間健康学部

工学と医学の連携による新しい装置開発
－ヒト血液の粘度測定装置開発と実証試験－

【日 時】 4月1日（火）15：30～17：00
【場 所】 千里山キャンパス中央体育館
【講 師】 環境都市工学部　エネルギー環境工学科
 副学部長　山本秀樹教授

システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部

新入生を対象にオリエンテーション期間を設け、ガイダンス
やサポート、講演会など、各学部において歓迎行事を準備。
積極的に参加しよう！
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2014年4月から、関西大学の専任教育職員となった27人のプロフィール紹介と
皆さんへのメッセージを掲載します。新任教員紹介

津田 由美子 教授
ツダ ユミコ

【専門分野】ヨーロッパ政治史、比較政治
■趣味・特技など
散歩、読書
■学生に向けたメッセージ
世界の複雑さを味わう力を付けましょう。

法
学
部

カライスコス・アントニオス 准教授
【専門分野】民法、消費者法
■趣味・特技など
語学、旅行
■学生に向けたメッセージ
勉学にも遊びにも全力で挑んでください。

岩田 彩志 教授
イワタ セイジ

【専門分野】英語学（語彙意味論、語用論）
■趣味・特技など
読書
■学生に向けたメッセージ
今しかできないことを見つけてください。

文
学
部

熊谷 幸久准教授
クマガイ ユキヒサ

【専門分野】西洋経済史
■趣味・特技など
スキー、料理
■学生に向けたメッセージ
自分自身の可能性に挑戦し続けてください。

経
済
学
部

岡田 啓介 助教
オカダ ケイスケ

【専門分野】政治経済学、経済発展論
■趣味・特技など
スポーツ観戦
■学生に向けたメッセージ
食わず嫌いをせずに、いろいろなことに挑戦しましょう。

齊野 純子 教授
サイノ ジュンコ

【専門分野】財務会計、国際会計
■趣味・特技など
読書、美術鑑賞、アロマセラピー
■学生に向けたメッセージ
優れた文学や芸術作品に触れて感性を磨いてください。

商
学
部

髙内 一宏 助教
タカウチ カズヒロ

【専門分野】国際貿易論、産業組織論
■趣味・特技など
音楽鑑賞
■学生に向けたメッセージ
講義情報を共有できる友達を作りましょう。

上野 恭裕 教授
ウエノ ヤスヒロ

【専門分野】経営学、経営管理、経営戦略
■趣味・特技など
音楽鑑賞、ギター
■学生に向けたメッセージ
今しかできないことに積極的に取り組んでください。

社
会
学
部

雪村 まゆみ 准教授
ユキムラ マユミ

【専門分野】文化社会学
■趣味・特技など
茶道、着付け
■学生に向けたメッセージ
自分の興味、関心を探求しましょう。

守谷 順 助教
モリヤ ジュン

【専門分野】人格心理学、臨床心理学、認知心理学
■趣味・特技など
映画鑑賞、旅行
■学生に向けたメッセージ
さまざまな体験を楽しんでください。

ハンフリーズ・サイモン 准教授
【専門分野】コミュニケーション、応用言語学
■趣味・特技など
旅行
■学生に向けたメッセージ
いろいろなことに挑戦して楽しんでください。

外
国
語
学
部

福田 公教 准教授
フクダ キミノリ

【専門分野】社会福祉学、子ども家庭福祉論、福祉実習
■趣味・特技など
テニス、スノーボード
■学生に向けたメッセージ
挑戦と人との出会いを楽しみましょう。

人
間
健
康
学
部

桑名 謹三 准教授
クワナ キンゾウ

【専門分野】損害保険論
■趣味・特技など
ファッションおたくです
■学生に向けたメッセージ
使える教員には、がっつり食い付きましょう。

社
会
安
全
学
部

小山 倫史 准教授
コヤマ トモフミ

【専門分野】地盤・岩盤工学
■趣味・特技など
クラシック音楽鑑賞
■学生に向けたメッセージ
充実した学生生活を送りましょう。何事も全力で！

山崎 栄一 准教授
ヤマサキ エイイチ

【専門分野】行政法、地方自治法
■趣味・特技など
ドライブ、子育て
■学生に向けたメッセージ
行政の役割は第一に安全・安心の確保にあると言え
ます。

社
会
安
全
学
部

秋山 まゆみ 助教
アキヤマ マユミ

【専門分野】消費者法、経済法
■趣味・特技など
スポーツ観戦、映画・音楽鑑賞、（かなりさび付いているが）ピアノ
■学生に向けたメッセージ
大学の4年間は学問・友達など「一生モノ」の出会いが
多く訪れる時期でもあります。
ちゅうちょせず何でもチャレンジしてみてください。

近藤 誠司 助教
コンドウ セイジ

【専門分野】社会心理学、社会情報学
■趣味・特技など
家では子育てに夢中（笑）
■学生に向けたメッセージ
Start with why!　一緒に考え、共に学びましょう。

杉本 信正 教授
スギモト ノブマサ

【専門分野】熱流体力学、非線形波動・振動論
■趣味・特技など
音楽、旅行、散策
■学生に向けたメッセージ
分かったときやできたときの感動を大切にしましょう。

シ
ス
テ
ム
理
工
学
部

小田 豊 准教授
オダ ユタカ

【専門分野】熱流体工学
■趣味・特技など
水泳、写真
■学生に向けたメッセージ
いろいろなことに関心を持ち、視野を広げてください。

平田 孝志 准教授
ヒラタ コウジ

【専門分野】通信ネットワーク工学、情報ネットワーク
■趣味・特技など
読書、空手
■学生に向けたメッセージ
皆さんと一緒に頑張りますので、よろしくお願いします。

大友 涼子 助教
オオトモ リョウコ

【専門分野】流体力学、物質移動学
■趣味・特技など
旅行、食べる、飲む
■学生に向けたメッセージ
今しかできないいろいろなことに挑戦してください。

住吉 孝明 准教授
スミヨシ タカアキ

【専門分野】薬化学、有機化学
■趣味・特技など
野球観戦（広島カープ）
■学生に向けたメッセージ
楽しい思い出をつくり、若さゆえの失敗や苦労もし
て、将来に役立ててください。

化
学
生
命
工
学
部

細見 亮太 助教
ホソミ リョウタ

【専門分野】食品化学
■趣味・特技など
釣り
■学生に向けたメッセージ
大学生活を充実させましょう。

山崎 思乃 助教
ヤマサキ シノ

【専門分野】生物化学工学
■趣味・特技など
アクセサリー作り
■学生に向けたメッセージ
新たな知識と人との出会いを財産に！

春日 偉知郎 教授
カスガ イチロウ

【専門分野】民事訴訟法
■趣味・特技など
音楽鑑賞、弓道
■学生に向けたメッセージ
努力第一。

法
科
大
学
院（
法
務
研
究
科
）

森岡 安廣 教授
モリオカ ヤスヒロ

【専門分野】刑事訴訟法、刑事訴訟実務
■趣味・特技など
アメフト観戦、社寺巡り
■学生に向けたメッセージ
目標達成に向けて共に歩んで行きましょう。

森 朋子准教授
モリ トモコ

【専門分野】学習研究、教育方法学
■趣味・特技など
散歩、読書
■学生に向けたメッセージ
自分の能力と可能性をここで最大限に引き出しましょう。

教
育
推
進
部

2014年度
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逍・遥・遊 社会学部新入生の皆さんへ入学おめでとう

新入生歓迎合宿を開催します 社会安全学部新入生の皆さんへ身近な多様性への気付き

商学部に入学された皆さんへ

大学は「出る」ところ

学部・研究科トピックス
専門職大学院トピックス

世界貢献に向けて

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。

桜の季節が近づくと、「自由に好きな勉強を
することができること」への期待に密かに胸
を躍らせながら、サークルの勧誘でごった返
すキャンパスをあてもなく歩いていた１８歳の
ころの自分を思い出します。時は流れました。
この間に大学は様変わりしましたが、その本質
は些かも変わっていません。自由な雰囲気の
もと学生が互いにぶつかり合い競い合いなが
ら修練を積む場所、それが大学です。新入生
の皆さんがその醍醐味を余すところなく享
受されることを心より願っています。

（副学部長　馬場圭太教授）

経済学部には「国際化プログラム」科目がありま
す。アデレード、サンディエゴ、上海、台湾。この4
地域で語学を学びながら現地の経済事情なども
学ぶプログラムです。最近よく聞くグローバル
化と国際化はどう違うのか。〈international〉に
は〈nation〉が隠れています。自分たちの歴史と
文化を知り、相手の歴史と文化を知る。相互の理
解と交流を通して共通の未来を切り開いていく。
それが国際化の醍醐味です。プログラムに参加
して、その楽しさをぜひ味わってみてください。

（学部長　植村邦彦教授）

入学おめでとうございます！外国語学部新入生
の皆さんは、すでに2年次のStudy Abroadの
事で頭がいっぱいかもしれません。SAに出発す
る前に、語学力を磨くのはもちろんですが、そ
れに加えて、身近な多様性に目を向けてほしい
と考えています。周りに、関西圏以外の地域の
出身者はいませんか？同じ関西圏でも、ことば
や食文化など、何か違いはありませんか？この
ように身近な多様性へ気付くことが、異文化に
飛び込む前の準備体操になるはずです。

（小田桐奈美助教）

学部では創部以来、毎年春のゴールデンウ
イークのころに、新入生の合宿（1泊2日）を行っ
ています。自由参加ですが1年次生の8～9割
が参加する人気企画です。人数が多いので3回
程度に分けて実施し、関西大学のセミナーハウ
スを利用して教員や先輩学生が付き添って、学
部の特徴や勉強の仕方などを教えます。また年
度によってはセミナーハウス近くの名所を訪ね
たり、2時間程度のミニゼミを開いたりします。
新しい友達ができるチャンスです。

（深井麗雄教授）

関西大学商学部に入学されたことを心より
お祝い申し上げます。さまざまなことを経験す
る、あなたの人生でとても貴重な時間を共に過
ごしましょう。商学部では、グローバル化やIT化
が進展する複雑な時代を生き抜くための学問
として商学を位置付け、個性あふれるカリキュ
ラムにより、皆さんの可能性をより広げる機会
を提供します。商学部に入学した機会を最大限
に活用して、将来につながるための学生生活を
送られることを心より願っております。

（学部長　髙屋定美教授）

臨床心理専門職大学院

関西大学初等部

硬直化した社会、という表現があります。対極に
置かれているのは柔軟な社会。補助線を引くと
意味が分かりやすくなります。現代社会では、さ
まざまな約束事がしゃくし定規にあてはめられ、
人が暮らしにくくなっています。また、価値観が
柔らかさを失うと、自分と違う人たちに対する
不寛容な考え、行動が表れます。社会学部・社
会学研究科での学びは、そのような「硬直化」か
ら少し距離をおき、世の中と人間とを見つめ直
すことからスタートします。

（副学部長　永井良和教授）

入学おめでとうございます。ですが、大学は
「入る」のではなく、勉強して「出る」ためにあり
ます。「なぜこんなに勉強をしなければいけな
いのだろう？今は何でもネットですぐに分かる
のに」と思いますか？しかし、ネットの情報が本
当かどうかは、いま初めて知ったことなのだか
ら、分かるはずがありません。だからといって、
自分にとって気分のよい情報だけを信じるので
は、判断を誤ります。情報の真実味を確かめる
には、公正な知識と科学的思考が必要です。大
学でそれを十分に学んでください。

（学生主任　浅野晃教授）

初等部第１期生として、さまざまなことを学んでき
た６年生。その一つに国際理解教育の取り組みとし
て進めてきた、インドのニランジャナスクールとの
交流があります。厳しい生活現実について学んだり、
自分たちにできることについて議論を重ねたりして
きました。秋の文化祭では、在校生だけでなく保護
者の方々にも、学習の成果を発表したり、バザーを
開催して寄付を募ったりする取り組みを行いました。
将来、世界に
貢献できる関
大人を目指し
て頑張る初等
部生です。
（初等部教頭
田中達也）

臨床心理士試験100％合格の快挙

入学おめでとう。2011年3月の東日本大震災・
福島第一原発事故を経験し、安全に対する社会
の関心が非常に高まっています。その中にあっ
て、本学部に入学された皆さんには、社会安全の
構築を中心課題として統合的に構築されたさま
ざまな講義や演習を通じて、社会における実際
問題を俯瞰する能力を養成し、多種多様な問題
が複雑に絡み合った多くの社会的課題を解決す
るための実践力を身に付けることが期待されて
います。皆さんの柔軟な思考と積極的な取り組
みを希望します。

（学部長　小澤守教授）

キーワードは「健幸」
人間健康学部のキーワードは、「こころ」、「から
だ」、「くらし」です。本学部では、スポーツ、福祉、
ユーモアの三つの切り口から、「こころとから
だをどう使うと幸せにつながるか」について、
それぞれの学問知と実践知から総合的に学び、
考えます。また、もう一つのキーワードは「健
幸」です。3月に初めて卒業生を送り出した本学
部へ、新たに「健幸」を求め、活気溢れる5期生
たちが集いました。これから私たちと「健幸」に
ついて探究していきましょう。

（副学部長　小田伸午教授）

ご入学おめでとうございます
現在、IT技術をはじめ科学技術システムは生活
になくてはならないものになっています。身近な
存在になった、それ故、今まさにそれらが問われ
ています。システム理工学部では、高度で安全な
｢しくみ｣について「考えて」、「つくる」ことを学び
ます。科学的な真理を探究しようとする姿勢を身
に付けることは重要です。自ら選択した学問体系
を究めることで自分を高め、そして、社会に有為
な｢しくみ｣づくりに積極的に挑戦してください。
（システム理工学部副学部長　田實佳郎教授）

文学部に入学された皆さんへ
入学おめでとうございます。文学部には多彩な
専門分野（19の専修）があり、学びのシステムも
自由ですが、自由であればあるほど、主体的な
姿勢が大切になります。皆さんが何をどのように
学ぶかは、自らで考え、選び取らなければならな
いのです。皆さんが大学で学ぶ4年間で、社会
の変化はさらに加速していくことでしょう。4年
後に、自分がどんな人間に成長して社会に出て
行きたいのかをしっかりと思い描きながら、充
実した大学生活を送ってください。

（副学部長　中澤務教授）

環境都市工学部の3学科は、人間生活と環境が調
和した「まちづくり」の創造・再生を担う研究者や技
術者の育成を目指しています。私たちの国土や資
源は限られており、災害や資源枯渇などの環境変
化に対応できる都市機能の構築や生活環境の維持
が重要な課題となっています。新入生の皆さんは、
これから入学される建築学科、都市システム工学科、
エネルギー・環境工学科において、幅広い教養と専
門的な知識を身に付け、都市や環境に関するさま
ざまな問題に対して、自ら創造的に考え、さらに行
動できる社会人に成長されることを願っています。
（環境都市工学部副学部長　山本秀樹教授）

化学生命工学部の2学科は、硬いもの（金属）か
ら軟らかいもの（生体）まで、地球と人類に貢献
する「ものづくり」を原子・分子レベルで『研究・
開発』できる人材を育成することを目的としてい
ます。入学される皆さんは、理系の基礎から応用、
専門分野の知識はもちろんですが、さらに幅広
い教養を身に付けていただき、この21世紀を担
う技術者・研究者になってほしいと考えています。
皆さんの「熱い心」で積極的にいろいろなことに
チャレンジしてください。
（化学生命工学部副学部長　池田勝彦教授）

平成25年度臨床心理士資格認定試験の合格者祝
賀会を100周年記念会館内レストラン紫紺にて開
催いたしました。今年度は本専門職大学院修了生
31人が受験し全員が合格（合格率100％）の快挙
を達成いたしました。全国平均62.4％の合格率の
中、本専門職大学院の修了生は極めて優秀な成績
を収めました。合格祝賀会には合格者の皆さんを
はじめ、理事長や関西大学臨床心理士会会長、教
職員など多数の参加があり、修了生の皆さんの努
力が実ったことを心からお祝いいたしました。臨床
心理士資格の取得は心の専門家としてのスタート
です。４月からは新たな気持ちでそれぞれの臨床
現場においてさらに研さんを積み、社会に貢献で
きる人材となってくださることを願っています。

（香川香准教授）

月 学部 大学院

4月

5月

7月

9月

8月

6月

2014年度春学期 学年暦

※詳細はインフォメーションシステム等で確認してください。

●学年始 春学期開始（1日） ●入学式（1日）
●新入生指導行事（1日～4日）
●春学期授業開始（5日）

●大学昇格記念日（5日）※授業日

●春学期授業終了（24日）
●春学期試験 （25日～8月1日）

●夏季休業（3日～9月20日）

●春学期成績発表 ●春学期卒業式（18日）
●秋学期入学式（総合情報学部）（18日）
●新入生指導行事（総合情報学部）（18日～19日）
●秋学期開始(21日) ●秋学期授業開始(22日)

●学年始 春学期開始（1日） ●入学式（2日）
●新入生指導行事（2日～4日）
●春学期授業開始（5日）

●春学期授業終了(24日)
●春学期試験(31日)

●夏季休業（3日～9月20日）

●春学期成績発表 ●学位（修士・博士）記授与式（18日）
●秋学期入学式（文学研究科・理工学研究科・東アジア文化研究科）（18日）
●オリエンテーション（文学研究科・理工学研究科・東アジア文化研究科）（18日～19日）
●秋学期開始(21日) ●秋学期授業開始(22日)

専門職大学院 留学生別科
●学年始 春学期開始（1日） ●入学式（2日）
●オリエンテーション（2日～4日）
●春学期授業開始（5日）

●春学期授業終了(17日)〈法務〉
●春学期試験(18日～31日)〈法務〉
●春学期授業終了(29日)〈臨床心理〉
●春学期授業終了(30日)〈会計〉
●春学期試験(30日～8月1日)〈臨床心理〉
●夏季休業(31日～9月20日)〈会計〉
●夏季休業(1日～9月20日)〈法務〉
●夏季休業(2日～9月20日)〈臨床心理〉

●春学期成績発表 
●学位記（9月期）授与式（18日）
●春学期終了（20日）
●秋学期開始(21日)
●秋学期授業開始(22日)

●学年始 春学期開始（1日） ●春学期入学式（2日）
●オリエンテーション（1日～7日） 
●春学期授業開始（8日）
●日本語科目試験（30日～6月2日）
●日本語科目試験成績判定（3日～4日） 
●大学昇格記念日（5日）※休業日
●春学期授業終了(28日)
●春学期定期試験(29日～30日)
●春学期定期試験成績判定(31日～8月4日)
●夏季休業(31日～9月20日)

●日本語科目成績発表(5日) 
●夏季日本語集中演習(21日～9月3日)

●春学期修了式（11日）  ●春学期終了（20日）
●秋学期入学式(19日)  ●秋学期開始(21日) 
●オリエンテーション(22日～26日) 
●秋学期授業開始(29日)

2014年度春学期の学年暦は以下の通りです。試験期間や休業期間などスケジュールを把握し、計画的に学生生活を送ってください。

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 経済学部／経済学研究科

政策創造学部／ガバナンス研究科 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／人間健康研究科

商学部／商学研究科 社会学部／社会学研究科

総合情報学部／総合情報学研究科 社会安全学部／社会安全研究科

※政策創造学部およびガバナンス研究科の専門教育科目（自由科目は除く）については、12月26日（金）と1月6日（火）に授業を
行わず、9月19日（金）と9月20日（土）に授業を行います。なお、9月19日（金）は火曜日の授業日とします。

国際協力の活動に参加
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関大トピックス

保健管理センターでは、毎年、全学生を対象に定期健
康診断を実施しています。個人で受診すると、本学提携の
病院であっても3,000円程度、一般の病院では、基本項目
のみでも8,000円程度の費用を自己負担する必要があり
ます。また健康診断証明書も、定期健康診断を受診しなけ
れば発行できませんので、必ず受診してください。
定期健康診断は、所属しているキャンパスで受診し、当

日は学生証を忘れずに持参してください。また、健康診断
はWeb自動入力システムを導入しているため、事前に健
康調査票（問診票）をWeb入力しておいてください。詳細
はインフォメーションシステムをご確認ください。各キャ
ンパスでの日時、場所は下記、右記の通りですので、受診
の際は指定された学年、性別の日程で受診してください。

平成26年度　学生定期健康診断を実施します

長年の試行錯誤の結果、どうやらこれが自分のスタイルだ、と言えるゼミにな

りかけている。そのタイトルが「〈時〉をかける大阪」。私の担当する日本史・文化遺

産学専修3年次生対象のゼミであるが、一番のポイントは、「大阪の街は歩いてみ

ないと分からない」というモットーの実践。2012年はゼミ生9人が、四ツ橋・心斎

橋、大阪砲兵工廠・城東練兵場跡、新世界、堺大浜、阿部野神社の5地区を、それ

ぞれ分かれてフィールドワークした。7月の「海の日」にまずトライアルで歩き、

以後、班ごとに担当地区を歩く。そして翌年1月の「成人の日」には終日、みんなで

歩き、小冊子「〈時〉をかける大阪2012年版」の作成となる。小冊子は印刷の上、

ゼミ生に3部渡す。一部は自分用、もう一部は父母に見せる、最後の一部は、イザ！

というとき（例えば就活の面接で、学生時代に経験したことで特筆できるものが

あればと問われたとき）に使うように、との一言を添えて。

「〈時〉をかける大阪」「〈時〉をかける大阪」　文学部　薮田貫 教授　文学部　薮田貫 教授

今年もキャンパスに全国各地から新入生を迎える季節となりました。実は、私は所属する経済学部がある千里山キャンパスの近くで生
まれました。関西大学が昔から位置する大阪北部ですが、なぜか同僚やゼミ生などにこのあたりの出身者は少なく、関西出身者が多い関
大の中でも地味な印象があります。他地域からの新入生には、テレビなどで見るイメージとは必ずしも一致しない実際の大阪の姿をこ
れからの学生生活を通して知ってもらえたらうれしいと思います。（広報委員・経済学部教授　春日秀文）

今月の表紙：西村雪乃さん（政策3）、藪野剛己さん（経3）、小西響さん（シス理3）、淺尾有紀さん（政策3）、鳥崎真成さん（社3）、安原奈月子さん（社3）、中村綾花さん（商3）、日下部響さん（シス理3）、
沖本雄大さん（シス理3）、岡藤裕太さん（政策3）、西野勇大さん（政策3）

編集後記

エクステンション・リードセンターでTOEIC®
テスト対策コース 海外滞在集中型プログラムが
新規開講します

エクステンション・リードセンターでは、平成26年度か
ら新たに「TOEIC®テスト対策コース 海外滞在型集中プ
ログラム」を開講します。
フィリピン・セブ島またはフィジーの提携語学学校にお
いて、英語で暮らしながら実践を積み、かつ徹底した
TOEIC対策を受講することで、英語力の総合的な底上げ
を図りながらスコアアップを目指します。
講座の受講申し込みには、「受講申込前ガイダンス」へ

の事前の参加が必須です。興味のある方は、ぜひ以下の
ガイダンスにご参加ください。

■「受講申込前ガイダンス」
•海外短期集中クラス<フィリピン・セブ島>
①4月5日（土）18：30～19：30
②4月25日（金）18：30～19：30
③6月13日（金）18：30～19：30

•プラス生活体験クラス<フィジー>
①4月24日（木）18：30～20：00
②5月17日（土）13：00～14：30
③6月16日（月）18：30～20：00

※会場は、千里山キャンパス第3学舎3号館C303教室（予定）です。
※参加申し込みは不要です。希望する回に、直接会場へお越しください。

※受講申し込みは、3月12日から始まっています。早期に定員に達した
場合には上記ガイダンスを実施しない場合もありますので、早い回
のガイダンス参加をお勧めします。

※詳細は、エクステンション・リードセンターのウェ
ブサイト（スマートフォン対応）および学内各所に
配架している『講座案内2014』をご覧ください。
（http://www.kansai-u.ac.jp/extension/ ）

【千里山キャンパス：新関西大学会館北棟1Fホール】

発行日：2014年3月28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）

 対象学生 月日・曜日 性別 受付時間
  4月5日（土） 男 10：00～16：30
 
学部4年次生

 4月7日（月） 女 10：00～16：30
 大学院生 4月8日（火） 男 10：00～16：30
  4月9日（水） 女 10：00～16：30
  4月10日（木） 男 10：00～16：30
  4月11日（金） 男 10：00～16：30
  4月12日（土） 女 10：00～16：30
 
学部1年次生

 4月14日（月） 男 10：00～16：30
  4月15日（火） 女 10：00～16：30
  4月16日（水） 男 10：00～16：30
  4月17日（木） 女 10：00～16：30
  4月18日（金） 男 12：00～17：00
  4月19日（土） 女 12：00～17：00
  4月21日（月） 女 12：00～17：00
 
学部2・3年次生

 4月22日（火） 男 12：00～17：00
  4月23日（水） 女 12：00～17：00
  4月24日（木） 男 12：00～17：00
  4月25日（金） 女 11：00～16：00
  4月26日（土） 男 11：00～16：00

【高槻キャンパス：高槻キャンパス体育館】
 対象学生 月日・曜日 性別 受付時間
 
学部4年次生 4月2日（水）

 男 10：00～11：30
   女 13：00～14：00
 
学部2・3年次生 3月31日（月）

 男 13：00～15：30
   女 9：30～11：30
 学部1年次生・ 4月3日（木）

 男 12：30～15：00
 編入生  女 9：00～11：00
 

大学院生
 全日程で受診できます。

  ※新入生は4月3日（木）に受診してください。

【高槻ミューズキャンパス：北館4Fアリーナ】
 対象学生 月日・曜日 性別 受付時間
 
学部4年次生 4月2日（水）

 男 13：30～14：30
   女 12：30～13：30
 
学部2・3年次生 4月2日（水）

 男 10：00～11：30
   女 9：00～10：00
 
学部1年次生 4月3日（木）

 男 10：00～11：00
   女 9：00～10：00
 

大学院生
 

全日程で受診できます。
 

【堺キャンパス：堺キャンパス体育館】
 対象学生 月日・曜日 性別 受付時間
  

4月3日（木）
 男 13：30～15：00

 
学部2～4年次生

  女 15：00～16：00
  

4月4日（金）
 男 9：00～11：00

   女 11：00～12：30
 
学部1年次生 4月3日（木）

 男 10：30～12：30
   女 9：00～10：30
 

大学院生
 

全日程で受診できます。
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