
関大トピックス

電子書籍は、保管場所を取

来の紙製の本に比べ優れてい

書籍を購入できるが、まだまだ

用いた「自炊」による電子化作業が必要である。筆者は

余りの専門書全てを、2年かけて「自炊」し、OCR処理した電子データ

して、紙製の書籍を手放した。書籍の電子化前は、結構な数の本棚が研

ペースを圧迫していたが、電子化後は本棚が不要になり、スペースに随

裕ができた。自分の本棚を研究室に1個も置いていない教員は、関西大

自分だけかもしれないと、しばしば知人に自慢（？）している。蔵書のデー

パソコン、スマートフォン、タブレット、さらにはクラウドに保存してあり、

でもどこでも読むことができるので、紙製の書籍を有していないことに

この欄で何を書こうか、と考えていたらビッグニュースが飛び込んできました。テレビ画面に流れた「フィギュアの髙橋選手引退」のテ
ロップ。バンクーバーオリンピック銅メダルの髙橋大輔選手が、岡山での記者会見で現役引退を表明したのです。トリノオリンピックで８
位となった後、右膝の靭帯を切る大けがをリハビリで乗り越えメダルにつなげた他、世界選手権優勝など数々の快挙を成し遂げました。
「お疲れさま」と言う以外に言葉が見つかりません。（広報委員・政策創造学部教授 深井麗雄）

今月の表紙：第2学舎授業支援SA4年次生の皆さん：山野井唯さん（文4）、寺尾保紀さん（シス理4）、鈴木惠美子さん（文4）、宇都宮あかりさん（文4）、原田恭輔さん（シス理4）、
下枝里子さん（社4）、石坂恵莉子さん（社4）、渡士美織さん（社4）、大谷裕貴さん（政策4）、伊賀太樹さん（社4）、平松早紀さん（法4）、長嶋あゆみさん（社4）、
橋本大佑さん（シス理4）、多田有希さん（法4）、岩間奈津子さん（社4）
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【働く関大人】認可法人／職員みんなで一緒に考えよう。【関大誌上教室】
日本赤十字社大阪府支部 川﨑美奈さん
【なるほど・ザ・関大！】

「関西大学 東京センター」を
知っていますか？

【今月のシンクさんアクトくん 関大生の友の輪】
総合情報学部3年次生 西帯野蓮さん「専門演習」米澤朋子 准教授

【VIVA!学び場】総合情報学部 

就職活動のスケジュールが変わる！？
知っておくべき就活情報

第37回
関西大学統一学園祭特集

発行日：2014年10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）

11月、大阪市内における教育・研究活動およびキャリア
支援に関わる拠点として、梅田スクエアビルディングに、
「関西大学 梅田サテライト・オフィス」を新設しました。
同オフィスには、一般の方を対象に総合的な心理臨床

サービスを提供するカウンセリングルームと、就職活動を
支援するキャリアセンター梅田オフィスを設置します。
「関西大学心理臨床センター梅田カウンセリングルー
ム」は、従来の来談型サービスに加え、企業などへの産業メ
ンタルヘルスやストレス・マネジメントなどの総合的な心理
臨床サービスを展開します。
「関西大学キャリアセンター梅田オフィス」では、関西ビ
ジネスの中心地における就職支援の拠点として、これまで
以上に就職活動をする学生への支援を力強く展開します。
また、本学が開設を支援した「弁護士法人あしのは法律
事務所」が、「関西大学 梅田サテライト・オフィス」に隣接し
設立されます。同事務所の代表弁護士は本学法科大
の実務家教員であり、法科大学院との連携の下、同大
の正課教育への参画、修了生の就職支援をはじめ、法曹
格者に対するリカレント教育などさまざまな連携事業
を得ることになっています。さらには、心理臨床カウ
グルームとも緊密に連携し、いずれの支援も必要
アントらにワンストップサービスを提供します。
梅田キャンパス開設を控え、大阪市内でまた、新
大学が動き始めます。

梅田サテライト・オフィスがオープン
西大学電

気通信工学研究会の学生が、子ども向けロボット教室を開
催しました。この教室は昨年から開催されているもので、今
年は4日間で14人の子どもたちが参加。ロボットが自動で
動く仕組みを子どもたちにも知ってもらうために、自律型ロ
ボット製作キット「e-Gadget」を使用し、黒い線の上を自動
でたどる「ライントレーサー」と呼ばれるロボットを作りまし
た。また、このロボットには地面の色が白か黒かを判断
センサーが付いており、センサーからの情報を基にロ
カーのモーターの動きをコントロールする必要が
め、子どもたちはロボットをコントロールするために必要な
「プログラム」を作る体験もしました。
参加した子どもたちは、電気通信工学研究会の学生から

のアドバイスを受けながらロボットカーを操作し、楽しい夏
の思い出をつくることができま

子ども向けロボット教室を開催

各班の学生がデザインしたポスター

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9日（日）～14日（金）まで、博物館特別
展示室で開催します。開館時間は10時～16時まで。4班に
分かれた46人の実習生が、それぞれが設定したテーマに
沿って、資料の収集・借用から展示まで全ての作業を協力
して行います。

テーマは、「大阪・堺・阪堺電車 ～都市をつなぐ道～」
った人間」「アールヌーヴォーと日本」「一

資料を集めるために企業や博物館など
度もミーティングを繰り返し、課程で学んだ知識を駆使して
自分たちの展示会を作り上げた成果をぜひご覧ください。

博物館実習展を開催します



　今年の統一学園祭のテーマは「We 関動 IT！」。can doと読む
「関動」には、関大生が自発的に行動して学園祭をつくりあげていく
という意味と、来場者の方々に感動を与えるという意味が込められ
ています。また、学園祭実行委員会内では「夢の集まる場所」にしよ
うと、共通の目標を持って活動しています。今年の学園祭の一番の
見どころは、一般学生企画。特徴ある活動に取り組む関大生に自ら
企画を行ってもらい、来場者に関大生の魅力を知っていただきたい
と思っています。それに加え、各学部の実行委員会が行う企画に
も、特徴ある関大生とのコラボ企画が多数予定されています。これ
らの企画は「夢の集まる場所」の実現に向け、ぜひ成功させたいと
思っています。
　学園祭は、ただ単に楽しむだけではなく、「今自分は関西大学で
学び、さまざまな経験をしているんだ」という気持ちにもさせても
らえます。関大生としての実感をかみしめながら、4日間を楽しんで
いただければと思います。

関大生の魅力を知ってもらう学園祭に。
　2年前の学園祭前、「関大生
のための学園祭なのに、実行
委員だけで企画を考えている
のはよくないのでは？」という
意見が挙がり、これをきっかけ
に、一人でも多くの関大生に
学園祭に携わってもらおうと、
一般学生からの企画募集を開
始しました。今年も夏休みに
募集を行い、8件の新規応募
がありました。プロサーファー
として活動している関大生が
行う企画をはじめ、一般学生
企画には、統一学園祭の3つ
の理念の1つでもある、「日常
自主自治活動集約発展の場」
や、今年の実行委員会が目指す目標でもある「夢の集まる場所」としてふ
さわしい企画がそろっています。また、これらの企画は、応募した関大生
自身が本気で取り組んでいる活動成果を、他の学生にも知ってほしいと
いう熱い気持ちが込もった企画ばかりなので、来場者の方々にも関大生
のさまざまな魅力を感じてもらい、何か新しい発見を得られる機会にな
ればと思います。

　統一学園祭実行委員会の中には、常任委員会をはじめ、模擬局、ライブ局、統一企画構成委員会、各
学部の実行委員会など、さまざまな団体が存在し、約700人が属しています。各学部に学園祭実行委
員会が存在するというのは、他大学ではあまり見られず、関西大学の学園祭の規模の大きさが分かる
と思います。週に一度、山本委員長のほか、各学部実行委員会の委員長が集まる委員長会議が行われ
ており、当日に向けての準備が進められてきました。

2014 年度の「第 37 回関西大学統一学園祭」は、11 月 1 日（土）から4 日（火）の 4 日間。今年も千里山キャンパスで開催されます。
今月号では、統一学園祭に力を注ぐ実行委員会の活動や 4 大イベントに注目してみました。その意気込みと見どころをご覧ください。

第37回

委員長会議の様子実行委員会集合写真

常任委員会 統一企画
構成委員会

ライブ局 模擬局 法祭 文祭 経祭 商祭

社祭 政祭 外祭 人祭 情祭 安祭 工祭

山本 大遥さん

（社会学部3年次生）

統一学園祭実行委員会 委員長

林 拓磨さん

（経済学部3年次生）

常任委員会 企画管理局
一般学生企画担当

学園祭実行委員会は、このジャンパー・ハッピを着ています。

Kandai Dance Festival 2014K.U. ROCK FEVER 12th　

LAUGH&PEACE お笑い王決定戦2014 後夜祭

関大生の情熱とプライドを見届けてください。「音楽」＝「自分」、関大生の「音楽」を応援します。

開催日時：11月2日（日）
13：30～15：30

場　　所：悠久の庭 中央ステージ
（雨天時：有鄰館 多目的ホール）

Q．イベント内容を教えてください。
A．関大のダンサーの皆さんが日々の練習の成
果、実力を試すコンテスト形式のダンスイベン
トです。ダンススクールのインストラクターな
どがプロの目線で審査。ダンスのジャンルは不
問で、今年は11組の団体が皆さんの前で、華
麗に元気よくダンスを披露します。

Q．見どころを教えてください。
A．演者の皆さんは「Kandai Dance Festivalで
優勝する！」という名誉を懸け参戦。同じステー
ジでヒップホップやジャズなど、さまざまなジャ
ンルのダンスを見ることができます。
イベントのエンディングには、今年初企画の観
客参加型パフォーマンスも…！？内容は当日の
お楽しみです。

Q．来場者の方々にメッセージをお願いします。
A．昨年の反省を振り返りながら、観客の皆さんに
楽しんでもらえることを第一に頑張りますの
で、ぜひ当日は昨年と一味違うKanda i  
Dance Festival 2014にお越しください。

Kandai Dance Festival（例年の様子）

髙田 あすかさん
（化学生命工学部2年次生）

Kandai Dance Festival
局長

開催日時：11月1日（土）
11：00～15：00

場　　所：悠久の庭 中央ステージ

Q．イベント内容を教えてください。
A．今年で12年目の「K.U. ROCK FEVER」。音楽
に関わる関大生が、本気で挑む音楽バトルで
す。学園祭当日までに応募された音源をプロ
の音楽関係者やDJが審査。選抜された6組し
か本番のステージに立てないという真剣勝負
で、当日のステージ上でも優勝を争い熱戦が
繰り広げられます。

Q．見どころを教えてください。
A．「K.U. ROCK FEVER」に出場できるのは、アー
ティストのコピー音源でなく全て自分たちのオ
リジナル曲。演者が「自分の音楽で戦う」という
のが一番の見どころです。当日の決勝投票に
は観客の皆さんが参加できるのも、お楽しみ
の一つです。

Q．来場者の方々にメッセージをお願いします。
A．私たちは「音楽に関わる関大生を応援する」をモッ
トーに、出場バンドに負けないくらいのやる気で
企画運営しています。「K.U. ROCK FEVER」を
知っている人も、初めての人も、関大生がぶつけ
るオリジナル曲を、ぜひ生で聴きに来てください。

K.U. ROCK FEVER（例年の様子）

小川 梨央さん

（文学部2年次生）

K.U. ROCK FEVER
局長

「お笑い」、「夢」、「感動」。忘れられないステージを。 関大生の一体感を味わってください。

開催日時：11月4日（火）
11：00～13：30

場　　所：第2学舎4号館BIGホール100

Q．イベント内容を教えてください。
A．今年のイベントの方針「夢の集まる場所」を掲
げ、頑張っている関大生を応援する「夢企画」と
「お笑い」のコラボレーション「LAUGH&PEACE 
お笑い王決定戦2014」を実施します。お笑いの
演者9組を3ブロックに分けた真剣お笑いバト
ル。その間に「夢企画」として、関大生の中から
「夢を抱いている3団体」を紹介します。

Q．見どころを教えてください。
A．お笑いの演者も本格的な芸人を目指し、日々切
磋琢磨しています。単なるお笑いコンテストで
はなく、「演者も『夢』に向かって頑張っている」
という気持ちで、ステージを楽しんでください。
またエンディングには、「感動」をテーマにした
企画も。学生だけでなく、地域の人たちも巻き
込み、「夢」いっぱいの企画を用意しています。

Q．来場者の方々にメッセージをお願いします。
A．「お笑い」だけじゃない。「感動」できる企画で
す。笑って笑って、ぐっと心に伝わる、そんな企
画を目標にしています。当日は温かいBIGホー
ルにぜひ来てください。

お笑い王決定戦（昨年の様子）

川瀬 奏子さん

（商学部2年次生）

総合創造局長

開催日時：11月4日（火）
16：30～　図書館よりパレード
16：35～　開会式典

場　　所：悠久の庭

Q．イベント内容を教えてください。
A．4日間行われる統一学園祭のフィナーレを飾るの
が、後夜祭です。応援団による演舞をはじめ、統一
企画構成委員会が運営する3つのイベント
（「Kandai Dance Festival 2014」「K.U. ROCK 
FEVER 12th」「LAUGH&PEACE お笑い王決定
戦2014」）の優勝者ステージなどが行われます。

Q．見どころを教えてください。
A．実行委員をはじめ、たくさんの関大生が悠久の
庭に集まります。普段は決して接することのな
い学生とも一緒に盛り上がり、つながりを持つ
ことができます。関大生の一体感を大いに感じ
られるのが最大の見どころです。

Q．来場者の方々にメッセージをお願いします。
A．後夜祭には、応援団のリードのもと、学歌を斉
唱するなど、普段の学生生活や学園祭期間中
には感じることができない、関大生ならではの
実感を味わうこともできます。みんなで学歌を
歌い、最後まで学園祭を楽しんでいただければ
と思います。

後夜祭（昨年の様子）

深田 晋平さん

（法学部3年次生）

後夜祭局長
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 学部・学年 性別

 法2 男子

 法1 女子

 文2 男子
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 社1 女子

 外3 女子

 情3 女子

 安全2 男子

 理工学 男子 研究科M1

終わる時期が遅くなるので、真夏にスーツを着るのがつらいです。
賛成です。今までが異常に早すぎただけ。早くからプレッシャーをかけられても、学業に専念でき
ないなどマイナスの面が大きいと感じていた。
学業に専念できるけれども、選考期間が短くなったため、しっかりとした準備が必要になったと思
う。教員と両方考えている人は、より厳しくなったと思う。
全員が対象になることなので、特に何も思わない。
冬に開催されるインターンシップに参加しやすくなったように思いますが、卒業論文作成と同時
に就職活動しなければならないのでは、と心配です。
少し不満です。部活動に入っており、夏には大きな大会があり部活動に影響があるので、就職活
動を早く終わらせたいです。
期間が短くなり、企業が面接などにかける時間が少なくなることから、学生の本質をきちんと見
ていただけるかどうか不安。
正直、変更になったことは嫌です。例年とは違うので先輩方とは取り組み方が違う部分も出てく
ると思うので、手探り状態で進めていかなければならないからです。
期間が短くなったことにより、アピールする力がより求められることになるため、準備をしっかり
しないといけなくなったと思う。
研究活動に割ける時間が増えて良いと思う反面、内定が出る時期が遅くなるので、就職先が決
まるまでソワソワする期間が長くなり気が重い。
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就職活動のスケジュール変更に関して、２年次生以上は９割以上が知っていると回
答しているのに対して、１年次生で知っていると答えた学生は７割弱にとどまっていま
す。この変更の目的は、学生の就職・採用活動の早期化・長期化を是正し、学生の学

修時間と留学などの多様な経験を得る機会とを担保することを通じて、適切な職業選
択を行う機会を確保することにありますから、１年次におけるキャリア教育・職業教育
の一層の充実を図る必要があると痛感しました。
厚生労働省の労働市場分析レポートによれば、2010年３月に全国の大学を卒業し

た者の状況をみると、新規学卒者の卒業後3年以内の離職率は31.0％、卒業後１年
以内の離職率は12.5％となっています。アンケート結果によれば、インターンシップに
参加してみたいと考える学生の割合は１、２年次生に比べて３、４年次生の方が低く
なっています。自らの職業観や勤労観を育て、ひいては雇用のミスマッチを避けるため
にも、インターンシップを積極的に活用してほしいと思います。

OPINION  OF  PROFESSOR
キャリアセンター所長
商学部　宇惠 勝也教授

次号のテーマは…「関大生の“ストレス”を科学する」
皆さんは、普段「ストレス」を感じていますか？
大学生活や私生活の中で、さまざまなストレスを感じているのではないでしょうか。次号（12月号）では、関
大生が普段感じているさまざまなストレスの種類や原因と、それに対する対処法について調査します。

11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

今号の「関大誌上教室」アンケート「就職活動のスケ
ジュ ールが変わる!?知っておくべき就活情報」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
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「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。

就職活動のスケジュ ールが変わる!?知っておくべき就活情報
Q.2016年3月卒業・修了（現3年次生・院1年次生）採用から、
　 就職活動のスケジュールが変更になることを知っていますか？

Q.今後、自身が就職活動をするにあたり、不安に思っていることは何ですか？（複数選択可）

Q.インターンシップを実施する企業が増えていますが、今後、インターンシップに
　 参加してみたいと思いますか？

Q.スケジュールが変更になったことをどう思いますか？

みんなで一緒に考えよう。 

関大誌上教室 アンケート実施期間 8月1日～9月10日　対象：関大生　回答者数：　311人（男子141人 女子170人―1年次生114人、2年次生72人、3年次生102人、大学院1年次生23人）

★キャリアセンター主催の各行事の詳細を知りたい方は、インフォメーションシステム「KICSSキャリア支援」をクリック！

【キャリアセンター主催行事に参加して、
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新たなコミュニケーションメディアを考案し実製作に臨む。

“コミュニケーションのメディアを科学する”というのが米澤朋子准教授のこのゼミ

のタイトルです。人と人がコミュニケーションを取るときに使うさまざまなツールやメ

ディアを、現存するものだけでなく、例えばアートを表現することなども含め、「伝える

手段」を考えます。人がどう考え、一般的にはどう行動するのか。音楽や映像メディア

に加えて、このゼミでよく扱われるのは仮想エージェントとロボットです。仮想エー

ジェントとは、実際には生きていないのにあたかもそこにいるかのように画面に登場

するキャラクターのような存在。ロボットにしてもガチガチな固いイメージのものでは

なく、ぬいぐるみなどの形状だったり、いろいろな動作をするもの、ユーザーの話を聞

いているふりをするものなど実にさまざまです。そのようなメディアをいかにして作る

か、人と人とのコミュニケーション、あるいは人がコミュニケーションをしているという

「錯覚」をどうやって作ることができるか、というものがテーマだと言います。そして最

終的な目的は、学生が一人あるいはグループで、より良いコミュニケーションを図る

新しいメディアを自ら考案し、製作・完成させ、そのメディアによってコミュニケーショ

ンがどのように変化したかを学生自身が観察、実験できるまでになることです。

「このゼミでは、経験不足から、目前の問題の難易度をやみくもに高いと臆するよ

り、事例を知ることで自信を持って取り組む姿勢を学んでほしい。そして、将来どんな

道に進んでも、今持っているメディアに対する興味というものを、仕事と関係なく、趣

味でもいいからずっと持ち続けてほしい」。授業が終わっても3、4年次生や院生たち

が議論をしながら作業を続ける中、米澤准教授は学生たちへの思いを語ってくれま

した。

総合情報学部

「専門演習」
米澤朋子 准教授

コンピューティングとメディア系。そのどちらも勉強でき
るこのゼミは、サークルの先輩も多く、自然な流れで選び
ました。次々と課題が出て必死ですが、はっきりと目標を
持った人には、成長を感じられるのでお勧めです。

田中春菜さん（3年次生）

このゼミは幅広いことができると思い受講を決めました。
今は、朝から晩まで、ゼミがない日も作業に時間を費やして
います。大変ですが、努力しただけ力が付いていると感じま
す。このゼミを選ぶなら、何よりも「気合い」が必要です。

不破崚太さん（3年次生）

音楽・映像に加えロボットなどの擬人化メディアも含めた媒体を利用し、
新しい視点で「未来」のための提案やモノ作りを目指します。

プログラミングなど全くできない
ビギナーであっても、クリエイティ
ブな活動をしたいと強く思う人は
歓迎します。好きなことなら寝食を
忘れて没頭できる、そんな熱意あ
る姿勢で研究を深めれば、仮に、今
学んでいることとは全く関係のな
い業界に進んだとしても、その行
き先できっと活躍できるはずです。

ゼミ生たちに細やかなフォローをする
ティーチング・アシスタントの吉田直人さん
（総合情報学研究科M2生）

総合情報学部
米澤朋子 准教授

川﨑美奈さん

日本赤十字社大阪府支部　
振興部 赤十字社員課 主事

関西大学第一高等学校出身
2012年法学部法学政治学科卒業

全職員が「人を救う」という
同じ目標に向かう。
それが私たちの誇りなんです。
阪神・淡路大震災で被災した当時、たくさんの人から支援を受

けたことを幼少の頃からご両親に聞いて育ったという川﨑美奈さ
んは現在、日本赤十字社大阪府支部で働いています。その仕事内
容は寄付金の窓口業務。日本赤十字社の災害救護や国際活動な
どの活動資金は、社費（会費）や寄付が財源となっており、川﨑さ
んはその支援者に電話や訪問などで直接、対応しています。亡く
なられた方の遺志による寄付には領収書や表彰も故人に宛てて。
気持ちの込もった対応に遺族が感動されることもあるそうです。
日本赤十字社に就職するきっかけは、関大内で開催されたセミ
ナーのブース。そこで6万人を超える職員が「人を救う」ことをた
だ一つの目標として活動していることに感銘を受け、同時に子ど
もの頃に受けた支援を振り返り、「今度は自分が役に立ちたい」と
考えました。川﨑さんは今、支援者と直接触れ合い、寄付金と共に
受け取った期待や想いなどを、実際の活動現場へつなげることに
やりがいを感じていますが、今後、さまざまな業務経験を積み、将
来的にはジェネラリストを目指しているそうです。自分を振り返り、
「人見知りだった私が殻を破ることができたのは、学生時代の海外
留学が影響しています。広い世界でさまざまな考え方と触れ合う
ことで自分の世界が広がりました」と川﨑さん。たくさんの人と出
会い、それぞれの意見を理解する。人との交流こそが自分を成長
させてくれるのだと話してくれました。

筆記用具と寄付者の方たちへお渡しする名刺、そして名刺ホルダー。
たくさんの方にいただいた名刺で、もういっぱいになっています。

認可法人／職員

ある1日の
スケジュール
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映像・映画や広告を自主製作しコンペティションなどへ応募する、知っている店にPRの話を持ち込み形
にするなど、さまざまな創作活動を自主的に提案、参加するサークル「SJM Crew」。西帯野蓮さんはこの
サークルに所属し、１年次に「OSAKA  LOVERS CMコンテスト」で部門賞を獲得し、2年次には監督・脚
本・主演全てを自らが務めるショートフィルムを撮影、現在は結果待ちの「my Japan Award」に映像作
品を応募するなど、精力的に活動しています。個人的にも7カ月のイギリス留学を経験し、留学中も１カ月
ある休みを利用してヨーロッパ1周の一人旅を決行して見聞を広めました。そのバイタリティーは、高校
生のころから思い描いている映画監督になるという夢の実現のため。常に自分から何かを発信するよう
心掛けていると言います。
そんな西帯野さんが特に力を注いでいるのが、学生代表を務める

「願い玉プロジェクト」。総合情報学部の非常勤講師・谷雅徳先生が、東
日本大震災をきっかけに発案されたこの活動では、神社や空港など、
人の集まる所で参加者を募り、それぞれの「願い」を記した書を「願い
玉」に貼り付け、光を灯します。忙しくて、ゆっくり考える時間を持てない
人に、「自分を見つめる機会」をつくってもらうことが狙いです。関西大
学高槻キャンパス祭に合わせて行われた第19回「願い玉プロジェクト」
では、154枚もの「願い」が集まりました。
たくさんの人を巻き込んでのこのプロジェクトは、開催前には打ち合
わせやスポンサー探しなど、華やかなイベントとは違い地道な作業が
多く、また本番のイベントでは参加者に依頼する「願い」について、
通り一遍でない、「“本当の”願い」を引き出すのが困難と言
います。しかし西帯野さんは、そんな苦労も視野を広げ、
自分自身を高める材料と考えているのだとか。「やりが
いもあるし、達成感もある。ぜひ、皆さんもスタッフとし
て参加してください」と自信を持って呼び掛けます。
何事にも全力で取り組む西帯野さんは、これからも
夢に向かって走り続けます。

西帯野 蓮さん

総合情報学部 3年次生

参加者の「願い玉」を光らせるのは、
人力。交代で自転車をこいでの自家発
電です。しばらく展示され役目を終えた
後、みんなの「願い」は神社に奉納され
ます。今後も日本各地での開催を企画
しています。

次回は、西帯野さんから
のご紹介で総合情報学部
の林晶さん（4年次生）が
登場。お楽しみに！

願い玉プロジェクト

将来は映画監督に。活動の全てが夢へとつながります。
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近くて
便利！

なるほど・ザ・関大！

「関西大学 東京センター」を
知っていますか？

皆さんが普段通うキャンパスをはじめ、関西各所に本学のキャンパスやセミナーハウスが存在しますが、
東京に関西大学のサテライトオフィスがあることをご存知ですか？

今号では、首都圏における関西大学の活動拠点「関西大学東京センター」を紹介します。

東京センターは、JR東京駅日本橋口に隣接する
「サピアタワー」の9階にある、首都圏における関西
大学の活動拠点です。関大生、卒業生、父母、教
職員が利用でき、就職活動中の学生を支援するた
めに、各種証明書や学割証の即時発行、休憩ス
ペース・更衣室の提供、路線案内、宿泊施設の紹
介などを行っています。
また、約180人収容の会議室、パソコン、プリンター

などを備え、本学関係者への会議室貸し出しや、社会貢献、産学連携活動としての公開講
座やセミナーを開催し、首都圏での関西大学の知名度向上にも努めています。

■開館時間／平日：8時～20時　土曜日：9時～17時

■アクセスマップ

❶ パソコン、プリンターの利用（無料）
学生用にパソコンを6台設置しています。
持参したノートパソコンからもLANケー
ブルを用いてのインターネット接続も可
能です。また、就職活動に関連する資
料に限り、備え付けのプリンターで印刷
ができます。

❷ 荷物預かり（無料）
東京センターの開室時間内であれば、
スーツケースなどの荷物を預けて外出
することができます。

❸ ミーティングルームの利用
更衣、食事、休憩に利用できる部屋を
用意しています。

❹ 各種証明書の発行
次の証明書が発行できます。
在学証明書、成績証明書、卒業（修
了）見込証明書、健康診断証明書、学
割証

❺ 会議室の利用（要予約）
ゼミ活動や研究会、学会などで会議室
を使用することが可能です。原則として
予約は6カ月前から受け付けます。

❻ その他
目的地への交通機関や、東京での宿
泊施設などのご相談にもお応えします。

Q．東京センターを知ったきっかけは何ですか？
A．大学でお世話になっていた先生に「東京に行くときにはぜひ利用し
てみるべき！」と教えていただき、その後の就活やセミナーで東京
に行った際に利用していました。

Q．初めて利用したときの感想は？
A．東京にこんなところがあるのかと驚きました。周りの友人も存在を
知らない人が多く、もったいないと思い頻繁に利用していました。パ
ソコンが無料で使えるので、就活の情報収集にはとても便利です。

Q．よかったところは何ですか？
A．職員の方が親身になって相談に乗ってくださり、応援していただけ
たので、寂しいときに自分の励みになりました。宿泊相談や目的地ま
での乗り換え案内もしていただけたので、とても助かりました。また、
JR東京駅直結で交通の利便性がよく、荷物預かり、休憩、着替えな
どもできるので、いつも荷物を預けて面接に行くという感じでした。

Q．お薦めの活用法はありますか？
A．面接までここで休憩する、リフレッシュの場として使うといいと思い
ます。また、就活に来ている関大生にも出会えるので、新たな交流、
情報交換の場にもなります。

福井 治人さん
（法学部4年次生）

東京センターってどんなところなの？ 関大生は、どのような利用ができるの？
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学部・研究科トピックス
専門職大学院トピックス

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。

3日の文化の日つまり日本国憲法の公布、4日
の関西法律学校の創立という記念日に加えて、
各国立大学法科大学院の入試日程と、11月は、
関大で法律を学ぶ者にとって、自らの過去と
未来に思いをはせるべき機会の多い月である。
「どちらも縁遠いなぁ」という、ある意味幸せな
人は、学園祭を精一杯楽しんでください。それ
もないというそこのあなた、ちょっとは考えて
みた方がよろしい。

（学部長　葛原力三教授）

経済学部では、
独自の短期留
学プログラム
として「経済学
部国際化プロ
グラム」を実
施しています。

このプログラムには行き先別に4つのメニューが
あります。その一つとして、8人の学生がカリフォ
ルニア大学サンディエゴ校にて充実した夏休み
の1カ月の間を過ごしてきました。

（座主祥伸准教授）

9月3日に天六キャンパスとのお別れの会として
「クロージングイベント」が開催されました。天六
キャンパスは、理工系学部の誕生の地でもあり、
昭和33年4月、同キャンパスにて機械・電気・化
工・金属の４学科が理工系3学部の前身である
工学部として発足しました。当時は、地下の教室
を改装した狭い実験室で、苦労をしながら１年次
生の学生実験に取り組まれていました。その後、
昭和35年9月には、実験室や実習場が整備され
た千里山キャンパスに移転しました。
現在、工学部創立からは57年目、理工系3学部

の開設から
は8年目を迎
えます。第4
学舎各棟の
設備はます
ます充実し、
今年9月には
リニューアル
された第2実験棟が完成しました。学生の皆さん
には、工学部創成期の気持ちに負けず、ますます
勉学・研究に励んでほしいと思います。

理工系学部では、1・2年次生で履修する理系科
目（数学・物理学・化学・生物学）の基礎学力の
向上を目的として、授業の復習、課題、勉強方法
などに関する質問に対応する学習支援室を開
設しています。予約は不要ですので気軽にご利
用ください。ただし、質問の際には、単に解答を
求めるだけでなく、解答に至るプロセスを理解
する心構えをしてください。
【学習支援室：第4学舎１号館１階（理工系オフィ
ス横）】

（システム理工学部 松本亮介准教授）

前号のこの欄でスマホを持たない学生が、街
歩きなどでちょいちょい面白い発見をしてい
る、と書いたら、別の学生からこんな情報が寄
せられました。大阪市内の小売店に大きな垂
れ幕がぶら下がっていて「もうあかん！やめ
た！」と大書してあったそうです。経営不振で閉
店するため格安セールをする、ということです
が、どう見てもその垂れ幕は10年以上ぶら下
がっているような代物。大阪商人のずぶとさに
感心したそうです。

（深井麗雄教授）

関西大学外国語学部と北京外国語大学中国語
言文学学院との間で「DD（ダブル･ディグリー）
プログラム」がまとまり、2015年度から正式に
運用が開始されます。具体的には、現在SAで北
京外国語大学に留学中の学生のうち希望者を
選抜し、3年次前期を引き続き北京外国語大学
で所定の単位を修得し、その後、4年次の中国で
のインターンシップ、および卒業論文（プロダク
ト）を提出することで、関西大学学士と北京外国
語大学学士の二つの学位を取得できるという制
度です。奮ってチャレンジしましょう。

（入試主任　吉澤清美教授）

BLSPでは、今年で5回目となる「海外ワーク
ショップ」を実施しました。これは、ワシントン大学
ビジネススクールと提携した1週間の短期集中
プログラムであり、今回参加した43人の学生は
春学期に調査・研究した内容をワシントン大学、
マイクロソフト本社において発表した他、ワシン
トン大学の教員による講義、スターバックス本社
訪問などを実施しました。このプログラムを通じ
て学生たちは英語力だけでなく、人間的にも大
きく成長していきます。プログラムに興味のある
方は、ぜひBLSPゼミに応募してください。

（西岡健一准教授）

会計専門職大学院

関西大学北陽中学校

社会学部祭実行委員会は、毎年第3学舎内にて
学園祭の催し物を行ってきましたが、第3学舎
の改装に伴い、学園祭の企画もリニューアルし
ます。今年度は場所を尚文館前に移し、かつて
ないスケールで巨大迷路企画の準備を進めて
まいりました。この号が出版されるころには、開
催を待つばかりとなっていることでしょう。また、
経商学舎前ステージでのイベント企画も予定
しておりますので、学園祭にお越しの皆さまは
奮ってご参加くださいますようよろしくお願い
いたします。

（第3学舎オフィス）

10月5日に、2014チャレンジキャンパス高槻
を開催しました。当日は悪天候の中も、総合情
報学部に興味を持つ多くの高校生やご父母に
参加いただき、最終的な来場者は約300人と
なりました。
今回の2014チャレンジキャンパス高槻をもっ
て、本年度のオープンキャンパスイベントは全
て終了しましたが、各回のオープンキャンパス
実施については、ゼミ紹介やキャンパスツアー
など、多くの場面で在学生にご協力をいただき
ました。総情生のご協力に、感謝いたします。

（総合情報学部オフィス）

9月11日に社会安全学部にお
いて北陽中学校1年生が中大
連携の一貫として「防災プログ
ラム」に取り組みました。防災に
ついて、災害発生のメカニズム
の基礎を学び、自らの生命を守
るために適切な行動ができる
ような人間力を養うことを目的
として、今年度始めて実施いた

しました。大学の先生に講義をしていただくテーマを
基に行った事前学習（私たちの町のハザードマップ）
の成果発表、災害時を想定した非常食ランチ、液状化
実験、キャンパスツアーを行う等、社会安全学部なら
ではのプログラムとなりました。

（関西大学北陽中学校　教頭　村上　雄一）

会計専門職大学院では、11月
23日（日・祝）に入学試験を実施
します。出願期間は、11月5日
（水）～11日（火）です。11月募
集の受験資格には卒業見込み
者だけでなく、飛び級も含まれています。大学院に
関心のある学部生の方は非常に多いと思いますが、
会計専門職大学院は従来別々に実施されていた会
計理論教育、経営・法律・租税に関する教育、会計実
務教育等をまとめて提供することにより、短期間で
総合力を高められる点に特色のある大学院です。ま
た、本大学院は多様な入試方式を採用して皆さんに
広く門戸も開いておりますので、ぜひ進学をご検討
いただきたいと思います。なお、入試等の詳細につ
いては、本大学院のウェブサイトをご覧ください。
（http://www.kansai-u.ac.jp/as/admission/index.html）

（中村繁隆准教授）

本学部では、2010年度から「社会安全学セミ
ナー」を継続的に開催しており、通算の開催回数
は、すでに40回を超えています。セミナーでは、本
学部専任教員が社会安全に関する最新の研究成
果について報告を行っています。また、外部講師
をお招きして、さまざまな視点から安全・安心の
問題について議論することもあります。毎回、学内
外から多くの方にご参加いただき、活発な議論を
行っています。今後の開催も予定していますので
（詳細はウェブサイトをご覧ください）、ぜひともご
参加ください。

（城下英行助教）

今年度からの新カリキュラムでユーモア学プロ
グラムが設置されました。スポーツ・福祉の両
コースに属しながら「笑いと健康」について専門
的に学ぶ、本学部の特徴的な科目群です。12月
13日（土）には第9回関大笑い講を開催します。
山口県に伝わる神事を勧請したもので堺での開
催は4回目。今年は社会人落語日本一の医師・枝
廣篤昌氏による「笑いと健康」の講演と落語、新
しい笑い測定システム「アッハ・メーター」の実演
と、クラウンサーカスが予定されています。皆さ
ん、どうぞご参加ください。

（松阪崇久助教）

第4回日中韓次世代フォーラムが8月26日と
27日の両日、韓国･嶺南大学で開催され、関西
大学からは、東アジア文化研究科を中心に24
人の院生が参加、中国と韓国の3大学合わせて
合計約50人が発表を行い、学術交流を深めま
した。なお、その成果は『院生フォーラム論文
集』として公刊されます。

（内田慶市教授）

大学からの重要なお知らせ

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

現在、過去、未来 社会学部の学園祭経済学部国際化プログラム

街歩き 「社会安全学セミナー」シリーズDDプログラム、いよいよ開始

BLSP（ビジネスリーダー特別プログラム）

2014チャレンジキャンパス高槻を開催

中大連携「防災プログラム」を実施

天六キャンパスと理工系学部 学習支援室

11月募集の出願間近

ユーモア学プログラムが始動

日中韓次世代フォーラムを開催

1958年（昭和33年）天六学舎実習風景（物
理）【「理工系3学部開設・工学部創立50周
年記念誌」より】

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
受付が始まっています！
10月に学内で実施される就職模擬
（SPI）試験を受験し、その試験結果が5
段階以下の方には、「応用コース」の受
講をお勧めします。
皆さんのご承知の通り、近年多くの企
業で活用されているSPI試験で、そのス
コアが芳しくなく苦戦している学生が
数多く見られます。早期の対策が勝負
の分かれ目となることは言うまでもあ
りません。

ＳＰＩ試験対策講座

【受講申込受付】【日程】

※ 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付を行います。　★2 就職模擬試験の日程については講座内でご案内します。

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・大学院
人間健康研究科生に限る）

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

エクステンション・リードセンター（ERC）

キャンパス 受付場所 取扱時間

「応用コース」
（開講キャンパス 
 　　　千里山、高槻ミューズ、堺）
【募集人員】各1００人 
【日程】別表の通り　

回数
Aクラス

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11/17（月）
11/20（木）
11/27（木）
12/ 1（月）
12/ 4（木）
12/ 8（月）
12/11（木）
12/15（月）

Bクラス
11/18（火）
11/21（金）
11/25（火）
11/28（金）
12/ 2（火）
12/ 5（金）
12/ 9（火）
12/12（金）

ミューズクラス
11/20（木）
11/27（木）
12/ 1（月）
12/ 4（木）
12/ 8（月）
12/11（木）
12/15（月）
12/18（木）

堺クラス
日程

11/19（水）
11/20（木）
11/26（水）
11/27（木）
12/ 3（水）
12/ 4（木）
12/10（水）
12/11（木）

★1

★2 平成27年1月中旬就職模擬試験

【受講料・教材費】〔受講申込時に平成27年1月実施予定の就職模擬試験代500円を別途お支払いください。〕
５,０００円（基礎コースを受講しなかった場合）
4,０００円（基礎コースを受講した場合）※当年度に基礎コースを受けた方のみ対象
※テキストは基礎コースでお渡ししたものをご利用ください。なお、再度同じテキストを購入希望の方は
通常の応用コース（教材費1,000円）をお申し込みください。

詳細は
講座案内2014を
参照してください。
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関大トピックス

電子書籍は、保管場所を取らず、持ち運びが楽な上に、検索可能な点で、従
来の紙製の本に比べ優れている。近年、さまざまなオンライン書店から電子
書籍を購入できるが、まだまだ紙媒体のみの書籍が圧倒的に多く、スキャ
ナーを用いた「自炊」による電子化作業が必要である。筆者は、所蔵の300冊
余りの専門書全てを、2年かけて「自炊」し、OCR処理した電子データに変換
して、紙製の書籍を手放した。書籍の電子化前は、結構な数の本棚が研究室

のスペースを圧迫していたが、電子化後は本棚が不要になり、スペースに随
分余裕ができた。自分の本棚を研究室に1個も置いていない教員は、関西大
学で自分だけかもしれないと、しばしば知人に自慢（？）している。蔵書のデー
タはパソコン、スマートフォン、タブレット、さらにはクラウドに保存してあり、
いつでもどこでも読むことができるので、紙製の書籍を有していないことに
全く問題を感じない。

「書籍の『自炊』」　化学生命工学部　三田文雄 教授

この欄で何を書こうか、と考えていたらビッグニュースが飛び込んできました。テレビ画面に流れた「フィギュアの髙橋選手引退」のテ
ロップ。バンクーバーオリンピック銅メダルの髙橋大輔選手が、岡山での記者会見で現役引退を表明したのです。トリノオリンピックで８
位となった後、右膝の靭帯を切る大けがをリハビリで乗り越えメダルにつなげた他、世界選手権優勝など数々の快挙を成し遂げました。
「お疲れさま」と言う以外に言葉が見つかりません。（広報委員・政策創造学部教授 深井麗雄）

今月の表紙：第2学舎授業支援SA4年次生の皆さん：山野井唯さん（文4）、寺尾保紀さん（シス理4）、鈴木惠美子さん（文4）、宇都宮あかりさん（文4）、原田恭輔さん（シス理4）、
下枝里子さん（社4）、石坂恵莉子さん（社4）、渡士美織さん（社4）、大谷裕貴さん（政策4）、伊賀太樹さん（社4）、平松早紀さん（法4）、長嶋あゆみさん（社4）、
橋本大佑さん（シス理4）、多田有希さん（法4）、岩間奈津子さん（社4）

編集後記
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【働く関大人】認可法人／職員みんなで一緒に考えよう。【関大誌上教室】
日本赤十字社大阪府支部 川﨑美奈さん
【なるほど・ザ・関大！】
「関西大学 東京センター」を
知っていますか？
【今月のシンクさんアクトくん 関大生の友の輪】
総合情報学部3年次生 西帯野蓮さん「専門演習」米澤朋子 准教授

【VIVA!学び場】総合情報学部 

就職活動のスケジュールが変わる！？
知っておくべき就活情報

第37回
関西大学統一学園祭特集

発行日：2014年10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）

11月、大阪市内における教育・研究活動およびキャリア
支援に関わる拠点として、梅田スクエアビルディングに、
「関西大学 梅田サテライト・オフィス」を新設しました。
同オフィスには、一般の方を対象に総合的な心理臨床

サービスを提供するカウンセリングルームと、就職活動を
支援するキャリアセンター梅田オフィスを設置します。
「関西大学心理臨床センター梅田カウンセリングルー
ム」は、従来の来談型サービスに加え、企業などへの産業メ
ンタルヘルスやストレス・マネジメントなどの総合的な心理
臨床サービスを展開します。
「関西大学キャリアセンター梅田オフィス」では、関西ビ
ジネスの中心地における就職支援の拠点として、これまで
以上に就職活動をする学生への支援を力強く展開します。
また、本学が開設を支援した「弁護士法人あしのは法律
事務所」が、「関西大学 梅田サテライト・オフィス」に隣接し
て設立されます。同事務所の代表弁護士は本学法科大学
院の実務家教員であり、法科大学院との連携の下、同大学
院の正課教育への参画、修了生の就職支援をはじめ、法曹
有資格者に対するリカレント教育などさまざまな連携事業
に協力を得ることになっています。さらには、心理臨床カウ
ンセリングルームとも緊密に連携し、いずれの支援も必要
なクライアントらにワンストップサービスを提供します。
2年後の梅田キャンパス開設を控え、大阪市内でまた、新

たな関西大学が動き始めます。

梅田サテライト・オフィスがオープン
8月23日、30日、9月6日、13日の計4日間、関西大学電
気通信工学研究会の学生が、子ども向けロボット教室を開
催しました。この教室は昨年から開催されているもので、今
年は4日間で14人の子どもたちが参加。ロボットが自動で
動く仕組みを子どもたちにも知ってもらうために、自律型ロ
ボット製作キット「e-Gadget」を使用し、黒い線の上を自動
でたどる「ライントレーサー」と呼ばれるロボットを作りまし
た。また、このロボットには地面の色が白か黒かを判断する
センサーが付いており、センサーからの情報を基にロボット
カーのモーターの動きをコントロールする必要があるた
め、子どもたちはロボットをコントロールするために必要な
「プログラム」を作る体験もしました。
参加した子どもたちは、電気通信工学研究会の学生から
のアドバイスを受けながらロボットカーを操作し、楽しい夏
の思い出をつくることができました。

子ども向けロボット教室を開催

各班の学生がデザインしたポスター

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9日（日）～14日（金）まで、博物館特別
展示室で開催します。開館時間は10時～16時まで。4班に
分かれた46人の実習生が、それぞれが設定したテーマに
沿って、資料の収集・借用から展示まで全ての作業を協力
して行います。
各テーマは、「大阪・堺・阪堺電車 ～都市をつなぐ道～」

「神になった人間」「アールヌーヴォーと日本」「一九六三　
嗚呼、映画。」。
展示資料を集めるために企業や博物館などと直接交渉し、

何度もミーティングを繰り返し、課程で学んだ知識を駆使して
自分たちの展示会を作り上げた成果をぜひご覧ください。

博物館実習展を開催します


