
関大トピックス

マナーについて
考えてみよう

「マナーを通じて良き人間関係を築く」

編集後記

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。関西大学の学歌は「自
然の秀麗 人の親和」から始まります。この歌詞のとおり、緑が茂る自然
豊かなキャンパスで、人々が親しみ、心を通い合わせ、良き人間関係を育
み、長い歴史と伝統を培ってきたのが関西大学です。大学生活では、ゼミ
活動、クラブ活動、アルバイトなど、今まで以上に活動範囲が広がるな
か、良き人間関係の形成に大切な要素の一つとして、「マナーを守るこ
と」を挙げたいと思います。
　マナーとは何でしょう。マナーとは礼儀作法であり、思いやりです。私

は、マナー違反とは自分のことだけを考え、相手のことを考えていないが
故の行為だと思います。つまり、「マナーを守ること」は「相手を思いやる
こと」です。マナーを向上するためには、相手の立場に立ち、相手の気持
ちを理解できるかどうかが重要となり、日々、マナーを守り続けることは、
人を思いやる心を訓練することになります。
　学生の皆さんには、この関西大学で、マナーを通じて、相手の気持ちを
考え、理解する習慣をつけることで、より良い人間関係を築いていただき
たいです。そして、実りある学生生活を過ごされることを願っています。

　2020年4月号（Vol. 482）では、「マナーについて考えてみよう」と題して、特集を組みました。マナーは日本語では「行儀」のことで
しょうか？歩きながらモノを食べることはお行儀が悪い。「マナー違反」です。たいていの場合、マナーが悪いからと言って罰則はありま
せん。罰則があるのは「ルール違反」の場合です。授業の途中で教室を出たり入ったりすることは、マナー違反です。学則でそれを禁止す
ると「ルール違反」になります。規則を作る前に、「お行儀が悪いから止めておく」ことが、心地よい生活の原則かもしれません。
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　関西大学では、さまざまな部署や施設、行事等で学生スタッフ（アルバイト・
ボランティア）が活躍しています。下記以外の学生スタッフを含め、募集告知は
インフォメーションシステム「お知らせ」やポスターなどで随時お知らせします。

学生スタッフ等募集のお知らせ

（広報委員・経済学部教授　坂根宏一）

明原 渡学生生活
支援グループ
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　各ソーシャルメディアでは、大学ウェブサイトでは紹介しきれない最新ニュー
スやイベント情報など、さまざまなコンテンツを発信しています。関西大学の
フォロワーになって、キャンパス情報を入手しましょう。

関西大学公式ソーシャルメディアを利用しよう！

　Twitter（@UnivKansai）
　大学に関連するニュース・情報をタ
イムリーに発信しています。緊急時の
情報も補完的にお知らせしています。

　Instagram（@kansai_university）
　四季折々のキャンパス風景や施
設、活躍する学生たちの写真を投稿
しています。

　Facebook（@kansai.u）
　大学のニュースやイベント情報、
学生・教職員の活躍などを日々投稿
しています。

　Googleストリートビュー
　広大な千里山キャンパスのスト
リートビューが「Google Map」か
ら閲覧できます。正門から各学舎・
施設、小道や裏道まで網羅してお
り、学生たちが主な建物や施設を
紹介しています。

（Kansai University Official Channel）
　入学式・卒業式、研究紹介など、さ
まざまな動画コンテンツを公開して
います。

授業支援グループ
csupport@ml.kandai.jp問い合わせ先

 授業支援SA
　より良い授業を行うための環境整
備として、授業で使用するプロジェク
ター・AV機器の設置や利用補助、
カードリーダーによる出欠調査など
を行っています。

 ボランティアセンター学生スタッフ
　関大生にボランティアを広めるこ
とを目的に、環境や地域支援など身
近な問題への意識啓発やボランティ
ア体験ツアーなども行っています。

問い合わせ先 ボランティア活動支援グループ　
電話：06-6368-1229

 ピア・コミュニティ
　ピア・サポート活動（学生による学
生の支援）を実践する9つのコミュニ
ティがあります。教職員のバックアッ
プのもと、さまざまなサポートプログ
ラムを企画・運営しています。

問い合わせ先 ボランティア活動支援グループ　
電話：06-6368-1229

 入試広報学生スタッフ
　高校生や保護者の大学見学時の対
応（キャンパス案内など）、オープン
キャンパス実施運営、入試広報冊子
への取材協力など、学生の視点から
関西大学の魅力を伝えています。

問い合わせ先 入試広報グループ　電話：06-6368-1153

 国際協力学生スタッフ（icvss）
　国際協力に関する調査などを行
い、それらに関するさまざまなイベン
トを開催し、関大生に国際協力・国際
貢献への関心を拡げるために活動を
行っています。

問い合わせ先 国際連携グループ　
kansai-u1886@ml.kandai.jp

 レジデント・アシスタント（RA）
　国際学生寮で留学生と共に生活
し、留学生の日常生活のサポートや、
各寮での交流イベントを企画・実施し
ています。

問い合わせ先
国際教育グループ
国際プラザグループ　
residence@ml.kandai.jp

※役職・資格等は取材時。



●イヤホンで音楽を聞き、スマートフォンを操作しながら歩行す
る学生を多数見掛けます。車が近づいても気付かないのか、
避けようとしない様子で、とても危険だと思いました。

●複数人で、道いっぱいに広がって歩いているため、通行するこ
とができません。歩行者ゾーンにとどまらず、車道にも大きく
はみ出しています。道幅が狭いことは理解していますが、他者
へ配慮しながら通行してほしいです。

●関大生が優先座席を占有していました。高齢者や足の不
自由な方が近くに立っていても知らん顔で、おしゃべりや
スマートフォンの操作に熱中しています。優先座席は本当
に必要としている方が利用するものだと思いませんか。

●電車に乗った際、関大生が大人数で騒いでおり、とてもう
るさかったです。周囲の人の迷惑を考えてほしいです。電
車内で騒ぐことはやめてほしいです。

●電車の扉付近で、関大生が立ちふさがり、降車するのに苦
労しました。「降ります」と声を掛けても、あけてもらえず、
本当に困りました。電車内のマナーを考えてください。

●バスには電車のような複数の車両がないので、一人でも多
くの人が乗車できるように周囲に気を配ってほしいです。

●大学の近隣に住んでいます。深夜まで路上や下
宿先で騒いだり、楽器を鳴らす人もいて、眠れま
せん。静かにしてください。

●関大前通り（千里山キャンパス正門前）の路上で、
酔っ払って寝転んでいる人がいます。公共の場所
だという意識はないのでしょうか。改めてほしい
です。

　“ながらスマホ”をしないこと。
　車輌通行の妨げとならないように、通
学時に道幅いっぱいに広がって歩かない
こと。

考えてみ よう考えてみ よう

●関大前通り（千里山キャンパス正門前の坂道）を猛スピードで駆け下
りていく自転車があり、衝突したらと思うと、非常に恐怖を感じます。

●自転車走行中に、イヤホンで音楽を聴いている学生が多いです。さ
らに、スマートフォンを操作している人もいます。いずれも危険運転
です。注意してください。

　自転車に乗りながらスマートフォンを見た
り、イヤホンで音楽を聴いたりする“ながら運
転”をしないこと。
　二人乗りや傘差し運転も条例で禁止されて
います。 

　深夜に騒いだり、店舗前に
座り込んだりしないこと。特
に飲酒後に店舗の前に集団
で居座らないこと。

　歩きたばこをしないこと。
　（阪急関大前駅周辺は、条例で喫煙禁止地区に指定
されています。また、吹田市内全域の道路等の公共の
場所における歩行喫煙は条例で禁止されています）。
　喫煙は構内の指定エリアで！

　電車・バス内にて大声で騒がないこと。
　乗降車する人のために通路をあけ、出入口付近
に荷物を置かないこと。
　混雑時の車内では、リュックは前に抱えるか網棚
を利用しましょう。
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　学生の皆さんが通学時に利用する電
車・バスや、大学周辺道路、近隣店舗は、一
般の方も利用されます。
　新しく始まる学生生活を送るうえで、関
西大学の学生としての自覚と良識を持ち、
マナーのある行動を身に
付けましょう。

大学に寄せられたご意見

大学に寄せられたご意見

大学に寄せられたご意見

大学に寄せられたご意見

大学に寄せられたご意見

　本学では、2008年から学生のマ
ナー・モラル

遵守に向けた総合的な啓発活動を
展開していま

す。その一環として、吹田警察署と
連携しながら

「マナーアップキャンペーン」を毎
年春学期と秋

学期に実施しています。啓発活動で
は、“ながら

スマホ・イヤホン”、通学時における
歩行・自転車・

電車内マナー、路上喫煙の禁止等
について、学

生・教職員が、吹田警察署の方々とと
もに啓発チ

ラシ付ポケットティッシュを配布し
て、マナーの

向上を呼び掛けています。

　ボランティアセンターでは、ボラ
ンティアセン

ター学生スタッフが中心となり、関
大生にボラン

ティアの魅力や活動を通して体験
できる楽しさ

や達成感を知ってもらうことを目的
として、多彩

なプログラムを展開しています。

　その一環として、ボランティア体
験ツアー「関

大クリーン大作戦」を実施していま
す。本活動で

は、学生らがキャンパス内と大学周
辺の道路を

清掃。2019年12月に実施した、千
里山キャンパ

ス周辺の清掃活動に参加した文学
部1年次生は

「ボランティアに興味があり参加
した。ボラン

ティア活動を身近に感じることがで
きた」と感想

を述べました。

「マナーアップキャンペーン」を

実施しています。

歩行

自転車

騒音

たばこ公共交通機
関

につい てマナー
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●歩きたばこをしている学生がたくさんいます。小さな子どもに当たっ
て火傷しないか不安です。（関大前通り周辺は）条例で喫煙が禁止さ
れているのを知らないのでしょうか。

●路上喫煙による学生のポイ捨てが目に余ります。側溝に何も気にせ
ず捨てていきます。側溝が詰まると清掃費用がかかります。地域住民
がボランティアで吸殻を回収していることを関大生に知ってもらいた
いです。

　2015年６月１日に改正道路交通法が施行され、自転車への罰則が強化され
ました。
　また、大阪府では自転車条例が制定され、2016年７月から自転車保険の加
入が義務づけられました。
　自転車事故による被害者の怪我の度合いによって、数百万円～数千万円に
上る治療費や損害賠償が発生した事例もあります。
　キャンパス内や周辺で、「音楽を聴きながら」、「スマートフォンを操作しなが
ら」、「傘を差しながら」運転する学生が散見されます。
　気軽に乗れる自転車は、実は大きな被害を生み出すかもしれない危険を内
包した乗り物であることを忘れてはいけません。

ボランティア体験ツアー
「関大クリーン大作戦」を
実施しています。

「関大クリーン大作戦」の様子

「マナーアップキャンペーン」の様子

春学期には、「20歳未満飲酒防止キ
ャンペーン」

も実施しています。

活動の詳細や参
加者の募集は、ボ
ランティアセン
ターのウェブサイ
トをご覧ください。

自転車保険に加入しよう！

関西大学通信 2020.4 vol.482 関西大学通信 2020.4 vol.482



電子書籍について考えよう
　持ち運びが便利で、いつでも読むことができる電子書籍を利用する人が急増しているように感じます。
その一方で、1カ月に本を全く読まない人が20代で大幅に増えたことも、ある調査で判明しました。
　今月号の誌上教室では、「電子書籍」をテーマに、学生の皆さんの電子書籍の利用頻度、利用内容をは
じめ電子書籍に対して思うところを尋ねました。そしてアンケート結果を受けて、電子書籍に詳しい文学
部の村上泰子先生に解説してもらいました。

PROFESSOR’S COMMENTS

文学部　村上泰子教授 次回のテーマは…「美術館・博物館の楽しみ方」
　５月号では美術館や博物館に対する関大生の興味、関心を尋ね、実際
に訪れたことがあるのか等のアンケートを実施しました。

　学生が電子書籍に持つイメージや、接し方の一端が読み
取れます。ある全国調査でも、20代の電子書籍利用率は無
料、有料含めて50%超ですから、同様の傾向を示していると

言えるでしょう。よく読むのは漫画や小説、利用理由は手軽
さ、読まない理由は読んだ気がしない、といった回答からは、
隙間時間を利用して軽読書を楽しんでいる様子がうかがわ
れます。ただし漫画等は海賊版サイトが社会問題になってい
ます。入手先には十分注意してください。一方、精読は紙の
書籍でという声も根強くあります。「書籍」という言葉は、精
読か否かを問わず、「通読」を連想させるようです。

　今回の調査では、多くは学業以外での利用でしたが、本
学の図書館には各種電子辞書や電子新聞、日本語のもの
はまだ多くはないものの専門書のデータベースもあります。
本文の検索機能は電子書籍の大きなメリットの一つです。
卒論やレポートなど、日々の学習に大いに役立ててほしいと
思います。

１．電子書籍に関する意識調査アンケート
　 アンケート期間：2020年1月14日～1月24日　対象者：学生　回答者数：129人

※1と回答した方は、Q2、Q3、Q4に
　進んでください。
※2・3と回答した方は、Q5に進んで
　ください。 0 5 10 15 20 25 30

〈アンケート結果から〉
　Ｑ１の回答で、関大生で電子書籍を現在、利用している学生は71人（55.0％）、過去に利用したことがある学生は34人

（26.4％）で、合計すると8割を超える学生（105人、81.4％）が電子書籍を利用したことがあると回答しています。この数字が妥
当なものなのかは、現在のところ比較する資料がないので不明ですが、電車の中では、ゲーム、漫画、SNSを見るためにスマホを
触っている若者が多く見受けられます。
　Ｑ２では、現在の利用者（71人）に読む頻度を尋ねました。ほとんど毎日が27人（38.0％）、週に2～4回と週に1回がともに14
人（19.7％）で合計すると55人（77.5％）と8割近くの学生が、時間があれば、電子書籍を利用している様子が見て取れます。続
いて、Ｑ４（複数選択回答）ではどのような本を読んでいるのかを尋ねてみると、第1位は漫画49人、第2位が小説・文芸書22人、
第3位が雑誌12人となりました。
　この3つの質問から浮かび上がる電子書籍を読む関大生像は、「時間があれば、週に２回以上（ほとんど毎日かもしれないが）、
漫画などの軽読書をしている学生が多い」ということになります。
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Ｑ５　電子書籍を利用しない主な理由を教えてください。（最大２つまで、複数選択可）
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　新聞を電子書籍で読んでいますが、紙の新聞とは違
い電子版は横書きなので読み易いです。

（システム理工学部3年次生）

　私の趣味は読書です。私は、読書とは紙のページを
めくり読み進めていくものだと考えているので、紙で読
む方が内容がよく頭に入ってきます。電子書籍は便利
ですが、私はこれからも紙ベースの本で読書を楽しみ
たいです。　　 　　　　　　　　（文学部1年次生）

　より手軽にたくさん読める電子書籍を今後は利用し
ていきたいとは思いますが、どうしても紙の本の方が
読みやすいし、頭に残るという固定観念が抜けないイ
メージです。　　　　　　　（社会安全学部1年次生）

　どうしても紙媒体で読んだ方が理解しやすいように
思い、電子書籍を利用したことがありません。　　　　

（経済学部2年次生）

　外出時などでも手軽に読めるのは便利だと思います
が、データが消えてしまう場合を考えると電子で購入す
ることをためらってしまいます。　（社会学部4年次生）
　安いのは嬉しいけれど目が疲れて長く読めないし、
内容量に質量が伴わないので現実味がなくて読んだ
気がしない。　　　　　　　　　　（法学部3年次生）
　紙資源やスペースをとらないといったメリットは確か
にありますが、スマホのアプリ、ダウンロード、容量不足
やらに悩まされる身としては、一度も電子書籍に踏み
出せません。　　　　　　　　（人間健康研究科M3）

　スマホの画面を見続けるので、目が疲れる。また十
分に充電がないと読めないのが弱点だと思う。

（外国語学部2年次生）

　電子書籍自体はとても便利で、電車でも読めるし、か
さばらないし、いい事だらけだけど、如何せん本として
の感覚が薄く、買ったときの満足感も書籍に比べて無
い。だから私は若干の不便を考慮してでも、満足感を優
先したいと思います。　　　　　　　

（商学部1年次生）

　スマホの小さい画面じゃなかなか読みにくい。また、
本だと読み返したいときに感覚的に見たいページに
いけるのが良い点です。　　　　（経済学部4年次生）

　iPadで利用しているので、ブルーライトによる目の
疲れが気になりますが、紙の書籍で買うよりも英語の
書籍が安く買える点、オフラインでも辞書で意味を調
べながら利用できる点が良いと思います。　　　　　

　　　　　　　　（法学部4年次生）

　電子書籍は、紙に比べて読んだという実感や満足感
はあまりありません。しかし手軽に好きな読書ができる
のはとても良い点であり、本を持っていなくてもすぐ読
めるのは便利だと思います。　　（社会学部1年次生）

　紙ではなかなか手に入らない貴重な文献が必要な
際に購読しました。しかし、紙でなくデータに対して金
を払うというのは味気なく、文献への熱も冷めやすく
思います。　　　　　　　　（人間健康学部4年次生）

　電子書籍派で回答していますが断然紙派です。利用
するのは、電子書籍の試し読み機能を利用したり、無料
でダウンロードできるキャンペーンの際に読んだりする
くらいです。紙で読む行為にはさまざまな意味があり、
良い影響があると考えています。　（社会学部2年次生）

　無料で読める分にはありがたいシステムですが、お金
を払って読むのなら紙で読みたい派です。

（社会安全学部2年次生）

　電子書籍では、サーバが壊れた際にデータを失う可
能性は少なからずありますので、電子書籍と紙の書籍を
使い分けることが効率の良い利用法と思います。

（総合情報学部1年次生）

　スマホのデータが破損してしまった場合、購入した電
子書籍のデータが復旧できるかが心配です。復旧の
バックアップ方法がアプリによって異なるのが、電子書
籍の面倒な点と思います。　　　　　

（文学部3年次生）

　電子書籍は便利なので無料のものをよく利用します
が、好きな作家の本などは紙媒体で集めたいという気持
ちがあります。　　　　　　　　（外国語学部3年次生）

　紙に比べて、電子書籍パッドからくる目への刺激は計
り知れないもののように思います。     （法学部4年次生）

２．学生の声

紙
書
籍

電
子
書
籍

いつでもどこでも手軽に読める

紙の本よりも安く買える

本の置く場所に困らない

持ち歩きに便利

書籍内の検索が楽にできる

シミや汚れなどの劣化がない

その他

現在、利用している
過去に利用したことがあるが、

現在は利用していない

一度も利用した
ことはない

1

3

2

ほとんど毎日（週5回以上）

紙でないと読んだ気がしない（読みにくい）
電子書籍と聞いただけで難しそうと感じる
（スマホやタブレット等で読むのが億劫）
紙で読むほうが、内容が頭に入りやすい

書棚を本で埋め尽くしたい

その他

週に2～4回

週に1回

月に2～3回程度

月に1回以下

その他

27

52

36

6

23

10

10

11
31

35

6
7

11

14

14

8

8

0

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位

9位

漫画
小説・文芸書
雑誌
新聞
実用書
専門書
辞書

写真集・グラビア
洋書
その他

49
22
12
11
7
6
5
2
1
1

電子書籍派の意見や感想 紙書籍派の意見や感想

Ｑ１　電子書籍（漫画や新聞・雑誌を含む。
　　　また有料・無料を問わない）を利用
　　　したことはありますか。

Ｑ３　電子書籍を利用する主な理由を教えてください。（最大３つまで、複数選択可）

Ｑ２　電子書籍を読む頻度を教えてください。

Ｑ４　電子書籍では主にどのような本を
　　　購入しますか。（最大３つまで、複数選択可）

派

派

24人（18.6%）

34人（26.4%）
71人（55.0%）

（人）

（人）
（人）

（人）

※役職・資格・年次等は取材時。

　
やっぱり紙媒体の

ほうが、読んだ気がする
し、本の厚みからこれだけ
読んだというのがわかりやすく
て良い。
（環境都市工学部3年次生）

　
スクロールしな

がら読むのはかえって
読みづらいので、電子書
籍は苦手だなあ、と思って
しまいます。

（心理学研究科M2）
　

持ち運びなど便
利な点もありますが、

紙の書籍のように本棚に
保存できない点など、デメ
リットもあると思います。

（文学部4年次生）

　
電子書籍は簡単

にページをめくること
ができすぎて、内容があ
まり頭に入ってこず、その
ため本を読んだ気になら
ない。
（文学部3年次生）

　
置き場所に困らない

し、検索すればすぐに探す
こと、見つけることができる

ため電子書籍はとても便利だ
と思います。　　　　　　

（商学部1年次生）

　
持ち運びが楽で、どこか

らでもアクセスし読むことができ
る利便性があります。ただ、本のよう
にページをパラパラとめくれないの
が残念です。

（システム理工学部4年次生）

持ち運びに労力を要さな
いところが利点だと思いますが、

使用端末のバッテリー性能が悪くな
りやすいこと、液晶画面なので目が疲
れることが欠点だと考えています。

（社会安全学部4年次生）
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人間の行動を観察し、データを集めて実社会に生かす。

社会学部　社会学科

「専門演習1・2」
小川 一仁 教授

上﨑小太郎さん（3年次生）

　実験を通して人間の経済に関する行動を観察し、データを収集する実験経済学。実験には、
フィールド実験とラボ実験がありますが、社会学部の小川一仁教授のゼミでは、その両方を学
習します。
　フィールド実験は、地方自治体の住民や民間企業の社員など一般の人々を対象に、家庭や
職場など日常生活を実験場として実施されます。例えば、節電するには住民にどんな働きか
けが必要か、特定健康診査で生活習慣病の発症リスクが高い人に特定保健指導を受診しても
らうにはどんな働きかけが有効かなど、対象をランダムに振り分けて生成した複数のグルー
プに異なる処置を施し、その結果を比較し、政策やマーケティング効果を測定します。一方、ラ
ボ実験は、経済理論の予測の検証であり、経済学の考え方が正しいかどうか、経済学が分析で
きていない人間の行動はどのようなものかを調べる基礎研究となります。大学内にある日本
最大規模の実験室を使い、人間の利他性やリスクに対する態度、時間に対する態度や我慢強
さなど、経済に関する人の意思決定について調べます。これらは、政府や自治体が政策を行う
上での証拠を作るための研究でもあり、実験理論の基礎知識を習得するために、ゼミ生は小
川教授が選定した教科書や資料を読んでグループで章ごとに内容をまとめ、週に1章ずつ発
表しています。
　小川教授は、「学生時代に多くの人と出会ってほしい」という思いから、ゼミ生にさまざまな
機会を用意しています。例えば3年次の春学期では、韓国仁川大学や佐賀大学といった国内
外の大学との合同ゼミ合宿を企画し、自主研究の発表の場を提供しています。英語での資料
作成と発表を行うため、追加でサブゼミを開催し、自由なテーマでグループワークを実施して
います。グループワークでは、社会生活に必要な協調性を学ぶことができます。
　また、小川教授は一般企業で働く後輩や知人をゼミ生に紹介し、社会に出る前に、社会人の
ライフスタイルを事前に見せることもしているそうです。「他大学の学生や社会人など、関大
生とは違う考え方を持つ人との接点を持つことで、広い視野を持ってもらう一助になればと
思っています」と授業の工夫点を説明します。
　実験経済学は、人の心理や行動を分析し、経済や社会に与える影響を調べる学問です。「物
事には表と裏があり、解釈も一つとは限らないため、人の言うことを信じすぎないようにしてく
ださい。何事にも疑問を持ち、立ち止まってじっくり考えることが大切です。そうすれば社会に
出てさまざまな人と出会っても、物おじしない人間になれると思います」と締めくくりました。

物事を多面的に捉えられる学生の育成に貢献。

　韓国の仁川大学で他大学と合宿をしたおかげで、韓国の友
だちができ、交流範囲が広がりました。人間の行動を分析する
授業が多く、多面的に物事を見ることの大切さを学びました。
冷静に判断し、新しい考え方を提案していきたいです。

　1年次に小川先生の基礎研究の授業を受けて実験経済学に
興味を持ち、このゼミを取りました。グループワークを通してプ
レゼンテーション能力が向上し、インターンでも緊張しなくな
りました。就職活動のヒントももらえます。

　このゼミは専門演習ですの
で、実験経済学をベースに、物
事を科学的に考えてみたい学
生には、向いているゼミだと
思います。ゼミの共同生活に
きちんと貢献できて、卒業後
も後輩の面倒を見てくれる人
材に来ていただけるといいで
すね。ゼミ生に一人一人に丁
寧に対応しています。

小田舞花さん（3年次生） 小川一仁 教授

Rukia Yamanaka

山中 瑠樹亜さん

経済学部　2年次生

自分の弱点を克服し、最高峰を目指す

関西学生新進テニストーナメントでのプレー

年末合宿でテニス部のメンバーと

今月の

関大生
の友の

輪
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体育会テニス部に所属する山中瑠樹亜さんは、身長を生かし高い打点から打ち下ろすハードヒッ
トプレーを得意とする攻撃的なプレーヤーです。

小学1年生から本格的にテニスを始めた山中さんは、中学時代、全国大会出場の際に、テニスの強
豪校である相生学院高等学校硬式テニス部の監督に素質を認められ、スカウトされました。テニスが
好きだった山中さんは、挑戦したいという素直な気持ちに従い、親の反対を押し切って地元高知県を
離れ、兵庫県にある相生学院高校への入学を決意します。

高校は全寮制のため、授業と練習を終えてから自炊や洗濯などをこなす中で、親への感謝の気持
ちが芽生えたそうです。また、「生活力だけではなく、全国から集まったライバル同士、日本一を目指
して切磋琢磨した結果、団体の中で生きる力を身に付けることができました」と振り返ります。

高校3年生夏のインターハイ団体戦決勝は、自らのプレーで優勝を決めることができた、強く思
い出に残る試合。入学時は無名でしたが、レギュラーを勝ち取り、3年生になってからは全国優勝に
貢献し、無敗で卒業を迎えました。

テニスでもっと高みを目指したいという思いから、高校のテニス部の歴代キャプテンやエース
が活躍する関西大学に進学。目標は、全日本大学対抗テニス王座決定試合（王座）で連覇を続
ける早稲田大学を倒して全国制覇すること。経済学部では、ゼミで東アジア経済を学びなが
ら、週7日・毎日3時間半の練習に励んでいます。

高校時代は、監督やコーチのサポートの下、受け身でも練習量に比例して成長を感じ
ていましたが、大学では練習時間も限られ、自身でのマネジメントが必要になります。運
動能力や体格に恵まれていながらも勝てない時期が続き、悩んだ山中さん。何が足りな
いのかを模索するため、「テニスノート」を再開し、コーチからのアドバイスやミスへの対
応策などを記し続けました。テニスはボールを打つだけではなく、ゲームの組み立てなど
戦術や頭脳プレーも必要なスポーツ。ノートから客観的に自己分析し、内気な性格の自分に
は「闘争心」が欠けていたと気付き、意識へのアプローチを行うことで、積極的なプレーを展開
できるようになったそうです。

大学では、全日本学生テニス選手権大会（インカレ）ベスト8、王座3位という成績を収めるこ
とができましたが、「練習では常に早稲田との決勝戦をイメージして、緊張感の中でプレーで
きるようシミュレーションをしています。早稲田の選手はフィジカルと頭脳のバランスが良く、
経験も実績も総合的に上ですから」と強敵の打倒に燃える山中さん。「卒業後は実業団で活躍
したいですが、そのためには技術の向上だけではなく、人間的な成長も必要だと感じていま
す」と将来を見据えていました。

次回は、山中さんからのご紹介
で高取誠隆さん（人間健康学部
2年次生）が登場。お楽しみに！

※科目名・年次等は取材時。

※年次等は取材時。
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人間の行動を観察し、データを集めて実社会に生かす。

社会学部　社会学科

「専門演習1・2」
小川 一仁 教授

上﨑小太郎さん（3年次生）

　実験を通して人間の経済に関する行動を観察し、データを収集する実験経済学。実験には、
フィールド実験とラボ実験がありますが、社会学部の小川一仁教授のゼミでは、その両方を学
習します。
　フィールド実験は、地方自治体の住民や民間企業の社員など一般の人々を対象に、家庭や
職場など日常生活を実験場として実施されます。例えば、節電するには住民にどんな働きか
けが必要か、特定健康診査で生活習慣病の発症リスクが高い人に特定保健指導を受診しても
らうにはどんな働きかけが有効かなど、対象をランダムに振り分けて生成した複数のグルー
プに異なる処置を施し、その結果を比較し、政策やマーケティング効果を測定します。一方、ラ
ボ実験は、経済理論の予測の検証であり、経済学の考え方が正しいかどうか、経済学が分析で
きていない人間の行動はどのようなものかを調べる基礎研究となります。大学内にある日本
最大規模の実験室を使い、人間の利他性やリスクに対する態度、時間に対する態度や我慢強
さなど、経済に関する人の意思決定について調べます。これらは、政府や自治体が政策を行う
上での証拠を作るための研究でもあり、実験理論の基礎知識を習得するために、ゼミ生は小
川教授が選定した教科書や資料を読んでグループで章ごとに内容をまとめ、週に1章ずつ発
表しています。
　小川教授は、「学生時代に多くの人と出会ってほしい」という思いから、ゼミ生にさまざまな
機会を用意しています。例えば3年次の春学期では、韓国仁川大学や佐賀大学といった国内
外の大学との合同ゼミ合宿を企画し、自主研究の発表の場を提供しています。英語での資料
作成と発表を行うため、追加でサブゼミを開催し、自由なテーマでグループワークを実施して
います。グループワークでは、社会生活に必要な協調性を学ぶことができます。
　また、小川教授は一般企業で働く後輩や知人をゼミ生に紹介し、社会に出る前に、社会人の
ライフスタイルを事前に見せることもしているそうです。「他大学の学生や社会人など、関大
生とは違う考え方を持つ人との接点を持つことで、広い視野を持ってもらう一助になればと
思っています」と授業の工夫点を説明します。
　実験経済学は、人の心理や行動を分析し、経済や社会に与える影響を調べる学問です。「物
事には表と裏があり、解釈も一つとは限らないため、人の言うことを信じすぎないようにしてく
ださい。何事にも疑問を持ち、立ち止まってじっくり考えることが大切です。そうすれば社会に
出てさまざまな人と出会っても、物おじしない人間になれると思います」と締めくくりました。

物事を多面的に捉えられる学生の育成に貢献。

　韓国の仁川大学で他大学と合宿をしたおかげで、韓国の友
だちができ、交流範囲が広がりました。人間の行動を分析する
授業が多く、多面的に物事を見ることの大切さを学びました。
冷静に判断し、新しい考え方を提案していきたいです。

　1年次に小川先生の基礎研究の授業を受けて実験経済学に
興味を持ち、このゼミを取りました。グループワークを通してプ
レゼンテーション能力が向上し、インターンでも緊張しなくな
りました。就職活動のヒントももらえます。

　このゼミは専門演習ですの
で、実験経済学をベースに、物
事を科学的に考えてみたい学
生には、向いているゼミだと
思います。ゼミの共同生活に
きちんと貢献できて、卒業後
も後輩の面倒を見てくれる人
材に来ていただけるといいで
すね。ゼミ生に一人一人に丁
寧に対応しています。

小田舞花さん（3年次生） 小川一仁 教授

Rukia Yamanaka

山中 瑠樹亜さん

経済学部　2年次生

自分の弱点を克服し、最高峰を目指す

関西学生新進テニストーナメントでのプレー

年末合宿でテニス部のメンバーと

今月の

関大生
の友の
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体育会テニス部に所属する山中瑠樹亜さんは、身長を生かし高い打点から打ち下ろすハードヒッ
トプレーを得意とする攻撃的なプレーヤーです。

小学1年生から本格的にテニスを始めた山中さんは、中学時代、全国大会出場の際に、テニスの強
豪校である相生学院高等学校硬式テニス部の監督に素質を認められ、スカウトされました。テニスが
好きだった山中さんは、挑戦したいという素直な気持ちに従い、親の反対を押し切って地元高知県を
離れ、兵庫県にある相生学院高校への入学を決意します。

高校は全寮制のため、授業と練習を終えてから自炊や洗濯などをこなす中で、親への感謝の気持
ちが芽生えたそうです。また、「生活力だけではなく、全国から集まったライバル同士、日本一を目指
して切磋琢磨した結果、団体の中で生きる力を身に付けることができました」と振り返ります。

高校3年生夏のインターハイ団体戦決勝は、自らのプレーで優勝を決めることができた、強く思
い出に残る試合。入学時は無名でしたが、レギュラーを勝ち取り、3年生になってからは全国優勝に
貢献し、無敗で卒業を迎えました。

テニスでもっと高みを目指したいという思いから、高校のテニス部の歴代キャプテンやエース
が活躍する関西大学に進学。目標は、全日本大学対抗テニス王座決定試合（王座）で連覇を続
ける早稲田大学を倒して全国制覇すること。経済学部では、ゼミで東アジア経済を学びなが
ら、週7日・毎日3時間半の練習に励んでいます。

高校時代は、監督やコーチのサポートの下、受け身でも練習量に比例して成長を感じ
ていましたが、大学では練習時間も限られ、自身でのマネジメントが必要になります。運
動能力や体格に恵まれていながらも勝てない時期が続き、悩んだ山中さん。何が足りな
いのかを模索するため、「テニスノート」を再開し、コーチからのアドバイスやミスへの対
応策などを記し続けました。テニスはボールを打つだけではなく、ゲームの組み立てなど
戦術や頭脳プレーも必要なスポーツ。ノートから客観的に自己分析し、内気な性格の自分に
は「闘争心」が欠けていたと気付き、意識へのアプローチを行うことで、積極的なプレーを展開
できるようになったそうです。

大学では、全日本学生テニス選手権大会（インカレ）ベスト8、王座3位という成績を収めるこ
とができましたが、「練習では常に早稲田との決勝戦をイメージして、緊張感の中でプレーで
きるようシミュレーションをしています。早稲田の選手はフィジカルと頭脳のバランスが良く、
経験も実績も総合的に上ですから」と強敵の打倒に燃える山中さん。「卒業後は実業団で活躍
したいですが、そのためには技術の向上だけではなく、人間的な成長も必要だと感じていま
す」と将来を見据えていました。

次回は、山中さんからのご紹介
で高取誠隆さん（人間健康学部
2年次生）が登場。お楽しみに！

※科目名・年次等は取材時。

※年次等は取材時。
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正門

なるほど・ザ・関大！
広大な関西大学のキャンパスには、創立者や学長、理事長など、関西大学を
築いた先人たちの彫像のほか、関西大学の歴史にまつわる記念碑などが点在
しており、時代を超えて関大生を見守っています。
各彫像・記念碑には、先人の偉業や制作者名などが刻まれた銘文が添えられ

ています。本誌を片手に、関西大学の歴史を探索してみてはいかがでしょうか。

「関西法律学校発祥の地」顕彰碑
　関西大学の前身である関西
法律学校は、1886（明治19）年

11月4日、関西初の法律学校として、
大阪市西区京町堀の願宗寺に設立さ
れました。
　1905（明治38）年、「私立関西大
学」に改組・改称し、大学科、大学予科
および専門科を設置しました。

「児島惟謙先生」像

　関西法律学校は、大阪控訴院長
だった児島惟謙ら12人の創立者に

よって開校されました。
　児島惟謙は、大津事件で大審院長とし
て司法権の独立を守った人物。関西大学
では、当時児島惟謙が示した思想や行動

「正義を権力より護れ」を建学の精神とし
て掲げています。

「泊園書院址」記念碑
　「泊園書院」は、江戸時代後期に大
阪で開かれた漢学塾。
　戦後、泊園書院の院主・藤澤南岳が
所持していたコレクションが「泊園文
庫」として関西大学に寄贈され、東西
学術研究所や泊園記念会を設立。
関西大学の知的ルーツの一つになっ
ています。

正門「関西大学」門標
　1952（昭和27）年に今の位置
に移るまでは、以文館の下をくぐ

り抜ける坂道の手前に正門がありまし
た。
　門標の「關西大學」の文字は、中国唐
代の書家、顔真卿が書いた碑文から集
字されたものです。

「岩崎卯一先生」像

　　　関西大学専門部法律学科出身の
　　岩崎卯一は、3期にわたって学長を
務めた人物。戦後の混乱期の中、「関大
ルネッサンス」を宣言し、大学再建の指
導理念を提唱しました。
　胸像は当時、南向きでしたが、胸像前
に以文館が建設され、2012年、東向き
に変えられました。

「久井忠雄先生」像

　1963（昭和38）年か
ら1991（平成3）年まで

理事長を務めた久井忠雄
は、工学部・社会学部の設置
や高槻キャンパス校地の取
得、創立80・100周年記念事
業の実施など、関西大学発
展の礎を築きました。

「山岡順太郎先生」像

　総理事・第11代学長だっ
た山岡順太郎は、1922（大

正11）年、千里山に学舎を新
設。同年6月5日に大学昇格を
果たします。
　新しい大学の理念として

「学の実化」を提唱し、数々の
大事業を遂行した山岡順太郎
は、本学中興の祖と言われて
います。

「友」の像

　友情のさわやかさを表現
した、青年2人の等身大立像。
　第1学舎の前庭に建立され
ましたが、誠之館1号館に移
され、総合図書館の完成に
伴って現在の場所へ移設さ
れました。

「記念碑」

　総合図書館から尚文館
エリアに存在した、栄光の
大運動場を偲び建てられた
記念碑です。

「三百年後関西大学
擴充発展資金之碑」

高槻キャンパス
　当時の新キャンパス開設計画では、高槻の他、
箕面・止々呂美、茨木・大岩、猪名川・肝川が候補地
でした。総合情報学部の第1期一般入試枠の競争
率は、58倍という数字が記録
されています。
　高槻キャンパスには、開設
当時に設置された、アメリカ人
彫刻家ジョージ・リッキー氏に
よるモニュメントがあります。

高槻ミューズキャンパス
　高槻ミューズキャンパスは、施設に防災機能を備
えた社会貢献型都市キャンパス。
　西門の壁面には、佐賀県有田で作られたやきもの
の陶壁画「飛翔－関西大学から世界へ－」が飾られて
います。有田泉山の素材を彫刻し、現代の技法によっ
て多彩な色とガラス釉を重ね、焼き上げられたもの
で、明日へと
飛び 立つ若
い 命と創 造
力を表現して
います。

堺キャンパス
　堺キャンパスは、堺市立商業高等学
校・第二商業高等学校校地を利用した堺
市の大学等高等教育機関誘致事業コン
ペティションに、学校法人関西大学が提
案した企画案（学部設置等）が採択され、
開設しました。
　キャンパスの各所には、今
も商業高校時代の校歌が刻
まれた石碑や卒業記念碑・記
念樹などが残されています。

A

A

A A

A

A

関西大学出身として
初の学長は？

28年間理事長を
務めたのは？

学是「学の実化」を
提唱したのは？

第1学舎

第2学舎

第3学舎 関西大学会館

校友・
父母会館 100周年

記念会館

簡文館

以文館

岩崎記念館

児島惟謙館

総合図書館

歴史的景観回顧モニュメント
　教育研究環境の整備により、千里山キャンパス
は年々その姿を変えています。

　キャンパス内10箇所に
ある「歴史的景観回顧モ
ニュメント」には、その場
所から望むことができた
過去の情景写真と、解説
文を記載しています。目
の前に広がる現在の景観
と見比べてみてください。

…彫像

…石碑

…歴史的景観回顧
　　　　モニュメント

年史編纂室 特設サイト

さらに詳しい情報は

1994（平成6）年4月開設

2010（平成22）年4月開設

2010（平成22）年4月開設

「和」の像

建立：1940（昭和15）年
建立：1985（昭和60）年4月

除幕：1956（昭和31）年9月、
制作：朝倉文夫（文化勲章受章彫刻家）

除幕：1931（昭和6）年1月、
再建：1965（昭和40）年11月

除幕：1993（平成5）年8月

除幕：1976（昭和51）年11月

除幕：1965（昭和40）年11月、制作：今村久兵衛 除幕：1970（昭和45）年11月

関西大学のルーツを知ろう

正門は元々
以文館にあった？

　関西法律学校の第1回
卒業生で、博士号第1号
の武田宣英が寄付した
3,000円を記念して建立
された記念碑です。

　大学紛争で荒廃した
学内に、人の「和」の大切
さを再認識してほしいと
いう願いを込め、事務職
員有志により建てられま
した。

Q

Q

Q Q

彫像・モニュメント探索MAP彫像・モニュメント探索MAP
◆

「ふくろう」の像
寄贈：2009（平成21）年11月

　学内で目にするふく
ろうのキャラクターは、
1986（昭和61）年創立
100周年の佳節に、公
募により制定されたも
のです。

「豫科青春の像」

　バンカラの気風を漂わ
せた、大学予科生を象徴
する青年像。
　大学予科では、現在の
共通教養教育に相当する
講義を行っていました。

除幕：1990（平成2）年11月、
制作：渡辺岬

関西大学の
創立者は？

Q 関西大学の
創立記念日は？

Q
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第3学舎

千里山キャンパス
学　　　　部

研 究 科

専門職大学院

法学部・文学部・経済学部・商学部・
社会学部・政策創造学部・外国語学部・
システム理工学部・環境都市工学部・
化学生命工学部
法学研究科・文学研究科・経済学研究科・
商学研究科・社会学研究科・
理工学研究科・外国語教育学研究科・
心理学研究科・東アジア文化研究科・
ガバナンス研究科
法科大学院・会計専門職大学院

千里山中央グラウンド

千里山東体育館

総合学生会館
メディアパーク 凜風館 

第4学舎

関西大学博物館（簡文館）

尚文館

以文館

正門

新凱風館

第1学舎

第2学舎

●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、各種証明書の発行

総合情報学部オフィス（A棟1F）

●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、各種証明書の発行
●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）

●就職・進路に関する相談
●就職情報資料の閲覧
●進路選択・就職活動支援行事開催の案内

キャリアセンター
堺キャンパス分室（A棟2F）

高槻ミューズキャンパス
社会安全学部
社会安全研究科

西館

ミューズ保健
センター

（西館9F）「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！

●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、各種証明書の発行
●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）

●TOEICⓇ L&R対策や各
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

体験学習エリア
A棟 B棟

堺キャンパス保健室
（A棟1F）

堺キャンパス
人間健康学部
人間健康研究科

梅田キャンパス

エクステンション・リードセンターの講座の受付も行って
います。
※本学学生（人間健康学部・人間健康研究科）に限る。

「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！

キャリアセンター
（新関西大学会館北棟3F）
キャリアセンター理工系
事務室（第4学舎1号館2F）

●就職・進路に関する相談
●就職情報資料の閲覧
●進路選択・就職活動支援行

事開催の案内
就職・

進路のこと
ならこちらに
お任せ！

『関西大学
通信』は広報課で
発行して
います！
広報課

（関西大学会館1F）

阪急電鉄
「関大前」駅

南海電鉄
「浅香山」駅

国際部
（第２学舎1号館2F）

●留学・国際協力・国際交流に
関する相談、資料の閲覧

●海外派遣プログラムの実施、
留学ガイダンスの開催

●さまざまな外国語学習プロ
グラム・異文化交流イベント
の実施（Mi-Room）

国際部を
活用して
グローバルな
感覚を身に
付けよう！

）保健管理センター（新関西大学会館北棟４F）
●定期健康診断（毎年４月に実施しています。必ず受
診してください）

●健康診断証明書の発行（当該年度の定期健康診断
の受診が原則）

●診療・健康相談
※診療所受診の際には、健康保険証を持参してください。

どこに相談
したらいいのか
わからない

場合はこちらへ！

学生相談・支援センター
（新関西大学会館北棟１F）

●総合相談
●障がいのある学生に対す

る修学支援

エクステンション・
リードセンター
（第3学舎3号館2F）

●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
※IELTSTM・TOEFLⓇ・TOEICⓇ L&R対策

コースや公務員試験対策など幅広く講座
を開講しています！

グループ
学習のための

図書館ラーニング・
コモンズが
あります！

総合図書館
●218万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・電子書籍の利用
●閲覧室の利用、他キャンパ

ス図書館の資料取り寄せ

ITセンター（円神館）
●パソコン、プリンタのオープン

利用
●持込パソコンなどの設定・利用

相談

「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。全てのキャン
パスで利用できます。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。

凜風館1Fには
「コラボレーション
コモンズ」も
あります！

学生センター
（凜風館1F・新凱風館1F）

●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、ピア・サポー
ト活動についての各種相談

●体育会のクラブ活動・スポーツ
振興に関する支援や相談

教務センター（第2学舎1号館1F）

教職支援センター（第2学舎1号館1F）

●履修相談
●試験・成績に関する相談
●住所などの変更手続き  

学生証の再発行

●学割証の発行
●教職課程履修、各種資格取得に関

する相談
●各種証明書の発行

※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。

　（法科大学院は、以文館・法科大学院オフィ
スへ）

修学上の
手続きや相談は
こちらへ！

●就職・進路に関する相談
●就職情報資料の閲覧
●進路選択・就職活動支

援行事開催の案内

関西大学 たかつき
アイスアリーナ

セミナーハウス高岳館

L棟 厚生棟（食堂・売店）

K棟 情報演習棟

A棟 管理・研究棟

高槻キャンパス保健室
（K棟北1F）

高槻キャンパス
総合情報学部
総合情報学研究科

●奨学金、課外活動の相談

高槻キャンパスオフィス（A棟1F）

キャリアセンター
高槻キャンパス分室（K棟1F）

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）

キャリアセンター
高槻ミューズ

キャンパス分室（西館３F）

●PC教室、スタジオ
●MonoLab（総情工房）
●学生サービスステーション
　1F:機材貸出
　3F：PC利用相談

スタジオ棟（C棟）
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●起業支援拠点「スタートアップカフェ大阪」

●就職・進路に関する相談
●就職情報資料の閲覧
●進路選択・就職活動支援行事開催の案内

梅田キャンパス事務室（2階）

キャリアセンター梅田オフィス（5階）

●就職・進路に関する相談
●就職情報資料の閲覧
●進路選択・就職活動支援行事

開催の案内
エクステンション・リードセンターの
講座の受付も行っています。
※本学学生（総合情報学部・総合情報学

研究科）に限る。

千里山中央体育館

食堂、購買店、カフェ
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20２０年度
イケ  ダ　　　 メグミ

池田 　愛 准教授
【専門分野】民事訴訟法
■趣味・特技など
ピアノ、バイオリン

■学生に向けたメッセージ
皆さんと共に学んでいきたいと
思います。

ウエ ムラ　　  アラタ

植村 　新 准教授
【専門分野】労働法
■趣味・特技など
読書、散歩

■学生に向けたメッセージ
自分が抱いた疑問、面白いと
感じたことを大切にしてください。

ヨシ ザワ　　  ヒカル

吉沢 　晃 准教授
【専門分野】国際政治経済学、EUの政治経済
■趣味・特技など
海外旅行、海辺の散歩

■学生に向けたメッセージ
勉強と学問の違いについて
一緒に考えていきましょう。

クロ  キ　  タカ ヒト

黒木 貴一 教授
【専門分野】自然地理学
■趣味・特技など
博物館・資料館巡り

■学生に向けたメッセージ
自らの力で社会を泳げる人に
育ってください。

 タ　ナカ  ジュンイチ

田中 潤一 教授
【専門分野】教育哲学
■趣味・特技など
音楽鑑賞、
フルート演奏

■学生に向けたメッセージ
充実した学生生活を
送ってください。

イシ　ヅ　 トモ ヒロ

石津 智大 准教授
【専門分野】神経美学、芸術心理学、認知神経科学
■趣味・特技など
ロッククライミング、
美術展観賞

■学生に向けたメッセージ
他人に優しく、自分に優しく、
学生生活がんばってください。

カン  ダ 　 アキ フミ

官田 光史 准教授
【専門分野】日本近現代史、政党史
■趣味・特技など
音楽鑑賞、散歩

■学生に向けたメッセージ
考える楽しさをお伝えできるよう、
がんばります。

キシ モト　  リ　 エ

岸本 理恵 准教授
【専門分野】日本平安文学、文献書誌学
■趣味・特技など
アウトドア

■学生に向けたメッセージ
文学の奥深さを一緒に
楽しみましょう。

ミズ  ノ　   トモ ハル

水野 友晴 准教授
【専門分野】日本の思想、宗教、哲学など
■趣味・特技など
街かど散策、読書

■学生に向けたメッセージ
まずは何でもやってみよう！

ヒラ  デ 　  キ    ヨ    エ

平出 喜代恵 助教
【専門分野】カント、応用倫理学
■趣味・特技など
旅行

■学生に向けたメッセージ
「学問が私を変えていく」経験を
してください。

ヨシ カワ　カズ  キ

吉川 和希 助教
【専門分野】東洋史、近世ベトナム史
■趣味・特技など
将棋、史跡巡り

■学生に向けたメッセージ
いろいろなことに興味を
持ちましょう。

 カ　 イ　  ナリ アキ

甲斐 成章 教授
【専門分野】中国経済
■趣味・特技など
スポーツ観戦、
映画鑑賞、家庭菜園

■学生に向けたメッセージ
洞察力と行動力を
身に付けましょう。

ハラ　　　 タク  ジ

原　 拓志 教授
【専門分野】経営組織論、組織イノベーション論
■趣味・特技など
音楽・美術鑑賞、旅行

■学生に向けたメッセージ
自ら情報を集め、考え、行動
する力をつけましょう。

 サ  エキ　ヤス  オ

佐伯 靖雄 准教授
【専門分野】経営戦略論、技術経営論
■趣味・特技など
原稿の早書き

■学生に向けたメッセージ
大学生活では一生の友達を
見つけてください。

マツ シタ　ケイ  タ

松下 慶太 教授
【専門分野】インターネット・コミュニケーション
■趣味・特技など
旅、コーヒー

■学生に向けたメッセージ
好奇心のままにBe Playful !

ツチ  ヤ　　　 アツシ

土屋　 敦 准教授
【専門分野】福祉社会学、医療社会学、子ども社会学
■趣味・特技など
温泉巡り、
クラシックギター

■学生に向けたメッセージ
人生の中で大学時代は一番自由な時間が
取れる期間です。ぜひいろいろなチャレンジ
をしてみてください。

ヨシ カワ　ダイ スケ

川 大介 准教授
【専門分野】ファイナンス
■趣味・特技など
読書、映画鑑賞

■学生に向けたメッセージ
充実した学生生活を
過ごしてください。

マット・ルーカス

Matt Lucas 准教授
【専門分野】応用言語学、第二言語習得
■趣味・特技など
音楽鑑賞

■学生に向けたメッセージ
一緒に楽しく学びましょう。

タネ ハシ　セイ  コ

種橋 征子 准教授
【専門分野】高齢者福祉、ソーシャルワーク、福祉経営
■趣味・特技など
神社、美術館巡り

■学生に向けたメッセージ
専門は高齢者福祉です。
よろしくお願いいたします。

　オ ヤナギ   ワ    キ    オ

小柳 和喜雄 教授
【専門分野】教育方法学、教育メディア
■趣味・特技など
旅行、スポーツ観戦

■学生に向けたメッセージ
さまざまな人と出会い、何かに
貢献できる自分を見つけましょう。

ホリ グチ　 ユ　 キ　 オ

堀口 由貴男 教授
【専門分野】システム工学、知能情報学
■趣味・特技など
読書、サイクリング

■学生に向けたメッセージ
好奇心は成長の源。
学びを楽しみましょう！

 サ　 サ　 キ　キョウ  シ  ロウ

佐々木 恭志郎 准教授
【専門分野】認知心理学
■趣味・特技など
最近はカメラです

■学生に向けたメッセージ
何事も気楽に楽しみましょう！

 ハ　 セ　  カイヘイ

長谷 海平 准教授
【専門分野】映像メディア学
■趣味・特技など
散歩

■学生に向けたメッセージ
高槻キャンパスで
お待ちしております。

ヤマニシ　リョウスケ

山西 良典 准教授
【専門分野】文化芸術計算機科学、エンタテイメントコンピューティング
■趣味・特技など
作曲、漫画、
カードゲーム

■学生に向けたメッセージ
世界中の人たちを楽しませる
研究を一緒にしましょう！

 イ　トウ　 ダイ スケ

伊藤 大輔 准教授
【専門分野】自動車衝突安全、衝撃生体力学、事故分析
■趣味・特技など
バレーボール

■学生に向けたメッセージ
将来に向けて大学でさまざまな
体験をしてください！

モト スガ　マサ ツグ

本管 正嗣 准教授
【専門分野】物理教育
■趣味・特技など
読書、映画鑑賞

■学生に向けたメッセージ
何が正解か、納得するまで
考えましょう。

ウエ ハラ   ユウ  マ

上原 悠槙 助教
【専門分野】数理統計学
■趣味・特技など
旅行

■学生に向けたメッセージ
よく学び、よく遊びましょう。

エマヌエル・アイエドゥン

Emmanuel Ayedoun 助教
【専門分野】知的対話システム、学習支援システム
■趣味・特技など
サッカー観戦、
異文化交流

■学生に向けたメッセージ
「しなやかにしたたかに」共に
成長していきましょう。

ヤマ モト　  マ   ヒト

山本 真人 助教
【専門分野】物性物理学（実験）
■趣味・特技など
映画・海外ドラマ鑑賞

■学生に向けたメッセージ
興味を持ったことをとことん
つきつめてください。

キタ オカ　タカ フミ

北岡 貴文 准教授
【専門分野】地盤リスク工学
■趣味・特技など
英会話、旅行、スポーツ

■学生に向けたメッセージ
時代の変化に適応できる
力を身に付けましょう！

イシ　ダ　　　ヒトシ

石田 　斉 教授
【専門分野】錯体化学、光化学、生体機能関連化学
■趣味・特技など
音楽鑑賞、温泉

■学生に向けたメッセージ
自分の得意なところを
伸ばしていってください。

 ソ　ガワ　ヒロ ミツ

曽川 洋光 准教授
【専門分野】有機化学、超分子化学、高分子化学、材料科学
■趣味・特技など
バスケット、ランニング

■学生に向けたメッセージ
かけがえのない時間を、
有意義に過ごしてください。

２０２０年４月から、関西大学の専任教育職員となった
32人のプロフィールと皆さんへのメッセージを掲載します。
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専門職大学院トピックス

併設校トピックス

会計専門職大学院

関西大学北陽高等学校

学問の自由 35,000時間をいかに生きるか大学生活の目標を考えてみよう

出会いと政策学 ― 新入生の皆さんへ 新入生の皆さん変化は・・・

商学部新入生の皆さんへ

興味や関心を広く持ち

輝かしい未来に向かって

会計のプロを目指して

新入生の皆さんへ

御入学おめでとうございます

社会学部／社会学研究科

社会安全学部／社会安全研究科

商学部／商学研究科経済学部／経済学研究科文学部／法学部／法学研究科

人間健康学部／人間健康研究科外国語学部／外国語教育学研究科政策創造学部／ガバナンス研究科 総合情報学部／総合情報学研究科

文学研究科
東アジア文化研究科

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
このコーナーでは、各学部・研究科の活動やメッセージを掲載しています。学部・研究科トピックス

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

　大学生は、「教育を受ける権利」（日本国憲法26条）
を享受するだけではなく、「学問の自由」（同23条）の主
体となります。これが、高校生までとの大きな違いです。
大学は、専門学校とも異なり、出来合の知識を分かりや
すく伝え、授けるための場ではなく、研究者である教員
と学生とが共に新たな知を産み出し、育むための場で、
そのための自由が、「学問の自由」です。受験勉強から
解放されたのですから、「単位のため、就職のため、資格
のため」といったことに囚われず、好奇心の赴くままに
勉強してください。それを「楽しい」と感じたあなたは、

「学問」の入り口に立っています。そういう時が早く訪れ
ることを願っています。　（学部長　小泉良幸教授）

　ご入学おめでとうございます。今、スタートし
たばかりの大学生活ですが、同時に卒業に向け
てのカウントダウンも始まりました。これから過
ごす約35,000時間は、膨大なようであっという
間に過ぎ去ります。この自由な時間をどう過ご
すかで、人生の選択肢も大きく変わってくると言
えるでしょう。
　社会学部では、皆さんが社会で生き抜くため
に不可欠な知識を、数多く修得することができま
す。何事にも主体的に取り組み、自己資源の有
効配分を心掛け、どうか有意義な大学生活を
送ってください。  （副学部長　池内裕美教授）

　新入生の皆さんは、希望に胸をふくらませ入
学してこられたと思います。キャンパスも桜花爛
漫の季節を迎え、華やいだ雰囲気のもとで新生
活が始まります。在学生の皆さんも学内を明るく
感じる季節だと思います。
　ただ、いつまでも春に浮かれていてはいけま
せん。大学生活を有意義に過ごすための心得は

「自律」です。自分で考え、目標を定め、それを実
現していくことが肝要です。
　新年度は、現実をみすえ将来や就職のことを
考え、新たな段階に進む時期です。

(学部長　原田正俊教授)

　10年前、北海道のある町で出会いがありまし
た。「最初から大きなことを、まちづくりという枠
で考えず、ここに暮らす私たちが楽しいと思える
ことをやっています」。勇んで地域活性化の調査
を行う私を、まるでいなすかのような事業者の
言葉でした。それは政策学の意味を再考させる、
まさに出会いでした。広い社会をまわってみるべ
きです。実地であれ、書物であれ、出会い、発見
があるでしょう。人の心を感じ取り、政策って誰
のため、何のためにあるのか、謙虚に多面的に、
共に学んでいきましょう。

(学部長　小西秀樹教授)

VUCAの時代に生きる
　私達はVUCA（Volatility(激動) Uncertainty(不
確実性) Complexity(複雑性) Ambiguity（不透明
性））と称される時代を迎えています。AIが生活の中
に入り込み、サイバー空間、フィジカル空間という概
念を生み、私たちの生き方を大きく変えようとしてい
ます。socialnative、Z世代と呼ばれる諸君はこの時
代を先頭に立って切り開くことが期待されています。
　そのために、学びの中で科学的な真理を探究し利
活用する姿勢を身に付け、学生生活を通してしなや
かな感性を育み、社会に貢献できる素養づくりに挑
戦することを願っています。

（システム理工学部長　田實佳郎教授）

環境都市工学部新入生の皆さんへ
　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
が、これから入学する建築学科、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することを願っています。

（環境都市工学部長　山本秀樹教授）

化学生命工学部新入生の皆さんへ
　本学部は化学・物質工学科と生命・生物工
学科からなり、硬いもの（金属）から軟らかいも
の（生体）までを対象に、原子・分子レベルで“地
球と人類に貢献する「ものづくり」”を研究・開
発できる人材の育成を目指しています。また、グ
ローバルに活躍できる人材を育成するためのプ
ログラム、科学技術とビジネスを結びつけた教
育プログラム、さらに“「人に届く」関大メディカ
ルポリマーによる未来医療の創出”プロジェクト
も行っています。皆さんもきっとやりがいのある
大学生活を送れることでしょう。

（化学生命工学部長　青田浩幸教授）

　新入生の皆さん、関西大学へのご入学おめで
とうございます。新しい生活で戸惑うことも多い
かもしれません。まずは授業にしっかりと出席し、
一つ一つのことを着実に行うようにしてみてく
ださい。次第に新しい生活にも馴染んでくると
思います。
　次に、大学生活で特に取り組んでみたいこと
を決め、この春学期から始めてみてはどうでしょ
うか。４年間の大学生活で自由になる時間は意
外と少ないものです。人生の中でも大きく成長で
きるこの時期を有効に利用するためにチャレン
ジしてみてください。（学部長　野坂博南教授）

　ご入学おめでとうございます。これから皆さん
は4年間をかけて商学部でビジネスに関するさ
まざまな知識を吸収していきます。単に知識を得
るだけでなく、その知識を基礎に将来の夢や展
望を描き、その実現に向けて積極的に行動する
ことが重要になります。商学部は、特徴あるカリ
キュラムを通じて、グローバル化やIT化に対応し
たビジネススキルを身に付け、実社会で活躍で
きるビジネスパーソンを育成することを目的とし
ています。商学部への入学を起点として、自分ら
しく充実した大学生活をスタートしてください。

（学部長　中嶌道靖教授）

　入学おめでとうございます。教職員一同、これ
から皆さんと一緒に学んでいくことを、とても楽
しみにしています。
　大学生活は大きな変化を体験する時です。変
化は、それを恐れるものには “threatening” に
映ります。希望を持って立ち向かうものには、
“encouraging” に見えます。そして自信を持っ
て対応するものには、“inspiring” なものにさえ
見えてきます。新入生の皆さんには、変化が後者
２つのように見えるよう、願って止みません。

　（学部長　竹内理教授）

　ご入学おめでとうございます。人間健康学部
は今年、創設10周年を迎えました。これを機に、
本年6月にホームカミングデイ、9月に記念式典
を開催します。
　本学部は、体育学、社会福祉学およびユーモ
ア学などによる総合的なアプローチによって、人
間の「健康」と「健幸」を「こころ」「からだ」「くら
し」の観点から探究する学部です。カリキュラム
は多様で、幅広く学ぶことができます。充実した
学びをスタートさせ、自ら考え、行動できる社会
人として成長されることを願っています。

（学部長　涌井忠昭教授）

　コンピュータおよびそのネットワークの出現
は、時間、空間を越えて世界を繋ぎ、社会全体を
変えつつあります。この変化は人工知能研究の
進展によってさらに大きなものとなると予測さ
れます。この大きな変化に対応していくために
は、情報科学に関する知識はもちろんのこと、併
せて社会や人間に関する知識が必要となりま
す。当学部のカリキュラムは、情報に関連するさ
まざまな領域の科目より構成されています。皆さ
んが、自己の興味や関心を拡げ、学んでいかれ
ますことを期待しています。　

（学部長　桑原尚史教授）

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございま
す。社会安全学部および社会安全研究科は、社
会の安全・安心について総合的に学ぶ、日本で
初めての学部・研究科です。自然災害や社会災
害に対する事前の備え、発災時に被害を最小限
にする手だて、社会全体を災害に強いものに変
えていく方策などを理論と政策の両面から学
び、そして研究できます。
　これらの活動を通して、皆さんが課題解決能
力を高め、社会で活躍できる人材に育ってくれ
ることを願っています。

（学部長　高橋智幸教授）

　ご入学おめでとうございます。
　これまでに感じてきた周りの支援やその温か
さをもとに、これからは君たち自身が、社会に対
する責任などをより真剣に考えていく時期とな
りました。自らが人生の主役、そして社会の主役
であるという意識を持ち、さまざまな目標に向
かって努力をしてください。
　いろいろな壁を乗り越え、少しでも前に進むよ
う努力して今日を迎えているのだと思います。

「僕の前に道はない・・・」道は自分で切り開き、
輝かしい未来に向かって突き進まれることを期
待しています。

（教頭　吉村聡人教諭）

　ご入学、おめでとうございます。
　会計専門職大学院では、「世界水準で通用す
る理論と実務に習熟した会計人」を養成してい
ます。修了生には、監査界・産業界・官公庁に
おいてリーダーたりうる会計専門職業人となる
ことが期待されています。そのために、公認会計
士試験の合格支援はもちろん、高水準の専門知
識をもって活躍する企業人や公務員など、皆さ
んの目標に合わせた指導と最適な学修環境を
提供しています。
　ここでしっかりと学び、「会計心をもった超会
計人」になられることを期待しています。

（副研究科長　加藤久明教授）

※役職・資格等は取材時。
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月

７月

６月

９月

８月

2020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。

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。

４月

学部 大学院 専門職大学院 留学生別科
●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（6日）

●大学昇格記念日（5日） ●日本語科目試験（2日、3日）
●大学昇格記念日（5日）※休業日
●日本語科目試験成績発表（9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（6日）

●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（6日）

●春学期授業終了（法務２0日、会計・臨床心理22日）
●春学期試験（法務21日～29日、臨床心理30日）

●春学期授業終了（３0日）
●春学期試験（3１日、8月3日）

●春学期授業終了（22日）
●春学期試験（３0日）

●春学期授業終了（２2日）
●春学期試験（２4日～31日）

●夏季休業（法務・会計1日～9月20日、臨床心理4日～9月20日） ●夏季休業（4日～９月２０日）
●春学期成績発表（7日）
●日本語集中演習（2１日～９月３日）

●夏季休業（4日～９月２０日）

●春学期成績発表
●学位記（９月期専門職学位）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（法務・会計・臨床心理21日）

●春学期成績発表  ●学位記（修士・博士）授与式（１8日）
●秋学期入学式（文学研究科・理工学研究科・
　外国語教育学研究科・東アジア文化研究科）（１8日）
●新入生指導行事（文学研究科・理工学研究科・
　外国語教育学研究科・東アジア文化研究科）（１8日）
●春学期終了（２０日）
●秋学期開始（２１日） ●秋学期授業開始（２１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）
●春学期終了（２０日）
●秋学期開始（２１日） ●秋学期授業開始（２１日）

●日本語集中演習成績発表（8日）
●春学期修了式（１1日）  
●春学期終了（２０日）
●秋学期開始（２１日）
●秋学期入学式（２4日）
●オリエンテーション（２3日～２9日）
●秋学期授業開始（３０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）



関大トピックス

マナーについて
考えてみよう

「マナーを通じて良き人間関係を築く」

編集後記

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。関西大学の学歌は「自
然の秀麗 人の親和」から始まります。この歌詞のとおり、緑が茂る自然
豊かなキャンパスで、人々が親しみ、心を通い合わせ、良き人間関係を育
み、長い歴史と伝統を培ってきたのが関西大学です。大学生活では、ゼミ
活動、クラブ活動、アルバイトなど、今まで以上に活動範囲が広がるな
か、良き人間関係の形成に大切な要素の一つとして、「マナーを守るこ
と」を挙げたいと思います。
　マナーとは何でしょう。マナーとは礼儀作法であり、思いやりです。私

は、マナー違反とは自分のことだけを考え、相手のことを考えていないが
故の行為だと思います。つまり、「マナーを守ること」は「相手を思いやる
こと」です。マナーを向上するためには、相手の立場に立ち、相手の気持
ちを理解できるかどうかが重要となり、日々、マナーを守り続けることは、
人を思いやる心を訓練することになります。
　学生の皆さんには、この関西大学で、マナーを通じて、相手の気持ちを
考え、理解する習慣をつけることで、より良い人間関係を築いていただき
たいです。そして、実りある学生生活を過ごされることを願っています。

　2020年4月号（Vol. 482）では、「マナーについて考えてみよう」と題して、特集を組みました。マナーは日本語では「行儀」のことで
しょうか？歩きながらモノを食べることはお行儀が悪い。「マナー違反」です。たいていの場合、マナーが悪いからと言って罰則はありま
せん。罰則があるのは「ルール違反」の場合です。授業の途中で教室を出たり入ったりすることは、マナー違反です。学則でそれを禁止す
ると「ルール違反」になります。規則を作る前に、「お行儀が悪いから止めておく」ことが、心地よい生活の原則かもしれません。

発行日：２０20年4月1日
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）

　関西大学では、さまざまな部署や施設、行事等で学生スタッフ（アルバイト・
ボランティア）が活躍しています。下記以外の学生スタッフを含め、募集告知は
インフォメーションシステム「お知らせ」やポスターなどで随時お知らせします。

学生スタッフ等募集のお知らせ

（広報委員・経済学部教授　坂根宏一）

明原 渡学生生活
支援グループ

2020.4  Vol.482

　各ソーシャルメディアでは、大学ウェブサイトでは紹介しきれない最新ニュー
スやイベント情報など、さまざまなコンテンツを発信しています。関西大学の
フォロワーになって、キャンパス情報を入手しましょう。

関西大学公式ソーシャルメディアを利用しよう！

　Twitter（@UnivKansai）
　大学に関連するニュース・情報をタ
イムリーに発信しています。緊急時の
情報も補完的にお知らせしています。

　Instagram（@kansai_university）
　四季折々のキャンパス風景や施
設、活躍する学生たちの写真を投稿
しています。

　Facebook（@kansai.u）
　大学のニュースやイベント情報、
学生・教職員の活躍などを日々投稿
しています。

　Googleストリートビュー
　広大な千里山キャンパスのスト
リートビューが「Google Map」か
ら閲覧できます。正門から各学舎・
施設、小道や裏道まで網羅してお
り、学生たちが主な建物や施設を
紹介しています。

（Kansai University Official Channel）
　入学式・卒業式、研究紹介など、さ
まざまな動画コンテンツを公開して
います。

授業支援グループ
csupport@ml.kandai.jp問い合わせ先

 授業支援SA
　より良い授業を行うための環境整
備として、授業で使用するプロジェク
ター・AV機器の設置や利用補助、
カードリーダーによる出欠調査など
を行っています。

 ボランティアセンター学生スタッフ
　関大生にボランティアを広めるこ
とを目的に、環境や地域支援など身
近な問題への意識啓発やボランティ
ア体験ツアーなども行っています。

問い合わせ先 ボランティア活動支援グループ　
電話：06-6368-1229

 ピア・コミュニティ
　ピア・サポート活動（学生による学
生の支援）を実践する9つのコミュニ
ティがあります。教職員のバックアッ
プのもと、さまざまなサポートプログ
ラムを企画・運営しています。

問い合わせ先 ボランティア活動支援グループ　
電話：06-6368-1229

 入試広報学生スタッフ
　高校生や保護者の大学見学時の対
応（キャンパス案内など）、オープン
キャンパス実施運営、入試広報冊子
への取材協力など、学生の視点から
関西大学の魅力を伝えています。

問い合わせ先 入試広報グループ　電話：06-6368-1153

 国際協力学生スタッフ（icvss）
　国際協力に関する調査などを行
い、それらに関するさまざまなイベン
トを開催し、関大生に国際協力・国際
貢献への関心を拡げるために活動を
行っています。

問い合わせ先 国際連携グループ　
kansai-u1886@ml.kandai.jp

 レジデント・アシスタント（RA）
　国際学生寮で留学生と共に生活
し、留学生の日常生活のサポートや、
各寮での交流イベントを企画・実施し
ています。

問い合わせ先
国際教育グループ
国際プラザグループ　
residence@ml.kandai.jp

※役職・資格等は取材時。


