
■先端科学技術推進機構
組織図 （2022年4月1日現在）

N（新物質・機能素子・生産技術）研究部門　研究員61人

 I（情報・通信・電子）研究部門　研究員56人

 B（生命・人間・ロボティクス）研究部門　研究員35人

 E（環境・エネルギー・社会）研究部門　研究員80人

戦略研究総合センター　

医工薬連携研究センター　研究員36人

地域再生センター　研究員11人

社会空間情報科学研究センター　研究員８人
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●研究センター
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［地域連携センター］
 

協定締結自治体等

連 携 内 容 連携協議の実施、連携講座の開講、共同研究プロジェクトの推進、地域活性化事業の推進等

 

岩手県大槌町、大阪府、大阪府都市整備部、池田市、大阪市北区、堺市、吹田市、摂津市、高槻市、八尾市、河内長野市・UR
都市機構、河内長野市・株式会社コノミヤ、京都府城陽市、八幡市・UR 都市機構、高知県安芸市、佐賀県武雄市、天神
橋筋商店連合会、道頓堀商店会、奈良県明日香村、葛城市、兵庫県猪名川町、加西市、丹波市、養父市、福井県大野市、伏見
酒造組合、和歌山県・田辺市、池田泉州銀行、一般財団法人林原美術館、大阪シティ信用金庫、国立研究開発法人国立循
環器病研究センター、阪急電鉄株式会社、阪急阪神不動産株式会社、りそな銀行、三井住友銀行（計 35 例）

関大メディカルポリマー研究センター　研究員14人

■先端科学技術推進機構
組織図 （2022年4月1日現在）

N（新物質・機能素子・生産技術）研究部門　研究員61人

 I（情報・通信・電子）研究部門　研究員56人

 B（生命・人間・ロボティクス）研究部門　研究員35人

 E（環境・エネルギー・社会）研究部門　研究員80人

戦略研究総合センター　

医工薬連携研究センター　研究員36人

地域再生センター　研究員11人

社会空間情報科学研究センター　研究員８人

●研究部門

●研究センター

科学技術振興会　　法人会員59　個人会員10　合計69
構
機
進
推
術
技
学
科
端
先

［地域連携センター］
 

協定締結自治体等

連 携 内 容 連携協議の実施、連携講座の開講、共同研究プロジェクトの推進、地域活性化事業の推進等

 

岩手県大槌町、大阪府、大阪府都市整備部、池田市、大阪市北区、堺市、吹田市、摂津市、高槻市、八尾市、河内長野市・UR
都市機構、河内長野市・株式会社コノミヤ、京都府城陽市、八幡市・UR 都市機構、高知県安芸市、佐賀県武雄市、天神
橋筋商店連合会、道頓堀商店会、奈良県明日香村、葛城市、兵庫県猪名川町、加西市、丹波市、養父市、福井県大野市、伏見
酒造組合、和歌山県・田辺市、池田泉州銀行、一般財団法人林原美術館、大阪シティ信用金庫、国立研究開発法人国立循
環器病研究センター、阪急電鉄株式会社、阪急阪神不動産株式会社、りそな銀行、三井住友銀行（計 35 例）

関大メディカルポリマー研究センター　研究員14人

■高大連携

■関西大学・大阪医科薬科大学医工薬連環科学教育研究機構

● セミナー「関大の知にふれる」〈出張講義型プログラム〉
種別 派遣高校数 回　数

教員による模擬講義 41 59

● セミナー「関大の講義に学ぶ」〈受講体験型プログラム〉 
提供科目数 参加校数 受講者数

春
学
期

法学部１・文学部９・経済学部１・
社会学部１・社会安全学部２・化
学生命工学部１・共通教養科目（教
育推進部）１
計 16 科目

―※ ―※

秋
学
期

法学部１・文学部 10・社会安全
学部３・システム理工学部１・共
通教養科目（教育推進部）１　
計 16 科目

―※ ―※

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により不開講

● セミナー「関大の研究を体験する」 
〈公開講座型プログラム〉 

セミナー名 参加校数 受講者数

入試物理と大学での学び～高校物理か
ら自然科学研究、社会貢献へ～（シス
テム理工学部）

13 20

AI と私たちの未来（総合情報学部・
システム理工学部） 29 48

人々の安全を科学する―触れ、試し、
学際的に学ぶ―（社会安全学部） ―※ ―※

コンビニからみる現代社会（文学部・
商学部・総合情報学部） 19 104

理工系学部の学びを体験してみよう！
（システム理工学部・環境都市工学部・
化学生命工学部）

16 36

社会問題を考える―法律学の見方・考
え方（法学部） 16 88

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により不開講

● 理科実験の体験を中心とする出張講義  
 

種別 派遣小学校数 受講者数

教員と学生による模擬講義 ８ 646

● 自由研究コンテスト 2021 
～めざせ集まれ未来の科学者‼～ 

応募件数 第一次審査通過件数 入賞件数

523 31 10

● 小・中学生を対象としたセミナー 
セミナー名 講座数 受講者数

サイエンスセミナー（環境都市工学部・
化学生命工学部・テクノサポートセン
ター）

３ 80

● 教職員対象研修プログラム 
（大阪市教員のための大学講座を含む） 

セミナー名 参加校数 受講者数

【教職員対象】被災者支援と法（社会
安全学部） 17 18

【教職員対象】中・高校生のための
SDGs 入門：地球を救うために学ぶ
こと（商学部）

21 27

【教職員対象】高分子化合物のバイオ
マテリアル・再生医療への応用（化学
生命工学部）

11 11

【教職員対象】アドベンチャープログ
ラムに学ぶ　経験、信頼、仲間（人間
健康学部）

6 7

【教員対象】デジタル・シンキングツー
ルの活用（総合情報学部） 45 58

【教職員対象】緊急時における情報の
活用方法と行動（社会安全学部） 13 13

● 学校インターンシッププログラム 
派遣先 派遣校数 派遣者数

高等学校 12 17

中学校  6  8

小学校  4  4

幼稚園  1  1

支援学校  0  0

計 23 30

● シンポジウム・セミナー・発表会 
行事名 参加者数 開催日

関西大学・大阪医科薬科大学　医工薬連環科学教育研究機構研究発表会 
（関西大学先端科学技術シンポジウム内で開催） 115 2022年１月27日

関西大学・大阪医科薬科大学　医工薬連環科学教育研究機構シンポジウム 
（於　大阪医科薬科大学） 78 2022年１月29日

2021年度

2021年度

● 主な事業

● 各種シンポジウム・セミナー

● 地域連携に関する連携協力協定

2021年度

2022年4月1日現在

団体・企業 事業内容
大阪府池田市 商店街空き店舗活用事業「関関COLORS」への学生参加

大阪府堺市
堺市・関西大学地域連携協議会

堺市と関西大学との地域連携事業

大阪府吹田市

吹田市・関西大学連携推進協議会

生涯学習吹田市民大学　関西大学講座（前期）

「地方の時代」映像祭

吹田市・摂津市・
国立循環器病研究センター 北大阪健康医療都市における連携事業

大阪府高槻市

高槻市・関西大学連携推進会議

無料法律相談（協力：関西大学学術研究会法律相談所）

夏休み子ども大学

けやきの森市民大学　関西大学公開講座

京都府八幡市／
UR都市機構 男山地域まちづくり連携協定に基づく年次報告会

奈良県明日香村

かんだい明日香まほろば講座

「飛鳥ハーフマラソン」でのボランティア派遣

明日香村　子どもスポーツ体験 in 関西大学

兵庫県丹波市 丹波市・関西大学連携事業推進協議会

行事名 参加人数（開催数） 開催日
第26回関西大学先端科学技術シンポジウム 延べ1,129（全１回） 2022年１月27日、28日
関大メディカルポリマーシンポジウム 134（全１回） 2022年１月28日
研究部門別発表会 71（全１回） 2022年３月17日
研究会・研究グループによる講演会 19（全１回） 2021年８月 9日
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