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　9月14日、本学と全国社会保険労務士
会連合会近畿地域協議会は、近畿地域で
活躍する社会保険労務士の専門性をさらに
高めることを目的として、大学院への特別
推薦入学試験に関する協定を締結した。
　この入学試験は来年2月に法学研究科・
経済学研究科・商学研究科で実施し、博士
課程前期課程に約20名の募集枠を設ける
ことになっている。

　9月18日10時から100周年記念会館で
春学期卒業式・学位（修士・専門職）記授与
式を、11時30分から学位（博士）記授与
式を、また14時から秋学期入学式を挙行
した。
　春学期学部卒業生は166人、大学院博士
課程前期課程修了生は8人、専門職学位課
程修了生は19人、博士課程後期課程修了
生は9人、論文博士は4人。
　また、秋学期入学生は、総合情報学部4
人、文学研究科博士課程前期課程10人、
博士課程後期課程6人、理工学研究科博士
課程後期課程1人、会計研究科専門職学位
課程5人であった。

全国社会保険労務士会連合会
近畿地域協議会と協定を締結

春学期卒業式・
学位（修士・専門職・博士）記授与式・
秋学期入学式を挙行

CAMPUS
TOPICS

　『関西大学通信』は、1969年6月19日に創
刊され、約40年にわたって学生・教職員に
親しまれてきました。しかし、ここ数年、閲
読率の低下、情報伝達機能の相対的低下な
どの問題点が顕在化することになり、2009
年10月より、次のように改訂することとな
りました。
①  A4判に変更して、親しみやすい冊子とする。
② ページ数は4ページ～8ページとし、情報
量に応じてページ数を定める。
③ 年間発行回数は20回（毎月1日と15日の
月2回、ただし、休暇中は発行回数を減ら
す）とする。
④ 記事は主として学生向けのものとし、写

真や図表などのビジュアル・デザインを
多用する。
⑤横書きを基本とする。
⑥記事の具体的な内容は、7月に実施したイ

ンフォメーションシステムによるアンケー
ト結果（下図）を参考にする。
　リニューアルした『関西大学通信』をこれ
からもよろしくお願いします。

Q 改訂版に掲載してほしい内容は?
⑴ 学食などのクーポン券
⑵ キャンパス周辺のお店情報
⑶ 役に立つ知識・教養（語学の勉強方法など）
⑷ ゼミ・講義内容紹介
⑸ クラブ・サークルなど課外活動関係
⑹ 大学主催の行事案内・結果報告
⑺ 就職・キャリアセンター関係
⑻ 関大生（在学生・卒業生）の活躍
⑼ 趣味・娯楽関係（旅行・映画鑑賞など）
⑽             懸賞・プレゼント

⑾ 学生生活・奨学金関係
⑿ トレンド情報（ファッションなど）
⒀ 関西大学の取組（教育・研究活動）
⒁ 教員による推薦図書
⒂ 新任教員・客員教授の紹介
⒃ クイズ・パズル
⒄ 留学・国際交流関係
⒅ 関西大学の取組（経営・財政情報）
⒆ 学長や役職者の紹介
⒇ その他

関西大学通信改訂にあたって

　学生センターでは、10月9日（金）から10
月30日（金）までの間、平成21年度学生生
活実態調査を実施します。
　この調査は、みなさんの学生生活や教学面
をサポートする学生支援策を立案・実施する
ため、昭和30年度から実施しているもので、
本年度は学生生活の満足度や課外活動、福
利厚生などについて調査する予定です。
　層別比例抽出した学部学生6,000名に対
して、10月初旬に郵送およびインフォメー
ションシステムにより協力を依頼します。郵
送で IDとパスワードをお送りしますので、
ウェブサイトにて回答してください。

平成21年度学生生活実態調査を実施します

入学式の模様

　みなさんの意見は今後の施策にも反映さ
れる大切な資料となりますので、ぜひ趣旨を
ご理解のうえ、ご協力よろしくお願いいたし
ます。回答データは調査のみに使用し、個人
を特定できないよう厳重に取り扱います。
　なお、この調査結果は、平成22年3月に
「平成21年度学生生活実態調査報告書」とし
て発行するほか、学生センターウェブサイト
でも公開する予定です。過去のデータもウェ
ブサイトや学生生活課・高槻キャンパスオ
フィスで閲覧することができますので、ぜひ
ご確認ください。

（学生センター）

卒業式の模様

協定を締結した大西健造近畿地域協議会
会長（左）と河田悌一前学長（右）

（ ）は掲載項目で希望が多かった項目の順をあらわす



全国から強豪が熊本に集結し、
9月4日～6日の日程で開催

された学生の日本一をめざす戦い
が繰り広げられる日本学生選手権
大会。最終日には今年から新設さ
れた女子4×200mリレーが行わ
れた。
　関大は田井中千加さん（文1）、
中坂由佳さん（社3）、丸山里佳子
さん（社1）、矢野友理江さん（社3）
の4人で挑んだ。7月の関西学生選
手権でも、同じ4人で臨み、関西の
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他大学を圧倒する強さを見せつけ、
トップタイムをマークしている。
　午前中に行われた予選では、そ
の強さを存分に見せつけた。世界
水泳の日本代表が加わる大学チー
ムも多いなか、2位に1秒余りの差
をつけ、見事1位で通過を決める。
　迎えた午後の決勝。プールの周
りから大歓声が響き渡るなか、ス
タートした。第1泳者の田井中は、
積極的なレースを展開。他大学の
エースとも差のない泳ぎを見せる。

悔しさをバネに! 4人でつかんだ第3位
5番手でつないだ。続く中坂も前半
から飛ばし、4位で第3泳者の丸山
へ。個人種目の800m自由形決勝後
のレースだった丸山だが、疲れを感
じさせない泳ぎを披露。3位でエー
ス・矢野へ勝負を託した。矢野も同
様に決勝後のレースに
も関わらず、チームの
ために全力で泳いだ。
3位を死守し、ゴール
にタッチ。記念すべき
第1回目のレースで、
見事表彰台に立った。
　レース後、矢野は
「勝ちたかった」と悔
しさをにじませながら
も、「来年も、このメン

力強い泳ぎを見せる中坂選手（写真提供 :関大スポーツ編集局）

■水上競技部

　8月24日～28日にアメリカ・サン
ディエゴ市で開催された2009Junior 
Snipe World Championshipにおい
て、木山典彦さん（経済4）と稲田健
一さん（法3）がスナイプ級で準優勝
し、銀メダルを獲得しました。
　 全日本選手権で圧倒的な強さ
を見せつけ、日本代表に選出され
た木山・稲田ペアが挑んだ今大会。
世界各国から22歳以下の選手が
集まり、5日間の総合成績で争わ
れた。同ペアは序盤から素晴らし

　9月4日～6日に東京・国立
競技場で開催された天皇賜杯第
78回日本学生陸上競技対校選手
権大会において、三村有希さん
（社3）が女子走高跳で連覇を達
成しました。

木山典彦さん、稲田健一さんペアが
世界選手権大会で準優勝

三村有希さん、
日本学生陸上競技
対校選手権大会で優勝

バーで戦えるので頑張りたい」 と
抱負を語った。
　個人種目では、全国の厚い壁を
改めて感じた今大会。来年は、個
人・団体両方でのさらなる活躍に
期待がかかる。

■ヨット部

■陸上競技部

飛躍

い成績で2日目に1位となったが、
3日目に首位を奪われ、その後の
巻き返しも及ばなかった。しかし
世界を相手にして、見事な準優勝。
これからの活躍に大いに期待がも
てる成績であった。

メダルを手に笑顔を見せる4選手（左から矢野・丸山・中坂・田井中）
（写真提供：関大スポーツ編集局）
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昭和28年大阪生まれ。昭和53年
関西大学工学部土木工学科卒業、
昭和56年関西大学大学院工学研
究科博士課程後期課程中途退学。
昭和57年関西大学工学部助手。
専任講師、助教授を経て、平成14
年教授、平成19年環境都市工学
部教授。同年4月から環境都市工
学部長を、平成20年10月から学
校法人関西大学理事を務める。研
究分野は、地盤工学。

楠見　晴重（くすみ・はるしげ）

第40代学長に楠見晴重
環境都市工学部教授が就任

学　長 環境都市工学部教授　楠見　晴重

副学長（総務・学生担当） 
 社会学部教授　黒田　　勇

　同（学部・教育推進担当） 
 法学部教授　市原　靖久

　同（大学院・研究推進／国際活動推進担当） 
 総合情報学部教授　上島　紳一

　同（社会連携推進担当） 
 商学部教授　廣瀬　幹好

学長補佐 経済学部教授　林　　宏昭

　同 外国語学部教授　山本　英一

　同 システム理工学部教授　新井　　彦

■新役職者一覧（10月1日付）

最終学歴：ウィスコンシン大学
マディソン校大学院博士課程
修了
専門：開発学
担当授業科目：システムデザイ
ンリテラシー等

■新任教員一覧（社会学部は10月1日付、政策創造学部は9月21日付）

最終学歴：京都大学大学院経
済学研究科博士課程所定単位
修得後退学
専門：マクロ経済政策・金融史
担当授業科目：プロフェッショ
ナル・リーディング（英語で学
ぶ現代経済）等

最終学歴：東京大学大学院
法学政治学研究科博士課程
所定単位修得後退学
専門：国際法
担当授業科目：プロフェッショナ
ル・リーディング（英語で学ぶ国
際法）等

総務課 
 中村　憲定
学長室（国際担当） 
 武市　　学
入試事務局 
 木元　隆文
　同 來馬功一郎
キャリアセンター事務局 
 鷲見　暁史
システム管理課 
 北野　秀樹
システム開発課 
 宮口　岳士

■新任職員一覧
（10月1日付）政策創造学部 助教

内藤　友紀
社会学部 教授
草郷　孝好

　今回の学長選挙については、まず5月20日
に、各学部長、法務研究科長、会計研究科長お
よび心理学研究科心理臨床学専攻長が選挙管
理委員となって、学長選挙管理委員会が構成
された。
　続いて、6月3日に学長選挙日程が発表され、
6月10日に教育職員、事務職員から選出された
145名の選考委員によって学長候補者選考委員
会が開催された。その結果、楠見晴重環境都市
工学部教授、孝忠延夫政策創造学部教授、芝井
敬司文学部教授（50音順）の3名が学長候補者
に選ばれ、翌 日々公示の手続きがとられた。
　次いで、学長候補者に対する全学学生による

除斥投票が行われた。除斥投票用紙は6月24日
に発送され、7月4日（当日消印有効）に投票が
締め切られた。除斥投票の集計結果は、7月21
日に次のとおり公示された。
　除斥投票数
　　楠見　晴重 　275票
　　孝忠　延夫 　717票
　　芝井　敬司 　540票
　除斥投票の結果は、いずれの候補者について
も、「関西大学学長選挙規程」第7条第6項に定
める規定数（全有資格者29,506名の3分の1）
に達せず、したがって3名の学長候補者が確定
し、公示された。

　最終的に学長を選出する学長選挙会は、7月
29日、全教育職員によって行われた。選挙権者
は、同規程第9条第4項の定めに基づき、現職
かつ専任の教授、准教授、専任講師、助教、助
手および副手で、当日の有権者数は612名、第1
次選挙における投票総数は559票であった。
　開票の結果、第1次選挙において投票総数の
過半数を獲得する者がなかったため、同規程第
10条第2項の定めに基づき、得票数の多い者2
名（楠見晴重教授および芝井敬司教授）につい
て第2次選挙を実施したところ、楠見晴重教授
が投票総数559票中、284票を獲得し、第40代
の関西大学学長に選出された。

政策創造学部 助教
権　　南希

※上記以外の新役職者については、10月15日号でお知
らせします。



m学長就任おめでとうございます。学長とし
て関西大学をどのような大学にしていきたい
と考えていますか?
　関西大学は創立123年という伝統を誇る大学
です。関西法律学校から総合大学へと発展し、
トップ私大の一つになりました。今後、本学をさ
らに発展させるために、入学した学生にはしっか
りと勉強できる環境を整え、世に送り出していく
ことが必要です。また、他の大学との差別化を図
りたいと考えています。多くの優秀な先生方をは
じめとした、大学が持つ『資源』を有効に活用し、
ブランド力を向上させたいと思っています。
m学長選挙で掲げていた「質的向上」をどの
ように実現していきたいと考えていますか?
　教育・研究の面では、教員は教育力の向上に
努めなければなりません。学生を惹きつけるよう
な授業を行うべきです。AV教材や施設の充実も
必要です。本学では長期ビジョンで「考動力」あ
ふれる人材の育成を掲げていますが、最近はモチ
ベーションが低い学生が目立ちます。情報がたく
さんありすぎて消化不良を起こし、自分が何をや
りたいのか見えてこないのだと思います。キャリ
ア教育を通して目標をきっちり定め、高校までの
受け身の姿勢から自ら考えて行動する姿勢へと転
換することが必要です。
　また、海外志向の強い学生が少ないように感じ
ます。関西大学には語学セミナーや交換留学も豊
富に用意されているのですが、定員割れしている
という現状はもったいないと感じています。
m楠見先生が考える関西大学のよいところ
は何ですか?
　大阪という大都市がすぐ近くにあるにもかかわ

資源を活用し、ブランド力の向上へ
10月1日付で環境都市工学部の楠見晴重教授が第40代学長に就任した。
今回の特集として、楠見学長の思い描く関西大学の将来像、人柄など、
学生広報スタッフが学長に直撃取材し、その素顔に迫る。

らず、緑豊かなキャンパスを持つという恵まれた環
境だと思います。また、建設当時、東洋一の蔵書数
を誇っていた総合図書館や、あらゆる分野で活躍
する39万人を超える卒業生も関大の強みです。
m関西大学ではどのような学生時代を過ご
していましたか?
　スポーツが好きで、よく工学部の仲間と長野
県の八方尾根にスキーに行っていました。長い
時には1シーズンで1カ月以上も滞在していたこ
ともあります。大学院に進学してからは、今まで
の受け身の学習ではなく、自分たちで進めていく
学習がとても新鮮で朝から夜まで研究漬けの毎
日でした。エアコンもなく扇風機しかない夏休み
の研究室は35度の暑さになり、ランニングに短
パン姿で研究していました。今では考えられない
状況だったと思います。
mなぜ、大学教員をめざそうと思ったのですか?
　地図に残るような建物を設計したいという
想いから建設会社への就職を希望し、既に内
定も貰っていました。しかし、学会の発表で多
くの質問を受け、自分たちが注目されているこ
とに気付き、博士課程に進学することにしまし
た。これが大学教員になるきっかけでした。
m阪神タイガースのファンだとお聞きしました。
　それには理由があります。私は、4歳の時に西
宮市に引っ越し、通っていた高校は甲子園球場の
近くにありました。阪神甲子園球場近くにある選
手寮に住んでいた江夏選手や田淵選手と一緒に
ボーリングをしたりしていました。今でも、年に1
回は家族と一緒に甲子園球場へ行きます。
mワインが好きだとお聞きしました。
　大学正門前のイタリアンレストラン「ボルカ
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　楠見先生とは学科は異なりますが、地盤工学会
関西支部などで研究を同じくすることもあり、親し
くおつきあいいただいています。また、先生は地盤
工学会関西支部設立50周年の実行委員会で副委
員長を務められ、長という立場を踏まえての責任
ある発言・行動をなさる一方で、そのもとで働く人
には面倒見よく親しく接していただきました。
　先生は教育・研究活動においても忙しく活
動されるなか、さらに学長としての任にあたる
ということですので、お体には十分気をつけて
いただき、ご自身の持つリーダーシップを発揮
し、大学の発展に向けてご活躍されることを期
待しています。

環境都市工学部准教授 桝井健先生

　先生はとても熱心な先生で、授業中、私語を
する学生や理由なく帽子を被ったまま講義に
出ている学生には、厳しく指導します。そのた
め、初めは「怖い先生」というイメージがありま
したが、授業以外ではフレンドリーに接してく
れます。研究室では、年に2回、例えば倉敷の
天然ガス基地や第二京阪道路などの現場に連
れて行ってくれます。飲み会では、先生の学生
時代の話など聞かせてもらったり、私たちに気
軽に色々話をしてくれたりします。
　先生と一緒にカラオケに行くこともありまし
たが、先生はユーミンや「モーニング娘。」の曲
を歌うこともありました。

楠見先生の研究室に所属している
伊世健太郎さん、北岡貴文さん
（いずれも工学研究科M2）

●Special Interview

ノ」によく行っています。比較的安価でおいし
いワインが飲めるので、研究室に所属している
学生と帰りに寄ったりしています。

学生広報スタッフがインタビュー
「楠見先生はどんな先生ですか?」

インタビュー日：2009年8月6日
インタビュー場所：関西大学会館
インタビュアー：高野　早智さん（文学部4年次生）
　　　　　　　田沢　和彦さん（総合情報学部4年次生）



国際部との合同企画で、留学生と明日香に訪れたときの1ショット

上）文化フェスティバルでの舞の演技
右下）合吟の練習風景
左下）独吟の練習風景
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Q.何人でどれくらいの頻度で活動し
ていますか?
A.現在の部員の総数は8人です
が、アットホームな仲の良いクラ
ブです。活動は週に1回行われる
師範練習と、自由参加で行われる
発声練習、あと詩吟に合わせて舞
う剣舞、詩舞を週1回行う練習が
中心です。また大会が近くなると、
集まる日を増やして練習をします。
Q.直近の目標を教えてください。
A.10月4日に控えた秋の発表会で
す。毎年秋にメインの発表会を開
催するのですが、今年はテーマを
「自分」と定め、自分らしいクラブ
活動への取り組み方や詩吟の仕方
を考えて発表できるように、部員
一同励んでいます。
Q.運営面で苦労していることは何
ですか?
A.やはり少数運営という部分で
す。人数が少ない分、活動のまと
まりはあっても運営は忙しく、発
表会前などはもう猫の手も借りた
いという状況です。

Q.クラブの中で現在流行しているも
の、トレンドは何かありますか?
A.流行とは言えませんが、部内
サークルが盛んです。一番活発な
のが「じゃがいも同好会」で、じゃ
がいも好きなメンバーが集まって
じゃがいものお菓子や料理を持ち
寄って食べています。
　それと「スタバ同好会」。女子の
多いクラブなので、カフェに行っ
て「恋バナ」をよくしています。
Q.読者のみなさんへメッセージを
伝えるとしたら?
A.1番のメッセージは「皆さんに詩
吟を知っていただきたい !」という
ことです。やはり、自分の好きなも
のを人に理解してもらえるのは嬉
しいことです。
　中学や高校で学んだ漢詩にメロ
ディーのような節をつけて歌う、そ
れがとても楽しいです。そして、大
きな声を出すから身体にもいい。
いいこと尽くしの詩吟に興味を
持って欲しいです。

● 吟詩部

少数精鋭で活動頑張っています

文学部総合人文学科英語英文学専修
鍋島弘治朗 准教授考 動 す る ゼ ミ

考 動 す る ク ラ ブ ・ サ ー ク ル

言葉で深まる言語学、
言葉で深まるゼミ仲間!
Q.ゼミの研究テーマは?
A.私たち鍋島ゼミでは、主に認知言
語学に関する研究をしています。認
知言語学とは、知覚・運動・脳といっ
た認知と日本語や英語といった言語
を関連づけて研究する言語学の分野
です。
Q.具体的な研究内容を教えてくださ
い。
A.難しそうに聞こえるかもしれません
が、メタファー（比喩・隠喩）と文化
を中心に研究しています。“笑い”と認
知言語学の関連や、“商品のキャッチ
コピー”について商品と言葉の繋がり
を考えてみたり、内容はさまざまです
が、普段使っている身近な言葉の面
白さに触れる研究をしています。
　3年次に言語と認知に関連した
テーマについて集中的に学び、卒業
論文のモデルとなるような論文を作
成します。そして、4年次はその論文
を発展させた形で卒業論文を完成さ
せます。

Q.ゼミの雰囲気を語るとすれば、ど
んな雰囲気ですか?
A.ゼミの雰囲気は、みんながのびの
び授業を受け、生き生きと研究やテー
マに取り組んでいます。先生が一人
ひとりを尊重してくれますので、個性
が発揮できる雰囲気です。
Q.先生を自慢するとしたら?
A.「関大一ダンディな先生」それが鍋
島先生です。ダンディなだけではな
く、鍋島先生はいつも優しくて、笑
顔が素敵です。ゼミの内容はもちろ
ん、それ以外のことでも気軽に相談に
のってくれて、ゼミ生の意見をゼミに
反映してくれますので、みんな意欲的
にゼミに参加しています。
Q.このゼミの魅力は何ですか?
A.仲の良さではどこのゼミにも負けな
い、いつも笑いの絶えない鍋島ゼミです。
　先生はもちろん、言葉について学
び言葉を大切にするゼミ生ばかり集
まっていますので、ゼミ生同士の絆も
深いです。
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3年次生にとって、いよいよ「就職活動スタート」の時期。下記を参考に、まずは就職活動の流れをつかもう!
また、キャリアセンターでは就職活動に役立つさまざまな行事や、きめ細やかな個別相談を実施しているので、最大限活用しよう。

就職活動を終えた4年次生にインタビュー！
学生広報スタッフ（以下スタッフ）：
いつ頃から就職活動を始めましたか?
石橋さん：3年次の10月から始めま
した。とにかく面接に自信がなかっ
たので、早めに活動しとこうと思って
…。対策法としては合同企業説明会
に行って話を聞くだけではなく、必ず
一つは質問をして、初対面の人と話
すことに慣れる練習をしました。
河東さん：私も3年次の11月から始
めました。当初やりたいことが分か
らなかったので、それを見つけるため
に業種を限定せず幅広く企業をまわ
りました。社員の方と話すことで、そ
の企業のことだけではなく「働く」と
いうことそのものがどういうことなの
か感じとることができました。また、
キャリアセンタースタッフをはじめ社
会人の方と話すことは、自分の視野を
広げることができるのでお勧めです。
スタッフ：就職活動の必勝法を教え

てください。
石橋さん：僕は合同企業説明会で聞
いた話やそれを聞いて自分が感じた
こと、すべてをノートにメモしました。
このノートがエントリーシートを書く
際にすごく役立ちました。
河東さん：私は日記を毎日書きまし
た。就職活動で落ち込んだときに読
み返すと、自分が成長していると分
かって勇気づけられました。
スタッフ：最後に、これから就職活動
をはじめる人へのアドバイスをお願
いします。
石橋さん・河東さん：“自己分析”をしっ
かりしておいたほうが良いですね。
石橋さん：企業のことは聞かないと
分かりませんが、自分のことは自分に
しか分かりません。また、面接官が知
りたいのは“すごい経験”ではなく“学

法学部 4年次生
河東満梨奈さん（旅行業界内定）

総合情報学部 4年次生
石橋佑太さん（金融業界内定）

「就職環境は厳しいといわれているが実際は？」「どんな準備をしたらいいの？」学生広報スタッフが直撃取材！

　2008年秋以降の「100年に一度」と
まで言われる不況により、内定取消や
採用枠の縮小などがメディアで報じら
れ、早期から就職活動を意識する学生
が多かったせいか、今年はキャリアセ
ンターが主催するインターンシップの
申込者数が激増しました。また、2010
年3月卒業・修了見込者の内定率は、
昨年同時期よりも約10%低下してい
るようです。
　このように厳しい状況にはあります
が、関西大学の学生を積極的に採用
したいという多数の企業が、今年も学
内企業セミナーに参加します。これは、
卒業生があらゆる分野で活躍している
からであり、“関西大学のブランド力”
のおかげでもあります。
 これから就職活動を始める人は、悲観
的になり過ぎず、関大生という自信を
持って行動を起こしてください。大切

なのは最後まであきらめないこ
とです。将来の大事な進路
選択に関してキャリアセ
ンターは全力でサポート
します。一人で悩まず一
緒に考えていきましょう。

自信を持って積極的に!
キャリアセンター事務長

冨山　浩嗣

生の個性”だと思います。同じような
経験でも、その経験から感じたこと
や身に付いたことは人それぞれ違う
はずです。それが個性だと思うので、
“自分はその時どう感じたのか?”“ど
う考えたのか?”自分の気持ちを“思
い返す作業”をしてみてください。そ
れが自己分析だと思います。
河東さん：私は、自己分析では“なん
で?”と考えることが大切だと思いま
す。面接で自己PRを話すときに「私
のアピールポイントは、これと、あれ
と…」といくつか並べて話すよりも「私
のアピールポイントはこれで、なぜか
というと、こういうエピソードがあっ
て…」と具体的に話す方が伝わりやす
いし説得力があります。自分のアピー
ルポイントに対して“なんで?”と考
えることで、それを裏付ける理由が見
えてくると思います。
スタッフ：どうもありがとうございま
した。

9 月

就
職
活
動
の
流
れ

進
路
決
定
！

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

公務員志望者に対し、筆
記試験の傾向と対策や、
面接に関する注意点な
どをアドバイスします!

公務員ガイダンス
企業ごとに、採用ス
ケジュール・求める
人材像などの具体的
な説明を行います。

企業研究会

ブース形式で、1日に
何社もの企業の採用
担当者から直接説明
を聞くチャンスです!

合同企業研究会

いよいよ本格ス
タート!就職活動の
流れ・心構えを説明
します!

第2回就職・進路
ガイダンス 本番の面接を受ける前

に、模擬面接を受けてそ
の雰囲気や心構えを学
びましょう!

就職模擬面接

いよいよ目前に迫った
選考に向けて、具体的な
対策をアドバイス!

第3回就職・進路ガイダンス

誰もが苦労するエント
リーシートの書き方・考
え方をお話します!

エントリーシート対策セミナー

●採用情報公開開始
●企業へのエントリー（プレエントリー）

●学内外でセミナー開催
●エントリーシート提出

●説明会
●筆記試験

●面接
●内々定

ビッグ企業が関大に集結!各企業の講演を
聞き、しっかり業界研究をしていきましょ
う!

業界研究会

面接の前に立ちはだかるのが筆記試験とい
う大きな壁。今からの対策を怠らないよう
に!

就職模擬試験

就活の基本事項をわかりやすく解説!これを聞けば、就活対策はバッチリ
です!

就活対策講座

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
主
催
の
主
な
行
事

自己分析

業界・企業研究

筆記試験対策

情報活用

ここに挙げたのはほんの一例です。キャリアセンター主催の他の行事や、そ
の詳細に関しては、KICSS（関西大学インターネットキャリア支援システム）
でチェックしましょう!
※KICSSへは、インフォメーションシステムのトップ画面からアクセスが可
　能です。

※採用活動のスケジュールは企業により
異なるので、必ず各企業のウェブサイト
で確認してください。

キャリアセンター

インタビューをする学生広報スタッフ

持って行動を起こしてください。大切
なのは最後まであきらめないこ

とです。将来の大事な進路
選択に関してキャリアセ
ンターは全力でサポート
します。一人で悩まず一
緒に考えていきましょう。



学生広報スタッフメンバー紹介!

今号より改訂した『関西大学通信』の紙面内容および構成について、アンケートを実施します。詳細については、インフォメーションシステムの「申請・アン
ケート」画面より確認・入力してください。今後の『関西大学通信』に反映させていく予定です。ご協力よろしくお願いします。

『関西大学通信』を企画・編集している学生広報スタッフを紹介します。
『関西大学通信』を盛り上げるために、あらゆる取材に挑戦していきます。
これからもよろしくお願いします。

❶榎本　幸（えのもとゆき）
❷政策創造学部1年次生
❸精一杯頑張っていきます!★

❶下垣　和美（しもがきかずみ）
❷政策創造学部3年次生
❸好きな食べ物は、もつ鍋です。

❶高野公美子（たかのくみこ）
❷文学部4年次生
❸ 月に1度のライブが私の元気の源
です!!

❶高野　早智（たかのさち）
❷文学部4年次生
❸ ギターの練習と読書で何時間も過
ごせます!

❶松永有紗佳（まつながあさか）
❷政策創造学部3年次生
❸ 関大通信、これからも宜しくお願
いします!

❶菅原　直亮（すがはらなおあき）
❷総合情報学部2年次生
❸Impossible is nothing!

❶星　諒太（ほしりょうた） 
❷商学部4年次生
❸ 広報委員会は普段できないことを普段
会えない人とやる面白い場所です!

❶西岡　沙紀（にしおかさき）
❷政策創造学部3年次生
❸自称・土佐のざる女!

❶田沢　和彦（たざわかずひこ）
❷総合情報学部3年次生
❸合気道サークルに入っています。

❶南　雄大（みなみゆうだい）
❷法学部4年次生
❸ 「僕の中身は...関大より、より寛
大!!」

❶半田　朱実（はんだあけみ）
❷文学部3年次生
❸何事にもチャレンジ＆全力!

❶服部　夏奈（はっとりかな）
❷総合情報学部4年次生
❸世界最小ジグソーに挑戦中!

❶平岡　菜穂（ひらおかなほ）
❷総合情報学部4年次生
❸猫と昼寝するのが至福

❶野口　美保（のぐちみほ）
❷社会学部2年次生
❸ 良い取材、良い文章を書けるよう
にがんばります!

❶落合　美規（おちあいみき）
❷政策創造学部2年次生
❸がんばります。

❶實川　智美（じつかわさとみ）
❷政策創造学部2年次生
❸なめこすきだけど、なまこもすき

熱烈歓迎!!わたしたちと一緒に『関西大学通信』を企画編集しませんか?
広報課では学生広報スタッフを随時募集しています。
詳細はインフォメーションシステムでお知らせしています。

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先
1日㈭ 第16回研究部門別発表会（環境・エネルギー・社会（E）研究部門） 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
2日㈮

3日㈯

堺市・関西大学地域共生プロジェクト 市民講演会（堺市民会館） 学生・教職員・一般
新学部設置準備事務室（人間健康学部担当）

英語教育連環センター（e-LINC）招聘講演（秋） 英語教育連環センター
関西大学文化フォーラム　（後援：読売新聞社、東京・有楽町）　 一般 地域連携センター
第13回研究集会 学生・教職員・一般 アジア文化交流研究センター 

4日㈰ 3年次生対象就職説明懇談会 学生・父母 教育後援会
5日㈪
6日㈫
7日㈬ 経済・政治研究所第182回産業セミナー（りそな銀行大阪本社） 一般 経済・政治研究所
8日㈭ 法学部学術講演会 学生・教職員・一般 第1学舎オフィス
9日㈮ 第17回研究部門別発表会（生命・人間・ロボティクス（B）研究部門） 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
10日㈯ 関西大学中等部・高等部 入試説明会 一般 中等部開設準備室・高等部開設準備室
11日㈰ 第35回飛鳥史学文学講座 一般 教育後援会
12日㈪
13日㈫
14日㈬
15日㈭
イベント・行事については、予告なく変更される場合があります。また、今後追加・中止となるイベント・行事もあります。
詳細・最新情報については、本学ホームページならびに問い合わせ先のホームページなどで必ず確認してください。

学生広報スタッフ企画

❶上窪　太貴（うえくぼたいき）
❷政策創造学部3年次生
❸ たくさんの方に読んでいただけるような
面白い記事づくりをめざします。
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