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第２回　関大で一番おもろいやつ誰やねん選手権の様子
（関連記事３面参照）

 ■CAMPUS TOPICS

秋季人権啓発行事を開催
プロ野球ドラフト会議で関大一高の西田さんが指名される
 ■新商品続々登場！
コミュニケーション・マークグッズ紹介



１１月２７日
（金）

テ　ー　マ：「中国における食の安全と人権」
講　　　師：杜 鋼建氏（中国　汕頭大学教授・法学院長）
時　　　間：10時40分～ 12時10分
場　　　所：千里山キャンパス第１学舎１号館千里ホール
 高槻キャンパスＴＤ106教室（映像中継）
通　　　訳：白 巴根氏（中国　汕頭大学教授）

１２月１５日
（火）

テ　ー　マ：「人権の普遍性と文化の多様性」
講　　　師： 樋口 陽一氏（日本学士院会員、東京大学名誉教授、

東北大学名誉教授）
時　　　間：16時20分～ 17時50分
場　　　所：千里山キャンパス第１学舎２号館Ｂ202教室

※ 春季人権啓
発行事の延期
による講演
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　10月29日に開催されたプロ
野球ドラフト会議において、関
西大学第一高校の西田哲朗さ
んが東北楽天ゴールデンイー
グルスより2巡目の指名を受
けた。
　西田さんは走攻守３拍子
揃った内野手として評判が高
く、今年夏の大会でもその力を
存分に発揮していた。関西大
学第一高校出身のプロ野球選
手は現阪神タイガースの久保
康友投手（平成11年卒業）以
来のことで、西田さんの活躍が
大いに期待される。

プロ野球ドラフト会議で関大一高の西田さんが指名される

　本年度の秋季人権啓発行事は、次のテーマで開催する。これ
まで、秋季啓発行事は、世界の人権を考えることに焦点をあて
て実施してきたので、今回も海外から著名な講師を招き、「食の
安全」をめぐる問題について講演していただくことを予定してい
る。また、新型インフルエンザによる休講に伴い、中止となった
講演のうち、実施されていない講演を秋季人権啓発行事として
開催することとした。講演内容の詳細については、事前に配布さ
れるパンフレット『人権を考える』に紹介している。多数の参加
を期待している。

（副学長 市原 靖久）

秋季人権啓発行事を開催

人権啓発行事とはー
　人権問題を現代の重要な課題と認識し、この問題に対する
組織的な取り組みとして開催している。毎年春と秋に人権週
間を設定し、本学独自の人権啓発行事を開催している。
　秋の人権啓発行事は、1997年以来「国際人権週間」と位
置づけられ、幅広い観点から人権に関わる講演会を開催し
ている。

一口メモ

　10月11日に大東文化大学で開催された
「渋沢栄一杯経済史・経営史ディベートリー
グ」に経済学部・浜野潔教授ゼミ生9人が参
加し、初優勝を遂げた。
　ディベートリーグとはテーマについて肯
定、否定の立場で討論する大会で、今年は9
大学が参加した。テーマは『日本は農産物の
貿易自由化を促進すべきである』で、全員が
1日12時間も勉強に費やしたという。
　当日の対戦相手は専修大、高崎経済大で
リーダーの前野智大さん（経3）は「肯定、否
定に関係なく自分たちの流れに持ち込むため、
主導権を握ることを第一に考えた」と語った。
　勝因は、「準備の段階で作業を分担し、学
んだことをチームで共有した」こと、「フリー

ディスカッションでは、討論の得手、不得手
を考え作戦を練った」こと、「おそろいのT
シャツやミサンガをつくり、一致団結できた」
ことなどとそれぞれのメンバーは語った。
　浜野教授は「この経験がこれからの就職活
動に役立ち、自信にも繋がるだろう」と学生
の健闘をたたえた。

チームワークの良さで、初優勝！！～経済学部・浜野潔教授ゼミ～

1列目左から國廣千賀さん、五島千晴さん、前野智大さん、長尾
真由佳さん、小川博絵さん、2列目左から二河高史さん、東山祐
樹さん、越智琢哉さん、劉豊娟さん（いずれも経済学部3年次生）、
浜野潔教授意見を述べる長尾さん（左から3人目）

　本学では、学術研究および教育水準の向上を図るため、次の7
人を平成21年度秋学期客員教授として委嘱した。

秋学期客員教授決まる

氏　　名 所属または本務校

青木　盛久 青木周蔵記念育英会理事長

井村　雅代 井村シンクロクラブ代表

木下　誠也 ダム水源地環境整備センター審議役

柴崎　亮介 東京大学　空間情報科学研究センター長

寺﨑　昌男 立教学院本部調査役

西堀　　利 みずほ銀行取締役頭取

平工　奉文 経済産業省　製造産業局長
東北楽天ゴールデンイーグルスに指名され大喜びの西田
さんとチームメイト
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　10月20日、千里山キャンパスＫＵシンフォニーホールにて「第2回関大で一番
おもろいやつ誰やねん選手権」が開催された。この大会は、学生スタッフ（代表者：
井上雄介さん［工学研究科Ｍ２］）が昨年提案をして運営・実施した企画であり、
学生センターの正課外教育プログラムの一環として開催されたものである。
　選手権のサブタイトルは『一発ギャグの戦い』。女性初の参加者1人を含む、笑
いの腕自慢の関大生17人が出演した。出演者は、お題である一発ギャグ対決や
モノボケ対決などを繰り広げ、会場に多くの笑いを巻き起こした。
　優勝者は、会場内を爆笑で包んだ原山敦さん（文学部４年次生）に決まった。
原山さんは第１回大会に続いての連覇を達成した。

関大亭茜丸として出場し、優勝した
原山さんに聞きました
　「この大会が始まるまでは、思うよ
うな結果が出せないのではないかと
恐かったが、優勝することができて良
かった。第2回大会も引き続き出場し
ようと思ったのは、代表者の井上さん
の強い後押しがあったからです。その
後押しが優勝という結果に結びつきま
した。」

当日の司会進行をつとめた代表者の
井上さんに聞きました
　「学部在籍中に所属していたハンド
ボール部で培った、何事も動き出さなけ
れば始まらないという思いをぶつけ、実
現できた企画だと思います。この思いを
受け止めてくれた学生センターのみなさ
んをはじめ、当日の運営も含めて多くの
スタッフに感謝の気持ちでいっぱいで
す。これからもこの『お笑い』企画を後輩
に受け継いでもらいたいです。」

関大で一番おもろいやつ誰やねん選手権を開催

第32回 統一学園祭フォトグラフィー

第32回 統一学園祭 11/1～
   11/4



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、本学ウェブサイトならびに問い合わせ先のウェブサイトなどで必ず確認してください。
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『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。

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

16日㈪
商学部学術講演会 学生・教職員・一般 第2学舎オフィス
博物館実習展（～ 20日） 学生・教職員・一般 博物館事務室

17日㈫
聴覚障がいの方のお話を聴く会（～18日） 学生・教職員 ボランティアセンター事務室
政策創造学部 招へい研究者講演会 学生・教職員・一般 岩崎記念館オフィス

18日㈬ 第189回公開講座 学生・教職員・一般 経済・政治研究所
19日㈭ 文学部学術講演会 学生・教職員・一般 第1学舎オフィス

20日㈮
肢体障がいの方のお話を聴く会 学生・教職員 ボランティアセンター事務室
理工学研究科客員教授講演会 学生・教職員・一般 第4学舎オフィス

21日㈯
第2回国際協力セミナー 学生・教職員・一般 国際部
現代ＧＰ公開講座 学生・教職員・一般 関西大学TAFS佐治スタジオ
第1回国際シンポジウム（～ 22日） 学生・教職員・一般 文化財保存修復研究拠点

22日㈰ 関西4大学学長フォーラム（福岡） 学生・教職員・一般 読売新聞大阪本社広告局「関西4大学学長フォーラム」係
25日㈬ 会計専門職大学院・政策創造学部 学術講演会 学生・教職員・一般 会計専門職大学院

27日㈮

アイスアリーナ滑走デー（トップアスリートと滑ろう） 学生・教職員・一般 アイスアリーナ事務室/高槻キャンパス事務チーム
第83回特別研究会 学生・教職員・一般 法学研究所
人権問題研究室第60回公開講座 学生・教職員・一般 人権問題研究室
秋季人権啓発行事 学生・教職員・一般 学長課

28日㈯
外国語学部開設記念行事 学生・教職員・一般 岩崎記念館オフィス
東京センター公開講座 一般 東京センター

29日㈰ 法学研究所第41回シンポジウム 学生・教職員・一般 法学研究所

11/16-30

　関大生なら一度は利用する関大生協。便利さはもちろん品揃え
も豊富で、関大ならではの「関大グッズ」も取り扱っている。今
年4月からコミュニケーション・マーク「Global ‘KU’」とタグ
ライン「THINK×ACT」（シンク・バイ・アクト）が新しく導入
されたことで、以前の校章グッズからコミュニケーション・マーク
を使用した新グッズへと切り替わり、新商品が続々登場している。
　そこで今回は、売り場ブースで旬な「関大グッズ」を紹介したい。

　「社会を見つめ、変化に挑む。『考動』する関大人が
世界を拓く。」をコンセプトとし、地球を、K、U 2つの
文字で形作ることによって、「考動力」を身につけた関
大人が世界を拓く様子を端的に表している。

　関大らしい、ダイナミックで行動力のある知識人の
育成を謳い、「考動」すなわち思考と行動の相互作用、
シナジー効果を意味している。

コミュニケーション・マークと
タグラインについて

保護者の方が大学に来た
記念に購入。帰省のお土産
としても大人気！

使い勝手のよさと安さが学生に受け、
堂々売れ筋商品に！！

体育会の学生はもちろん、
関大スポーツを応援する学生・
校友も注目！！！

関大ゴーフル2缶入り　￥900

A4クリアフォルダー（シングル）   ￥  85（写真左）
A4クリアフォルダー（見開きA3）￥160（写真右）

関大ポロシャツ　￥1,800（写真右）
関大スポーツタオル（白）　￥500（写真左下）
関大紫紺シャーリングタオル　￥700（写真左上）

人気No.1人気No.1

人気No.1

Q.「関大グッズ」はどんな方が購入されますか？
A.学生さんはもちろん、校友や、保護者の方も購入されています。
　また、先生は学会へのお土産として、ボールペンなどをお買い求め
いただいています。

Q.以前の校章グッズと比較して、新グッズの印象・評判はどうですか？
A.コミュニケーション・マークグッズはデザイン性が高く、スタイリッ
シュな印象からか以前に比べて約1.2倍の売れ行きです。今後も
新商品の展開を考えていますので、期待できそうです。

Q. 「関大グッズ」のアイデア募集をしているとお聞きしたのですが、ど
のようなアイデアが集まっていますか？

A.現在20数名の学生から応募があり、マグボトルは応募の中でも
一番提案が多い商品です。

　生協内でもマグボトルはよく売れているので、身近な商品なのかも
知れません。

　ユニークなものでは、傘やピアスなどのアイデアもいただきました。
Q.今後の新商品予定について、教えてください。
A.モロゾフさんとタイアップして、クッキーとチョコレートをつくる予定です。
　またアイデア募集でも多くの声をいただいたエコバッグや、ブック
カバーも検討しています。多くの意見やアイデアを取り入れ、新
商品の開発に力を入れたいと思います。

生協の中井さんにインタビュー

コミュニケーション・
マークグッズを紹介
コミュニケーション・
マークグッズを紹介
コミュニケーション・
マークグッズを紹介

コミュニケーション・マークグッズを紹介♪新商品続々登場！

コミュニケーション・マーク
「Global‘KU’」

タグライン

「関大グッズ」人気ランキング♪

まとめ買いが多いので、予約をしないと
手に入らない入手困難なアイテムも
関大ロゴマーク
刺繍入りネクタイ  ￥1,980（写真右）
スウェットパンツ　￥3,300（写真左）

まだまだある、関大グッズ！

目立つこと
間違いなし！

タイピン　￥1,800

アルミ万年カレンダー S
　￥490

アルミ名刺入れ　￥390
大人の仲間入りアイテム！？ 関大エンブレム入り

メッシュキャップ　￥980

ネクタイといっしょに。

（記事中の価格はすべて税込み価格）

来年も再来年も
使える優れもの。

マグカップ　￥680

勉強の合間にほっと一息。

要チェック！




