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新入生歓迎オリエンテーション期間の様子
（千里山キャンパス）

 ■CAMPUS TOPICS

新学期いよいよスタート　各種行事を紹介
■「考動」するゼミ
● 法学部　吉田栄司教授

■Kaisers 飛躍
●  春のリーグを応援しよう！
　春季リーグ日程と注目選手をピックアップ



文化フェスティバルを開催 文化・学術活動等奨励金制度（業績部門）採択
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【出願スケジュール】
平成23年度春学期　交換派遣留学：平成22年6月（予定）
平成22年度秋学期　認定留学：平成22年5月（予定）
平成22年度秋学期　静宜大学特別留学プログラム：平成22年5月（予定）
平成22年度　　　　夏期語学セミナー：平成22年4月から5月（予定）

　本学が学生交換協定を締結している大学に１年間留学する交換
派遣留学をはじめ、夏休み期間中に実施される海外語学セミナーな
ど、国際部が提供する各種留学プログラムの募集を開始する。海外
語学セミナーの募集については、インフォメーションシステムの
｢お知らせ｣にて掲載している。その他留学プログラムの募集の詳細
については、同システムの｢お知らせ｣または国際部にて入手可能。
留学プログラムによっては、応募資格、選考方法や募集時期が異な
るので、事前に詳細を確認のうえ、出願すること。
　なお、各種留学プログラムについては、国際部が発行する｢留学
ハンドブック｣を参照。  　　　　　　　　　         　　　（国際部）

　文化フェスティバル2010「文化のビックバン！～刮目
せよ！！文化会27惑星！！！～」が、4月14日（水）～
5月1日（土）の間、千里山キャンパスの悠久の庭やＫＵ
シンフォニーホールなどで昼休みを中心に開催される。
　文化会全体の統一企画として、音楽系団体による「合
同演奏会」をはじめ、伝統音楽・芸能団体による「和の
コラボレーション」、芸術系団体による「合同展示」が開
催される。また、この「合同展示」では本年の新企画とし
て、美術部などによる「ライブアート」が予定されてい

る。学生のみな
さんは積極的に
参加し、文化会
27団体の潑刺と
した姿を肌で感
じてもらいたい。 
（学生センター）

 

　本学の学生または団体による課外活動や自主活動において、優れた実績をあげた活動を支
援する本制度にて、平成21年度は10件が採択され奨励金が支給された。本制度は学生諸君
の多様な活動支援を目的としており、今後も多数の応募を期待している。

採択結果一覧 
氏名（団体名） 業　績

辻　陽史さん（大学院文学研究科M2） 市立貝塚病院第13回病院祭「おげんき寄席」の出演と構成
林　亜紀さん（大学院商学研究科M2） 第18回租税資料館奨励賞受賞
総合情報学部 田中成典教授研究室
（※研究外活動）

平成21年度全国高校総体大阪府実行委員会のWEBサイト構築
と運営

吹田まつり実行委員会学生部会 吹田まつりでの「好いたおどり」の企画と運営
千里山法律学会 第59回全日本学生法律討論会（立論・質問）全国1位
美術部 高槻市アートdeわくわくストリート　高槻市場賞
琉球・沖縄文化調査研究グループ 久米島・伊敷索グスク測量調査による学術的・社会的還元
KBC放送研究会 第26回NHK全国大学放送コンテスト全国1位（音声CM部門）
関西大学学生チーム“漢舞” 教育機関への踊り講習会、祭り運営ボランティア
町街人（社会学部大西正曹教授ゼミ） 天神橋筋商店街絵馬作成、町街人

（学生センター）

本学では、学術研究および教育水準の向上を図るために、次の56人を平成22年度客員教授として委嘱した。
氏　　名 所属または本務校
会田　弘継 共同通信編集委員室　次長兼論説委員

アンソニー ディ ベネディート Professor Temple University
市村　　元 元株式会社テレビュー福島　常務取締役

伊藤　進一郎 株式会社プロティビティジャパン　最高顧問
元住友電気工業株式会社副社長

井上　　俊 大阪大学　名誉教授
猪口　邦子 元内閣府特命担当大臣
上野　道善 東大寺第219世別当
老川　祥一 株式会社読売新聞東京本社　代表取締役社長

大武　健一郎 大塚ホールディングス株式会社　代表取締役副会長、
ＴＫＣ全国会　会長

太田　房江 前大阪府知事
大塚　義孝 財団法人日本臨床心理士資格認定協会　専務理事
小野　元之 日本学術振興会　理事長
梶谷　健二 大阪府臨床心理士会　会長
梶本　徳彦 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会　会長
柏木　　孝 元　大阪市副市長
倉田　　薫 池田市長
後藤　健生 サッカージャーナリスト
近藤　良平 舞台俳優、舞踏家
崔　　洋一 映画監督
佐藤　正敏 株式会社損害保険ジャパン　取締役社長
角　　和夫 阪急阪神ホールディングス株式会社　代表取締役社長
関　　　要 財団法人日本証券経済研究所　顧問

園木　　宏 園木公認会計士事務所、元あずさ監査法人代表社員、
大阪市包括外部監査人

谷　雅徳〈越前屋俵太〉 ユニバーサル・マーケティング・デザイン社代表取締役
田村　能里子 壁画家
辻原　　登 作家
辻本　一義 辻本特許事務所 所長

津山　直子 元特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター
南アフリカ事務所代表

氏　　名 所属または本務校
寺﨑　昌男 東京大学名誉教授、立教学院本部調査役
冨田　雄二 吹田市副市長

中井　吉英 関西医科大学　教授、日本心療内科学会　理事長、
日本心身医学会　前理事長

永久　寿夫 株式会社PHP総合研究所　常務取締役
中村　桂子 JT生命誌研究館　館長
鳴海　邦碩 大阪大学 名誉教授、関西大学 特別任用教授（H21）
西　　陽子 筝曲家
西堀　　利 株式会社みずほ銀行　取締役頭取
西村　嘉郎 朝日放送株式会社　取締役相談役
布村　明彦 財団法人河川情報センター　研究顧問
野田　順弘 株式会社オービック　代表取締役会長兼社長

八田　進二 青山学院大学大学院　教授、会計大学院協会　理事長、
日本監査研究学会　会長

早瀬　　昇 社団法人大阪ボランティア協会　理事
平石　貴樹 東京大学大学院　教授
平松　一夫 関西学院大学　教授
福田　尚司 大阪地方検察庁　検事
藤沼　亜起 中央大学大学院　特任教授、日本公認会計士協会　理事

マーク エドワード パリー Professor University of Missouri - Kansas City
松本　由理子 ちひろ美術館・東京　副館長
水谷　　修 水谷青少年研究所
宮口　定雄 宮口定雄税理士事務所 所長

村田　裕之 村田アソシエイツ株式会社　代表取締役、
東北大学　特任教授

村山　正治 九州大学　名誉教授
九州産業大学大学院　教授

山本　雅弘 株式会社毎日放送　代表取締役会長　　 
ヨーコ ゼッターランド 日本バレーボール協会理事、スポーツコメンテーター

依田　　博 神戸大学 名誉教授
ロッド エリス オークランド大学　教授
脇田　良一 公認会計士、監査審査会委員

　今年で第5回目となる商学部主催の関西大学ビジネスプラン・コンペティション
（KUBIC2010）が開催される。今年のキャッチフレーズは、「その頭にビビッ !ときたら
KUBIC」。昨年同様、高校・大学の部だけでなく一般の部も引続き設け、幅広くビジネ
スプランを募る。KUBICでは、テーマに縛られない自由なプランを提案できる自由応
募部門と、協賛企業7社それぞれから示されたテーマに応募するテーマ部門（7社35
テーマ）の2つを設けている（一般の部はテーマ部門のみ応募可能）。本年度は、江崎
グリコ株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、カルビー株式会社、
大和ハウス工業株式会社、原田産業株式会社、株式会社マンダム、夢の街創造委員
会株式会社が協賛企業として参加している。応募期間は、4月1日（木）から6月19日
（土）までで、2段階の審査を通過したプランは、10月2日（土）に開催される本選会で
プレゼンテーションが行われ、それをもとに各賞が決定する（大学の部優勝20万円、
高校の部優勝10万円、準優勝、入賞、企業賞等）。詳細はウェブサイト（http://www.
kubic-kandai.com/）を参照。　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　  （商学部）

平成22年度客員教授

平成 22年度　国際部各種留学プログラムの募集について KUBIC2010を開催
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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。

法学部
吉田栄司  教授

憲法判例を素材に、笑顔で真剣討論！
全員で討論して認識を深めています。

Ｑ．ゼミの魅力は何ですか？
Ａ．ゼミ生同士の仲がとてもいいこと
です。年２回の合宿だけでなく、飲み
会や模擬店や刑務所参観等の企画が
あり、卒業生年次総会もあるので、先
輩後輩とも交流を深めることもでき
ます。４年次には、卒業論文集作りと
卒業旅行を必ずやるようです。

Ｑ．先生を自慢するとしたら？
Ａ．とても教育熱心で、ゼミ生一人
ひとりのことを考えてくれる優しく
て面白くて何でも知ってる先生です。また、
遊ぶ時は誰よりも楽しんでいるおちゃめな
部分も持っています。先生のお蔭で、授業も
飲み会も話題と笑顔が絶えません。

Ｑ．ゼミ合宿での思い出はありますか？

Ｑ．ゼミの研究テーマは？
Ａ．吉田ゼミは、民訴や刑訴や行訴による憲
法判例を素材として、現代日本社会の法的政
治的諸問題について、研究しています。

Ｑ．具体的な研究内容を教えてください。
Ａ．定住外国人の参政権とか駐留米軍の９条
適合性とか、こんにち議論されているさまざ
まな憲法問題を扱っています。3年次では興
味ある判例を３人１組で調べて報告し、21人

Ａ．去年の明日香での３年４年次合同秋合宿
では、午前中から夕方まで勉強し、衆議院の
解散総選挙という時事問題についてあれこれ
議論しました。２日目は、みんなで薬師寺に
行き、歴史的建造物や仏像や暮れに亡くなっ
た平山画伯の絵も鑑賞しました。

熱く語る吉田先生と真剣なゼミ生

4/16-30
日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

16日㈮ 中東経済寄附講座（春学期金曜日開催） 学生・教職員・一般 学事局　学部大学院・事務グループ　経商オフィス
文化フェスティバル2010（～5月1日） 学生・教職員・一般 学生生活支援グループ

24日㈯ 法学研究所　第86回特別研究会 学生・教職員・一般 研究所事務室
関西大学カイザース　バンクーバーオリンピック応援感謝デイ〈キッズプログラム〉 学生・教職員・一般 「関西大学カイザース　バンクーバーオリンピック応援感謝ディ」事務局

25日㈰ 関西大学カイザース　バンクーバーオリンピック応援感謝デイ〈フィギュアスケートエキシビション〉 学生・教職員・一般 「関西大学カイザース　バンクーバーオリンピック応援感謝ディ」事務局

稲垣 貴子さん（法学部新４年次生）

博物館を利用したいのですが、見学は自由にできますか？Ｑ
　関西大学で一番古い建物

「簡文館」のなかにあり、ど
なたでも見学できます。
　博物館は16点の重要文
化財を所蔵し、考古資料を
常設展示する第１展示室、
工芸品や企画展を開催する
第２展示室、また、屋外に
は高松塚古墳壁画再現展示
室があり、大学博物館とし
ては国内有数の施設です。
博物館等で働く学芸員をめ
ざす本学学生のために、館
内施設や資料を使った「博
物館実習」も受け入れてお
り、毎秋、履修生による博物館実習展を開催しています。
　年史資料展示室は簡文館の1階にあり、関西大学の120年を超え
る歴史が展望できます。日本で現存する最も古いルイ・ヴィトンのト
ランクを所蔵するほか、スポーツで活躍している選手や団体の写真、
トロフィーなども展示しています。
　4月1日から企画展として、「はくぶつかんの海外資料～モノでめ
ぐる世界旅行～」と「関大ルネッサンス―岩崎卯一没後50年記念展
―」を開催しています。ぜひ足をお運びください。 　　　　　（博物館）

　3月16日、「第1回フォト＆エッセイコンクール」受賞表彰式において、
全国26校814作品の応募の中から最優秀賞を第一中学校の辨野真理さ
ん（3年）が受賞し、優秀賞を第一中学校の森本憲子さん（3年）が受賞
した。また、団体賞を第一中学校が受賞し、主催者であるオーストラリ
ア政府観光局から表彰された。
　これは未来を担う子どもたちが、オーストラリアで感じたことを写真
とエッセイで綴り、異文化や環境に対する理解をさらに深めることを目
的としたコンクールとして、今年から同国を訪問した経験を持つ中学・
高校生を対象に行われたものである。
　辨野さんは、「昔から景色や街並みを見ることが好きでマイトシップ
（オーストラリア人気質）を持った標識がケアンズを象徴していると感
じました。オーストラリアの助け合いの精神を写真とエッセイで上手く
表現できて良かった
です」と語ってくれ
た。また、森本さんは
「地球からみたカーテ
ンツリーの役割を考
え、エコツーリズムの
先進国でもあるオー
ストラリアを体験で
き感動しました」と
語ってくれた。

第1回オーストラリア教育旅行フォト＆エッセイコンクール
で第一中学校が各賞を受賞

受 賞

写真左から、豊島光男第一中学校校長（当時）、森本憲子さん、
辨野真理さん、堀和典オーストラリア政府観光局日本局長

大学を使いこなそう！

※本文の内容は2010年1月時点のものです。ディスカッションの様子
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この春、注目の競技を関大スポーツ編集局がピックアップ。さらに活躍が期待される
新入生4人を紹介します。春季リーグをみんなで応援しよう！

名前 寺岡真弘さん
生年月日 1991年11月13日
身長 /体重 179cm/74kg
出身校 神戸学院大学附属高（兵庫県）
学部 政策創造学部
ニックネーム てら
趣味 ボーリング
尊敬する人 槙野智章（サンフレッチェ広島）
好きなタイプ 趣味が合う人
主な戦績など Ｕ－14～ 18日本代表
将来の夢 Ｊリーガー

名前 村上貴之さん
生年月日 1991年11月28日
身長 /体重 179cm/82kg
出身校 島原高（長崎県）
学部 人間健康学部
ニックネーム ムラくん
趣味 スポーツ全般
尊敬する人 島原高の監督、諸先輩方全て
好きなタイプ 話しやすい人
主な戦績など 09インターハイ優勝
将来の夢 オリンピック選手

名前 稲葉幸平さん
生年月日 1991年11月12日
身長 /体重 168cm/52kg
出身校 唐津西（佐賀県）
学部 人間健康学部
ニックネーム いなばっち
趣味 水泳
尊敬する人 高校時代の先輩
好きなタイプ 面白い人
主な戦績など ＪＯＣジュニアオリンピック優勝
将来の夢 スポーツトレーナー

名前 井野歩実さん
生年月日 1991年10月12日
身長 /体重 165cm/58kg
出身校 四天王寺高（大阪府）
学部 文学部
ニックネーム いのっち
趣味 音楽鑑賞
尊敬する人 家族、高校時代の監督・コーチ
好きなタイプ 自由な人
主な戦績など 09インターハイ優勝
将来の夢 未定

飛躍

春季リーグ戦予定表
サッカー部

日　時 時　間 対戦相手 場　所
4月17日（土） 11：30 桃山学院大学 鶴見緑地球技場

4月25日（日） 11：30
びわこ成蹊
スポーツ大学

堺市立サッカーナショナル
トレーニングセンター

4月29日（木・祝） 11：30 近畿大学 大阪長居スタジアム

硬式野球部
日　時 時　間 対戦相手 場　所

4月17日（土） 13：30
京都大学 皇子山球場

4月18日（日） 11：00

ハンドボール部男子
日　時 時　間 対戦相手 場　所

4月18日（日） 14：05 関西学院大学 桃山学院大学体育館
4月25日（日） 14：15 桃山学院大学 神戸国際大学体育館
4月29日（木・祝） 15：15 大阪体育大学 大阪体育大学体育館

ハンドボール部女子
日　時 時　間 対戦相手 場　所

4月18日（日） 12：40 天理大学 桃山学院大学体育館
4月25日（日） 15：40 同志社大学 神戸国際大学体育館
4月29日（木・祝） 14：15 龍谷大学 大阪体育大学体育館

（写真提供・編集：関大スポーツ編集局）

春のリーグ戦を応援しよう！！

注目　1
注目　2
注目　1
注目　2

活躍を見逃すな！期待のルーキーたち
注目の新入生4人を紹介するとともに、プロフィールを掲載します。

早わかり　春季リーグ日程
各競技の春季リーグ日程表を掲載します。5月以降もリーグは続きます。

注目　1
注目　2
注目　1
注目　2

※日程等は変更になる場合があります。

（写真提供：日本レスリング協会）

昨年度、本学課外活動団体（チーム・個人）の主要大会出場に際し、関係各方面にご支援、ご協力をお願いしたところ、多数の
お申し出をいただきました。みなさま方からのご厚志は、それぞれの活動費の一部として有効に活用させていただきました。
ここに、あらためてお礼を申し上げ、以下のとおり報告します。

ご支援・ご声援ありがとうございました

募金総額：１４，３6６，３００円

▪体育会アメリカンフットボール部支援募金
募金総額：１０，４５４，１１１円

▪髙橋大輔選手および織田信成選手へのバンクーバーオリンピック出場支援募金

募金総額：１２，８８８，６５０円

▪関西大学第一高等学校サッカー部　第88回全国高校サッカー選手権大会出場支援募金

サッカー部 レスリング部

ヨット部 ハンドボール部女子

関大スポーツ




