
■「考動」するクラブ・サークル
● 関西大学プロレス連合KWA

■「考動」するゼミ
●  商学部　陶山計介教授

■Kaisers 飛躍
●  総合関関戦のみどころを紹介します
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文部科学省平成 22年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に 4件採択

　大学の経営戦略や研究戦略に基づき、各大
学が特色をいかした研究を実施するため、国
がその研究基盤の形成を支援する文部科学
省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に、
本学から申請した以下の4件が採択された。

研究期間 
平成22年度～平成26年度（5年間） 
支援区分 
研究拠点を形成する研究

タイ王国司法省との協力基本協定の締結について

　本学とタイ王国司法省は、職員研修セミ
ナーおよび法制度・法実務に関する共同
研究などの事業を推進するため、協力基本
協定を締結する。
　本学では、これまで海外の政府機関など
との協定はないものの、アジア・太平洋地

域とは重点的な学術交流を推進しており、
また、高等教育機関との連携だけでなく国
際社会連携を意図する外国の政府などの
公的機関との連携拡大が必要と判断し、こ
のたびの協定締結の運びとなった。

　4月23日、財団法人日本スケート連盟からバン
クーバーオリンピック代表選手の育成・支援につ
いて、その功績をたたえられ、本学が表彰された。
　贈呈式には楠見晴重学長が出席し、橋本聖子日
本スケート連盟会長から感謝状が贈呈された。

財団法人日本スケート連盟が
感謝状を贈呈

研究組織名 研究代表者（申請時） 研究プロジェクト

大阪都市遺産研
究センター

文学研究科
博物館
教授　藪田 貫

大阪都市遺産の史的検証と継承・発展・発信
を目指す総合的研究拠点の形成

社会的信頼
システム創生セ
ンター

社会学研究科
教授　与謝野 有紀 社会的信頼システム創生プロジェクト

ナノMEMS
センシング・研
究ユニット

先端科学技術推進機構
システム理工学部
教授　新宮原 正三

ナノワイヤを用いた超高性能センサー及びエ
ネルギー変換素子の研究

スマートバイオ
マテリアル開発
ユニット

先端科学技術推進機構
化学生命工学部
教授　大矢 裕一

次世代医療を革新するスマートバイオマテリ
アルの創出

　マスコミュニケーション学研究部が第６
回公共広告ＣＭ学生賞において、奨励賞を
受賞した。この賞は、日本の未来を担う若い
世代が広告制作を通して公共広告への理解
を深め、また社会に主体的に関わる「公」へ
の意識を育むことを目的として、社会へ向
けたメッセージを期待する賞として2005年
より開催されているものである。今回、参加
校25校、151作品がエントリーした。
　今回の作品名は「席譲る」。電車内でのマ
ナーをテーマとしており、席を譲るまでの
心の葛藤をコミカルに擬人化させたユーモ
アあふれる作品に仕上げた。構想から3ヵ
月近くをかけ、4人で企画から撮影まで全て
をこなした。
　部員の秋田竜徳さんと国田望さん（いず
れも社会学部3年次生）は「企画から撮影

　昨年9月19日に開催された日本リスクマネジ
メント学会第33回全国大会における「学生・院
生・若手研究者研究報告表彰制度」において、周
鵬宇さん（総合情報学研究科M２）が「心の危機
管理とリスクの情報の開示」をテーマに報告を行
い、若手優秀賞を受賞した。

　3月8日～ 12日に開催された情報処理学会創
立50周年記念（第72回）全国大会において、平
松祐樹さんと和泉絋介さん（いずれも総合情報学
研究科M１）が情報処理学会学生奨励賞を受賞
した。

マス・コミュニケーション学研究部が第6回公共広告ＣＭ学生賞奨励賞を受賞 周鵬宇さんが日本リスクマネジメント
学会で若手優秀賞を受賞

平松祐樹さんと和泉絋介さんが情報
処理学会奨励賞を受賞

受賞式の模様（写真左から三浦さん、国田さん）

まで、みんなで案を出し合い試行錯誤を繰
り返し、設計図である絵コンテを組み立て
ていく作業が大変だった」と苦労を語って
くれた。
　代表の三浦紫乃さん（社会学部3年
次生）は「チーム全員で作り上げた作品
が受賞に結びつき本当にうれしい。こ
の感動をぜひ後輩にも味わってもらいたい」
と喜びを語ってくれた。

受 賞

教育後援会総会を開催

　5月16日、千里山キャンパスにおいて、在学
生父母・保護者の出席のもと、平成22年度教
育後援会総会が開催された。当日の出席者は
6,781人にものぼり、この行事始まって以来の
出席者数となった。会場である千里山中央体育
館は３階まで超満員となり、入れない出席者が
体育館前にあふれた。
　総会は会長挨拶、前年度の事業・決算報告
のあと、役員の改選などが行われ、平成22年
度の会長に水本徹氏、監事には藤村徹氏と中
野亘氏が選出された。また、来賓の楠見晴重学
長と上原洋允理事長が挨拶を行った。

　総会終了後は、学部別の会場に分かれて、教
育懇談会が開催された。この懇談会では、学部
の教育方針などの説明の後、成績などの個人
面談が行われた。また、別の会場で、
就職、大学院進学、留学などの相談窓
口が設けられた。
　当日は、「父母（保護者）の1日大学」
として、総合図書館、博物館などが開
放された。学生団体の催しのほか、年
史資料展示室では、アイススケート部
の髙橋大輔選手・織田信成選手がオ
リンピックで着用した衣装などを特別
展示し、15・16両日限定で、髙橋選手
がバンクーバーオリンピックで獲得し

た銅メダルと世界選手権で獲得した金メダル
が展示され、最大1時間半以上も待つ長蛇の
列となった。 （教育後援会）
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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。

6/01-15
日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

1日㈫ 社会学部学術講演会 学生・教職員・一般 学部・大学院事務グループ経商社オフィス
経済・政治研究所　第185回産業セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室

2日㈬ 関西社会人大学院連合インテリジェントアレー専門セミナー（3回/全5回） 学生・教職員・一般 特定非営利活動法人関西社会人大学院連合　事務局
総合情報学部講演会 学生・教職員・一般 総合情報学部

3日㈭ 春季人権啓発行事 学生・教職員・一般 学長課
社会学部学術講演会 学生・教職員・一般 学部・大学院事務グループ経商社オフィス

4日㈮ 中東経済寄附講座（春学期金曜日開催） 学生・教職員・一般 学部・大学院事務グループ経商オフィス
臨床心理専門職大学院講演会 学生・教職員・一般 専門職大学院事務グループ

5日㈯ 大学昇格記念日 ー

11日㈮ 中東経済寄附講座（春学期金曜日開催） 学生・教職員・一般 学部・大学院事務グループ経商オフィス
会田弘継客員教授講演会 学生・教職員・一般 学部・大学院事務グループ政外オフィス　外国語学部

12日㈯
関西大学公開講座（高槻市） 学生・教職員・一般 高槻市立生涯学習センター
三大学医工薬連環科学　高槻家族講座 学生・教職員・一般 三大学医工薬連環科学教育研究機構（大阪薬科大学内）
先端科学技術推進機構　第22回研究部門別発表会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構

13日㈰ オープンキャンパス（グリーンキャンパス） 主として高校生 入試広報グループ
「氷の甲子園」ジュニアフィギュアスケート演技会およびトップスケーターエキシビション 学生・教職員・一般 「関西大学氷の甲子園」事務局

15日㈫ 経済・政活研究所　第191回公開講演 学生・教職員・一般 研究事務室

商学部
陶山 計介 教授

企業と連携しながら、ブランドを科学する！
ンド・マーケティングに関する理論研究や
データ分析をしています。座学だけにとどま
らず、積極的にフィールドワークやWEB調
査、グループワークを行ったり、学外の行事
にも積極的に参加しているのが特色です。

Q.ゼミの雰囲気を語るとすれば、どんな雰囲
気ですか？
A.ゼミ生はみんなモチベーションが高く、本
気で何事にも取り組んでいます。お互い鎬を
削りながら日々成長していくのを実感できる
ゼミです。また、コンパや合宿、誕生会など
イベントも多いのでとてもアットホームで楽
しい雰囲気です。

Q.このゼミの魅力は何ですか？
A.やはり先生の元に集まるメンバー一人ひと
りが一番の魅力です。また、そんな私たちを
教え、知識やスキルの習得をサポートしてく

Q.ゼミの研究テーマは？
A.研究テーマは「戦略的マーケティングと流
通・消費者」です。なかでもブランドを主軸
としたマーケティング・マネジメントやコ
ミュニケーション戦略を研究しています。

Q.具体的な研究内容を教えてください。
A.外資系飲料メーカー、大手食品メーカー、
関西系の小売企業などと提携しながら、ブラ れる先生、HIPプロジェクトでパソコン教室

が使用できるなど充実した研究環境も大きな
魅力でしょう。

Q.先生を自慢するとしたら？
A.わが国におけるブランド研究の権威であ
りながら、私たちに懇切丁寧に指導をしてく
れます。超多忙でありながらイベントには必
ず参加してくれるので非常に親しみやすく、
アクティブな先生です。たまに見せるお茶目
なところも面白いです。

小田 雅人さん（商学部３年次生）

前列中央が陶山先生、前列右端が小田さん

ゼミでのプレゼンの様子

● 関西大学プロレス連合KWA

カンダイテインメントを背負って
会長 松田　卓さん（法学部4年次生）

Ｑ．活動にあたって心がけてい
ることやポリシーは何ですか？
Ａ．我々の行うプロレスはプロレ
スと聞いてみなさんが想像する
ようなプロレスとは違った「学生
プロレス」である、という点です。
　入場料を取って行うプロのよ
うなプロレスが見たければそちら
を見に行ってもらえばよい。我々
は、ＫＷＡのリングでしか見られ
ないＫＷＡの学生プロレスをみな
さんに見てもらうことが第一の活
動目標です。

Ｑ．これだけはどのクラブ・サークルにも負
けない点はどんなところですか？
Ａ．個性的で多種多様なレスラーの揃ったＫ
ＷＡプロレスですが、レスラー全体が共有す
る意識が「おもろいこと」の追求です。直接的
に面白い試合だけでなく、観客を引き込むよ
うな試合、いつまでも記憶に残る試合をめざ

Ｑ．何人で、どれくらいの頻度で活動してい
ますか？また、主な活動内容について教えて
ください
Ａ．ＫＷＡプロレスのレスラーは現在７人。
そのうち２人は学外生です。
　特にサークル全体での練習日は設けず、そ
れぞれの自主性や都合に任せています。
　学内におけるプロレスの試合は年度にもよ
りますが平均月１回程度開催しています。加え
て学園祭や年数回の学外での開催があります。

し続けます。
　プロレスというものを通して感動を誘うこ
とができるような作品を創り上げることがで
きるのは我がサークル以外には無いでしょう。
ぜひ読者のみなさんにもＫＷＡのリングで感
動と興奮を味わってもらいたいと思います。

学園祭に詰めかけた観客

真剣勝負に臨むレスラー
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　“伝統の一戦”として名高い総合関関戦。今年で第33回を数える歴
史と伝統のある戦いだ。過去、幾多の名勝負が繰り広げられ、今年も
激戦必至である。
　今年は関大が関学を千里山に迎え、相まみえる。昨年は、関学が総
合優勝を果たした。関大としては本拠地で敗北を喫するわけにはいか
ない。一方の関学も通算成績では関大の16勝、関学の15勝とリード
を許している。今回でぜひとも対戦成績を五分に持っていきたいとこ
ろだ。関関両校が今大会にかける想いはひとしお。がっぷり四つの戦
いが予想される。
　今年のスローガンは〝一心〟。関関戦を通じて、「体育会に限らず大
学全体、そして関西のスポーツを盛り上げたい」と関関戦実行委員長
の原田麻衣さん（社会学部3年次生）は意気衝天の勢いだ。選手一人
ひとりが大学の威信を背負って戦う姿は見逃すことは出来ない。
　決戦の幕が切って落とされる初日は３つの競技が行われる。中でも
注目は硬式野球だ。甲子園で繰り広げられた春季リーグは関大が２連
勝した。投手陣が安定しているのが両校の特徴。リーグ戦とは違った

一戦勝負の戦いは独得の盛り上がりが期待される。
　２日目は卓球やアイスホッケーなど球技が中心だ。最大の見どころ
はやはりアメリカンフットボールである。昨年、１点差で敗れた関大
カイザースはその悔しさをばねに、リーグ戦を制覇し、一気に学生王
者になった。対する名門の関学ファイターズは過去２年、甲子園ボウ
ル出場を逃している。立場の逆転した今年。関大のチャンピオンとし
てのプライドか、それとも関学の雪辱か。総合関関戦に目が離せない。
　球技ばかりでなく、最終日は武道もたくさん行われる。拳法や空手
など迫力のある一進一退の攻防。加えて勝敗を競わない合気道、古武
道など見るものを魅了させる演武といった普段ではなかなか見ること
ができない競技にも注目が集まる。
　永遠のライバルである関大と関学。お互いのプライドをかけて全力
を尽くして戦う。
　〝一心〟を胸に、勝利するのはどちらか。関関戦に足を運べば、あな
たも「歴史の目撃者」となるだろう。

山本　遼さん
（政策創造学部4年次生）

神澤　伸悟さん
（環境都市工学部4年次生）

保呂　篤志さん
（文学部4年次生）

友谷　彰秀さん
（商学部4年次生）

磯口　仁詩さん
（商学部4年次生）

玉木　裕平さん
（総合情報学部4年次生）

新入生の入部でレ
ギュラー争いも激し
くなって（チームは）
どんどん強くなって
いる感じ。関学は全
力でぶつかれる相手
なので、いい試合を
して絶対に勝ちたい。

関関戦では３連敗し
ているが、今年なん
としても勝ちたい。
雰囲気は関大が上回
る。少ないながら上
回生の持っている力
は強いので、底力を
見せたい。

関学はＱＢを中心に
オフェンスが強い印
象。負けられないと
いう気持ちでくると
思うので、気持ちで
負けないようにした
い。今年はＱＢが代
わったので注目して
ください。

“雑草魂”をモットー
にしているチームは、
努力ができて、みん
なが勝ちにこだわっ
ています。関学は良
き仲間であり、良き
ライバル。ガチンコ
勝負をしたい。

関学にはライバル意
識を持っています。
関関戦は意地と意地
のぶつかり合い。昨
年は負けてしまった
ので、冷静に戦力分
析をして今年は大勝
します。

チームの枠にとらわ
れない“自分”という
ものを持ったプレー
ヤーが多い。チャレ
ンジ精神で関学にぶ
つかっていきたい。
全力で男女ともに絶
対勝ちます！

アイスホッケー部

漕艇部

アメリカンフットボール部

ソフトテニス部

剣道部

テニス部

注目のクラブ・選手

第33回　総合関関戦日程表 （取材編集・写真提供：関大スポーツ編集局）

（注：開始時間・場所については、直前に変更する場合があります。
　　 観戦の際にあらかじめ確認ください）

６月１７日（木）
時　間 種　目 場　所

12:10～ 13:00 開会式 中央グラウンド
13:00～ 16:00 硬式野球 北グラウンド
14:00～ 18:00 バスケットボール 中央体育館メインアリーナ
＊バスケットボール：セレモニー（14:00～）、女子（14:30～）、男子（16:00～）

６月１８日（金）
時　間 種　目 場　所

9:00～ 15:00 バドミントン 東体育館第1体育室
10:00～ 14:00 卓球 中央体育館メインアリーナ
11:00～ 14:00 硬式野球（予備日） 北グラウンド
11:30～ 16:00 ラクロス 中央グラウンド
16:00～ 20:00 アメリカンフットボール 中央グラウンド
17:00～ 20:00 アイスホッケー 高槻キャンパスアイスアリーナ
14:00～ 18:00 ソフトボール大会（イベント）北グラウンド

＊ラクロス：セレモニー（11:30～）、女子（11:45～）、ラクロス男子（14:00～）

６月１9日（土）
時　間 種　目 場　所
午前中 健康マラソン（イベント）千里山キャンパス内 (中央グラウンドスタート）

10:00～ 13:00 ホッケー 北広場
9:00～ 11:00 少林寺拳法（演武） 東体育館第2体育室

６月１9日（土）
時　間 種　目 場　所

9:00～ 17:00 テニス 空中テニスコート
9:00～ 16:00 射撃 養心館射撃場
10:00～ 17:00 器械体操 天六キャンパス体育館
10:00～ 13:00 準硬式野球 北グラウンド
10:00～ 15:00 アーチェリー 養心館アーチェリー場
11:00～ 13:00 合気道 (演武） 東体育館第2体育室
11:00～ 13:00 空手道 凱風館3階道場
14:00～ 16:00 相撲 新凱風館相撲道場
11:00～ 14:00 ソフトテニス ソフトテニスコート（名神駐車場横）
12:00～ 14:00 バレーボール 東体育館第1体育室
12:00～ 15:00 フェンシング 東体育館第3体育室
13:00～ 14:00 古武道（演武） 中央体育館サブアリーナ
13:00～ 15:00 拳法 東体育館第2体育室
13:00～ 16:00 ラグビー 中央グラウンド
13:00～ 16:00 ハンドボール 中央体育館メインアリーナ
15:00～ 17:00 剣道 中央体育館サブアリーナ
9:00～ 12:00 漕艇 神崎川 (学外）
14:00～ 17:00 サッカー 大阪長居スタジアム
17:00～ 18:00 閉会式 中央グラウンド

＊ホッケー：セレモニー（10:00～）、女子（10:20～）、男子（12:10～）
＊ハンドボール：セレモニー（13:00～）、女子（13:30～）、男子（15:00～）
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