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総合関関戦勝利を願う学生広報スタッフ

 ■学生広報スタッフ企画
第33回 総合関関戦直前特集！ うちのチームのイチ☆ホシ
 ■エクステンション・リードセンター
平成22年度開講講座受付開始します



　「総合関関戦はさまざまなスポーツを学内で見ることができる貴
重な機会です」と話してくれたのは体育会本部長の守田さん。千里山
キャンパスを中心に団体競技から個人種目まであらゆる競技が行われ
る。今年の総合関関戦のスローガンは“一心”。
両校の選手が心を一つにして、関関戦ここにあ
り！といえるような手に汗握る試合を期待し
たい。とはいっても関学とは永遠のライバル
関係、それぞれの部が関大のプライドをかけて
戦う。「必ずドラマがおきます」と話す守田さ
ん。さぁ、あなたもその瞬間の目撃者にな
りませんか。

　昨年度関西学生サッカー選手権制覇や全日本大
学サッカー選手権ベスト4など活躍が目立ったサッ
カー部。そのチームを支える一人が主務の奥田さん
である。主務として、遠征や試合の計画を立てるな
どチームがうまく機能するよう仕事をしている。一方で自
身も選手としてリーグ戦に出場するトップチームのピッチ
に立っている。プレーヤーとの兼任を条件に主務を承諾し
たという奥田さん。練習では気迫あふれるプレーをしてい
た姿が印象に残った。サッカー部の関関戦は関西学生サッ
カーリーグの公式試合も兼ねており、大阪長居スタジ
アムで行われる。昨年リーグ優勝を争った最大のラ
イバルとの真剣勝負が見られそうだ。今年はW杯
イヤー、関大のサッカーにも注目してみたい。

　今年の関西学生春季１部リーグで3位と、創部以来最高の成績を収
めた女子ハンドボール部。ゴールキーパーの上山さんは前述のリーグ
戦でベスト7の選手に選ばれたことについて、「チームみんなのおか
げ」とコメント。上山さんの謙虚な姿勢とチームの絆の強さがうかが
えた。今年は失点が少ないチーム。トップクラ
スのディフェンスで関学をリードする。注目
すべきはゴールキーパーとディフェンスとの
連携プレーだ。関関戦に対する意気込みは、

「ディフェンス、オフェンス共に磨きをかけ、
息の合ったチームプレーを見せつけて関学
に勝利したい。そして観客が夢中になっ
てくれるようなゲームをすること」と
語ってくれた。

　昨年の甲子園ボウルで見事62季ぶりの優勝を果たしたアメリカン
フットボール部。マネージャーを務める松岡さんは「去年は去年。今年
も日本一を目標に、チーム全員が一丸となり新たなチームを作り上げ
たい」と気合十分。スローガンである『一戦必勝～
All For Football ～』を胸に日々の練習から勝負に
こだわることを心がけている。そんなチームを支
える松岡さんにとってアメフトとは、「自分を成長
させてくれる場。チームのみんなから必要と
される存在でありたい」と語る。新たに築
かれた素晴らしいチームワークで、目の
前の関学戦へ挑む！！

　「勝ちます！」と総合関関戦に対する意気込みを語ってくれたのは、
女子バスケットボール部主将の澤田さん。現在のチーム状況は、就職
活動で４年次生が抜けることが多い。そんな中
で元気な後輩たちが失敗を恐れず思い切ったプ
レーができるのは、どんな状況でもカバーしてく
れる澤田さんの存在があってこそ。
　笑顔でプレーすることで、観ていて楽しい試
合を心がけているという彼女。そして今回は
関大がホームの関関戦。『チーム一丸』を目
標にして、元気にコートへと駆け出し
ていく選手たちに負けないくらいの声
援で後押ししたい。

　『リーグ優勝』をただ一つの目標と掲げる野球部。春のリーグ戦では
6勝4敗。優勝まであと一歩と大健闘したが、彼らはこの結果に満足
していない。チームを主務として支える岡山さんは、「関大野球部の主
務として、選手と監督、応援してくれる人たち
とチームをしっかり繋ぎ、全体で盛り上げて
いきたい」と言う。新体制に切り替わったば
かりの野球部にとって、岡山さんの存在は欠
かせない。選手と主務という枠組みを越え、
絶大な信頼関係が生みだす『全員野球』で総
合関関戦を戦う。生まれ変わった新生野
球部に注目だ！

企画・編集：学生広報スタッフ（50音順）　大野沙耶花（社2）、岡村祐佳里（社1）、菅原直亮（情3）、東優也（文3）、和田愛美（社3）

第33回 総合関関戦直前特集！
うちのチームのイチ☆ホシ

6月17～19日に開催される総合関関戦（関西大学vs関西学院大学）を前に、体育会で活躍する魅力あふれる関大生にインタビュー取材を行い、
関関戦に対する意気込みや見どころを語ってもらいました。ぜひ試合会場に足を運び、関大生一体となって伝統の一戦を盛り上げましょう！

学生広報スタッフ企画

体育会本部長
守田 紫晃さん（政策創造学部4年次生）

サッカー部 主務　
奥田 祐士さん（経済学部4年次生）

ハンドボール部（女子）　
上山 史織さん（社会学部3年次生）

アメリカンフットボール部 マネージャー　
松岡 亜紀さん（社会学部4年次生）

バスケットボール部（女子）　
澤田 悠さん（商学部4年次生）

野球部 主務　
岡山 馨さん（商学部4年次生）

“一心”で関学に挑もうぜ！

主務として選手として

ディフェンスとチームワークで勝つ!

一丸で挑む勝利への道

明るく元気に笑顔でプレー

奪首Dash 〜屈辱を力に〜
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学生広報スタッフメンバー紹介
『関西大学通信』学生広報スタッフ誌面の企画・編集を担当しているメン
バーを紹介します。関西大学のさまざまなニュースや大学生活で役立つ情
報をみなさんに伝えるために、あらゆる取材に挑戦していきます。

岡村 祐佳里（おかむら ゆかり）
社会学部 1年次生
「まだまだ分からないことだらけです
が、精一杯頑張りたいと思います！」

菅原 直亮（すがはら なおあき）
総合情報学部3年次生
「いつも熱き魂で！」

贄田 竜有（にえだ りゅう）
政策創造学部4年次生
「関西大学の“いま”をできるだけわ
かりやすく、一生懸命伝えます！！」

大野 沙耶花（おおの さやか）
社会学部2年次生
「新入りですが、人との出会いを大切
にし、読み応えのある記事を書けるよ
う頑張ります」

塩澤 佳子（しおざわ よしこ）
社会学部3年次生
「『関西大学通信』を１人でも多くの方
に読んでもらえるよう、学生広報スタッ
フとして一生懸命頑張ります」

東 優也（ひがし ゆうや）
文学部3年次生
「“関大”について『コレが知りた
い！』『きっと役に立つ！』情報を、で
きるかぎり伝えたいと思います」

榎本 幸（えのもと ゆき）
政策創造学部2年次生
「誰にも負けない熱意で『関大通信』
をFEVERさせます！」

谷 洋佑（たに ようすけ） 
化学生命工学部1年次生
「面白い視点で、ユニークな情報を発
信していきたいです。関西大学の全員
に読んでもらえるように頑張ります」

松尾 友喜（まつお ゆき）
文学部1年次生
「学生広報スタッフとしてこれから頑
張ります！」

落合 美規（おちあい みき）
政策創造学部3年次生
「一生懸命作るので読んでください！」

富田 千裕（とみた ちひろ）
社会学部３年次生
「みなさんにいろいろな情報をお伝え
できればと思っています。一生懸命頑
張ります！」

山下 惠津子（やました えつこ）
社会学部3年次生 
「今年から学生広報スタッフになりまし
た。メンバーと協力して楽しい『関大通
信』にしたいです。よろしくお願いします」

小嶋 史季子（こじま しきこ）
法学部3年次生
「みなさんに楽しんで読んで頂けるよう
な情報をお届けしたいと思います！」

野口 美保（のぐち みほ）
社会学部3年次生
「一期一会を大切に、切磋琢磨に成
長し、『関大通信』を作ります！｣

和田 愛美（わだ あいみ）
社会学部3年次生
「広報スタッフとして『関大通信』制作に携われ
ることを嬉しく思います。関大の魅力を最大限
に活かせる誌面作りに努めたいと思います！」
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※各試合の時間帯は、スポーツ振興グループのウェブサイト等で確認してください。

千里山北グラウンド 千里山中央グラウンド
■17日（木）野球
■18日（金）野球（予備日）、ソフトボール大会
■19日（土）準硬式野球

千里山中央体育館
■17日（木）バスケットボール
■18日（金）卓球
■19日（土）古武道（演武）、
ハンドボール、剣道

千里山東体育館
■18日（金）バドミントン
■19日（土）少林寺拳法（演武）、
合気道（演武）、バレーボール、
フェンシング、拳法

■17日（木）開会式
■18日（金）ラクロス、アメリカンフットボール
■19日（土）ラグビー、閉会式

ソフトテニスコート
■19日（土）ソフトテニス

空中テニスコート
■19日（土）テニス（庭球）

千里山北広場
■19日（土）ホッケー

凱風館
■19日（土）空手道

養心館
■19日（土）射撃、アーチェリー

新凱風館
■19日（土）相撲 ■18日（金）アイスホッケー

（高槻キャンパスアイスアリーナ）
■19日（土）健康マラソン
（千里山キャンパス）
■19日（土）漕艇（神崎川）、
器械体操（天六キャンパス体育館）、
サッカー（大阪長居スタジアム）

サッカー関関戦応援ツアーを開催します！！
往復バス（無料）でのサッカー応援ツアーを開催し
ます。申込〆切日は、6月17日（木）です（※定員にな
り次第申込受付終了）
申込方法などツアー詳細は、「広がれ！学生自立型
ピア・コミュニティ」のウェブサイト（http://www.
kansai-u.ac.jp/gakusei/gp/index.html）等で確認
してください。
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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。

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

16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（5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
会計専門職大学院　進学説明会 学生 大学院入試グループ
商学部アントレプレナー・セミナー 学生・教職員・一般 学部・大学院事務グループ経商オフィス

17日㈭ 第33回総合関関戦（～ 19日） 学生・教職員・一般 スポーツ振興グループ
18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
19日㈯ 社会安全学部緊急シンポジウム 学生・教職員・一般 高槻ミューズオフィス

22日㈫
会計専門職大学院　進学説明会 学生 大学院入試グループ
永久寿夫客員教授講演会 学生・教職員・一般 学部・大学院事務グループ経商オフィス

23日㈬ 会計専門職大学院　第2回ルネサンス・フォーラム 学生・教職員・一般 専門職大学院事務グループ

25日㈮
人権問題研究室　第62回公開講座 学生・教職員・一般 人権問題研究室
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
先端科学技術推進機構第23回・第24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

26日㈯

大学院進学説明会 学生 大学院入試グループ
第1回　復旦大学・関西大学経済フォーラム（中国・上海）（～ 27日） 学生・教職員・一般 経済・政治研究所
第30回「地方の時代」映像祭2010プレイベント 学生・教職員・一般 社会連携部
関西大学講演会「地域社会とリスク」 学生・教職員・一般 社会連携部
地域交流ワークショップ 学生・教職員・一般 関西大学TAFS佐治＆千里山スタジオ

27日㈰ 文化財保存修復研究拠点　特別セッション 学生・教職員・一般 文化財保存修復研究拠点

30日㈬
技術交流セミナー 2010（於：東京センター） 学生・教職員・一般 産学官連携センター
先端科学技術推進機構第25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

6/16-30

平成22年度　開講講座の概要
6月16日（水）受付開始　　　　　　　 ※各講座・コースの詳細はエクステンション・リードセンターの講座案内を参照してください

講 座 ・ コ ー ス 名 講 座 ・ 資 格 の 概 要 開講場所

英
語
講
座

TOEICⓇ

テスト対策
コース

スタンダードクラス

社会で評価される英語力の指針TOEICⓇの確実なスコアアッ
プをめざす

高槻ミューズ

後期1組
750点目標

千里山

650点目標

後期2組
650点目標
550点目標

TOEFLⓇテスト対策コース 留学で求められる英語力の指針。留学前に必要なスコア取得
をめざす

公
務
員
講
座

国Ⅱ・地方上級対策講座
専門得点アップコース1 主要５科目の次にマスターしたい政治学・行政学・財政学を学ぶ

面接対策コース 面接についての正しい知識と準備の進め方を学ぶ

教養対策講座
教養1stステージ 人文科学・自然科学の頻出分野についてのインプット講義

国Ⅱ・地方上級対策　数的処理 主要５科目コースの「数的処理」を単一科目として受講
文章理解・資料解釈対策コース 短時間で大意を読み取れるよう、多くの良質な過去問に触れる

国Ⅰ対策講座 刑法 国Ⅰ対策講座法律職の「刑法」を単一科目として受講
市役所教養型対策講座（警察官・消防官対応） 教養試験だけで受験可能な公務員を短期で徹底対策

会
計
職
講
座
群

簿記検定講座 3級対策コース2組 充実した直前の答練で確実に合格を狙う
公認会計士入門講座 財務会計と管理会計の入門講座を展開

税理士講座
簿記論コース

簿記2級レベルから始めて演習・模試まで充実したカリキュ
ラムで合格をめざす財務諸表論コース

簿財パックコース
司法講座 法科大学院入試対策講座 実践答案練習1stステップ 基本的な論点を中心とした答案練習を行う

SPI試験対策講座 短期間・集中的にSPIのポイントをつかむ
社会保険労務士講座 人事・労務のエキスパート

色彩検定講座 1級対策コース 専門能力として高い評価の1級の合格をめざす

12月1日（水）受付開始
講 座 ・ コ ー ス 名 講 座 ・ 資 格 の 概 要 開講場所

英語講座 TOEICⓇ

テスト対策コース 後期3組
650点目標クラス 社会で評価される英語力の指針TOEICⓇの確実なスコアアッ

プをめざす

千里山

550点目標クラス
公
務
員
講
座

国Ⅱ・地方上級
対策講座

専門得点アップコース2 志望職種により必要となる専門科目を単一で受講
主要5科目演習コース 問題を解くスピードと集中力を徹底的に養う

教養対策講座
教養2ndステージ 政治・経済・社会の頻出分野の問題を中心に学習する

教養ファイナルステージ 人文科学・自然科学の得点すべき分野を確実に押さえる
司法講座 法科大学院入試対策講座 実践答案練習2ndステップ ロースクール入試本試験レベルの問題の答案練習を行う

簿記検定講座 2級対策コース2組 ビジネスリーダーの必須能力

エクステンション・リードセンターからのお知らせ
　エクステンション・リードセンターでは、スキルアップに意欲的な学生のみなさん
を支援するために、さまざまな講座を設けています。それぞれの目的達成のため有効に
活用して、より良い学生生活を送ってください。『後期開講講座』の受講申込受付を６月
１６日（水）より開始します。『後期開講講座』では、次の講座の受講生を募集しています。

《英語講座》
　TOEFLⓇテスト対策コース（開講期
間：8月2日～9月14日）と9月下旬
開講のTOEICⓇテスト対策コース（目
標点数ごとのクラスあり）の申込みを
受け付けます。
　さらに、高槻ミューズキャンパスで
開講される、TOEICⓇテスト対策コース

「スタンダードクラス」（開講期間：9月
30日～12月16日）の申込みを受け付
けます。

《公務員講座》
　国Ⅱ・地方上級対策講座「専門得点
アップコース1」・「面接対策コース」、
教養対策講座「教養1stステージ」・「数
的処理」・「文章理解・資料解釈対策コー
ス」、国Ⅰ対策講座「刑法」、市役所教養
型対策講座（警察官・消防官対応）の
申込みを受け付けます。

《司法講座》
　法科大学院入試対策講座「実践答案
練習1stステップ」の申込みを受け付
けます。

《会計職講座群》
　11月の検定試験をめざす9月開講の

「簿記検定講座3級対策コース（2組）」
の申込みを受け付けます。また、「公認
会計士入門講座」と「税理士講座」は
11月から開講します。税理士講座では
必須科目の簿記論と財務諸表論の科
目合格をめざします。

《その他の講座》
　就職試験対策講座では、「SPI試験対
策講座」の受付が始まります。また、資
格講座では、「社会保険労務士講座」と

「色彩検定講座1級対策コース」の申込
みを受け付けます。
　申込受付は、エクステンション・リー
ドセンター千里山キャンパス事務室、高
槻キャンパスオフィス、およびエクステ
ンション・リードセンター高槻ミューズ
キャンパス分室にて行っています。みな
さんのお申込みをお待ちしています。

【受講相談】
講座や資格取得についての相談や質問は、随時エクステンション・
リードセンター千里山キャンパス事務室にて受け付けています。ど
んな資格や試験も、早めに情報を集めて対策を立てることがポイ
ントになります。講座についてわからないことがあれば、いつでも
エクステンション・リードセンターに問い合わせてください。

【ガイダンス】
講座・ガイダンス名 月　日 時　間 場　所

会計士or税理士  6月26日（土）18時10分～ 19時10分
千里山キャンパス

第3学舎（社会学部）
Ａ201教室

公務員市役所教養型対策講座
（警察官・消防官対応）

 7月31日（土）
16時30分～ 17時30分

千里山キャンパス
第3学舎（社会学部）内

 9月25日（土）

社会保険労務士講座 7月31日（土）
9月24日（金）

18時30分～ 19時30分
公認会計士入門講座 10月13日（水）

11月10日（水） 12時20分～ 13時

税理士講座 10月20日（水）18時30分～ 19時30分
11月17日（水） 12時20分～ 13時

※ 場所は当日エクステンション・リードセンター千里山キャンパス事
務室前に掲示いたします。なお、ご不明な点がございましたらエク
ステンション・リードセンターまでお問い合わせください。

▪ 受付場所・時間
☆ 千里山キャンパス

【エクステンション・リードセンター千里山キャンパス事務室】
　千里山キャンパス第３学舎３号館２階
　　10時30分～21時（日・祝日および本学休業日を除く）
　　（6月16日は12時10分から受付となります。）

☆ 高槻ミューズキャンパス
【エクステンション・リードセンター高槻ミューズキャンパス分室】
　高槻ミューズキャンパス西館３階
　JR高槻駅から徒歩約10分、阪急高槻市駅から
　徒歩約15分
　　14時～ 21時（講座開講期間中の月・木）
　　10時～ 17時（火・水・金）
　　（日・祝日および本学休業日を除く）
　　（6月16日は12時10分から受付となります。）

☆ 高槻キャンパス
【高槻キャンパスオフィス】
　　10時～ 16時（土・日・祝日および本学休業日を除く）

▪ 問い合わせ
【エクステンション・リードセンター千里山キャンパス事務室】
　電話06-6368-0721

後期開講講座
6月16日から受付開始

受講相談・ガイダンスのご案内


