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橋下徹大阪府知事を表敬訪問した体育会空手道部の梶川凛美さん
（関連記事6面参照）

タイ王国司法府と協力基本協定を締結
池田泉州銀行と産学連携基本協定を締結
 ■学生広報スタッフ企画
関大生が描く全国夢地図
■Kaisers　飛躍
● サッカー部　● アメリカンフットボール部
● ハンドボール部男子　● バスケットボール部男子
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北海道／菅原 透夢さん（政策2）

茨城県／
押田 泰延さん
（文3）

神奈川県／慶野 真実奈さん（文4）

長野県／滝沢 彩さん（環都1）

富山県／末永 ゆりさん（社3）

岐阜県／笠崎 舞さん（化生1）

愛知県／
万徳 彩乃さん
（文4）

和歌山県／廣川 亮さん（文1）

大阪府／西尾 奈央美さん（社3）

奈良県／
山内 康裕さん
（化生2）

徳島県／近藤 渚さん（法3）

愛媛県／天野 亜美さん（社3）

高知県／吉田 安佑さん（社1）

鹿児島県／ 原 一期さん（情3）

沖縄県／國仲 航平さん（法1）

佐賀県／溝口 恵理さん（社2）

山口県／大島 早貴さん（経2）

鳥取県／桑原 憲生さん（文2）

滋賀県／坂木 弘幸さん（化生1）
京都府／坪内 友紀さん（化生1）岡山県／岡㟢 理恵さん（文4）

兵庫県／神田 文音さん（文2）

広島県／福場 隆之さん（社3）

石川県／雲野 真大さん（文3）

静岡県／望月 友貴さん（商1）

群馬県／
谷口 峻哉さん
（政策4）

香川県／
中村 豪太さん
（政策4）

東京都／新谷 麻実さん（社3）

青森県／後村 秀平さん（政策2）

中国 上海／桑 仕雲さん（政策2）

三重県／髙山 諒介さん（化生3）
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企画・編集：学生広報スタッフ（50音順）　榎本幸（政策2）、大野沙耶花（社2）、岡村祐佳里（社1）、落合美規（政策3）、小嶋史季子（法3）、塩澤佳子（社3）、菅原直亮（情3）、
谷洋佑（化生1）、富田千裕（社3）、贄田竜有（政策4）、野口美保（社3）、東優也（文3）、松尾友喜（文1）、山下惠津子（社3）、和田愛美（社3）

学生広報スタッフ企画

韓国に行きまく
りのマダムにな
りたい！

将来はなまら
（すごい）幸せ
者になります。

家族もよんで景色の
良い部屋に住みたい
がで（住みたいので）
バリバり働くちゃ（働
くよ）。

幸せな家庭を
つくることや
よ（です）。

人を惹きつける
キラキラした人
になりたい。

世界遺産を巡り
たいねんてぇー
（巡りたい）。

みんながやらはるこ
とは（していることは）
しとぅないなぁ（やり
たくないです）。

世界を周って、ぼっけぇ（とても）
たくさんの人と出会うことじゃわぁ
（ことだよ）。わしが（私が）生ま
れ育った日本の良さを伝えていき
てぇなぁ（いきたいな）って思っとる
んじゃが（思ってるんだ）。

小学校の先生になるための
勉強しとーよ（しています）。
子どもの頃、がいに（すごく）
お世話になったけん（から）、
立派な先生になって鳥取に
戻るけんね（戻りたいです）。

うちの（私の）夢は、でら
（とても）こてこての名古
屋嬢になって、おしゃれ
なママになることなんだ
がんね（なることです）！

幅広く社会に貢献できる公
務員になりたいと思ってま
す。じゃけん（だから）、せこ
い（しんどい）ときもあるけ
ど、その夢に向かって今は勉
強頑張ります。

これからはグローバ
ル化やけん（だから）、
来年から就職する商
社で、わや（一生懸命）
働いて、5ヵ国語をマ
スターする。

将来は、広告代理店で
働きたい！めっちゃ（とて
も）感動する広告を作っ
て人の心を動かしたんね
ん（動かしてみせる）。

地元奈良で、怠けや
んと（怠けないで）地
域活性化に力を尽く
したいです。

高校の先生になること
なんよ（です）。ぶち（とて
も）難いし高い目標じゃ
けぇ（なので）、教職課程
とか、めげんと一生懸命
頑張っちょるんよ（めげ
ずに頑張っています）。

夢は気象予報士になる
ことなんよ（なることで
す）。やけん（だから）、こ
の夏は一生懸命勉強す
るけん（勉強します）。

在日本能有一家自己的
貿易公司（将来、日本
で自分の会社を興した
いと思っています）

高知を熱くしたいが
よ（したいんだ）。アナ
ウンサーの夢叶えるき
（叶えます）！

宮崎県／鵜木 信一郎さん（社2）

宮崎に帰っちょる（帰る）
と思うかい（思うので）、
中学校の教師になって、
宮崎の教育を良かもんに
（良く）するために、どげん
か（なんとか）します！

会計職につきたいけ（つき
たいので）、資格をぶち（たく
さん）取りたいほっちゃー（で
す）。難しいじゃろーけど（だ
ろうけど）、頑張りたいと思っ
ちょります（思ってます）。

福岡県／橋爪 千加子さん（社3）

アナウンサーになりたか
です（なりたいです）。朝
の情報番組に出演して、
みなさんに笑顔と元気
ば（元気を）届けたいっ
ちゃん（届けたいです）！

熊本県／梅田 麻菜さん（社3）

教師になるのが夢やけ
んが（夢だから）、今はそ
のために勉強頑張りま
す。器のでかか（大きい）
おなご（女）になるぞ！

いまよっかん（これまで以
上に）、いっずいとんのた
のしゅ（いつまでも楽しく）
幸せん（幸せに）すごんも
んで（過ごしていく）。

わんぬ夢や（私の夢は）
警察官んかいなって（に
なって）、うちなー（沖
縄）を日本一安全な県ん
かいするくとぅやいびん
（県にすることです）。

起業して、社長になりたい
げん！（なりたいよ！）でも、
その前に学校を4年間で
卒業せんなんね（しないと
ね）。たいそいけど（大変だ
けど）、頑張ります！

ラクロスで1部昇格
したんねん（してや
るぞ）！ 建築士になりたいもんで（の

で）、ずく（やる気）を出して
勉強頑張っとるんだに（頑
張っています）！ささらほう
さらしない生活をしていきた
いなぁ（いい加減な生活を
しないようにしたいです）。

がいごぐさ行っで（外国に行っ
て）、フランス語ば勉強しゆん
だ（したいんだ）。わは（俺は）し
みじみ（真剣に）考えっきー（考
えているから）応援しでくらっ
しょ（応援してください）！

静岡に帰り、うちっち
（私たち）の地域活性に
繋がる商品を作りたい
です。良いもん（もの）
を作れば人も来るず
ら？（来るでしょう？）

幸せな家庭を
築くことやに
（ことだよ）！

おれの夢は学校の先生に
なることなんやっしょ（なん
です）。そやさけ（だから）、
一生懸命勉強頑張って、
国語の先生になるさけな
（なるからな）！

高槻キャンパス
高槻ミューズキャンパス

北陽キャンパス
天六キャンパス

堺キャンパス

千里山キャンパス

北は北海道から南は沖縄まで全国各地、海外から
の留学生も過ごす関西大学。今回は、各地域出身の
関大生に学生広報スタッフが取材を行い、お国言
葉で将来の夢を教えてもらいました。
※�今回掲載した各地域の方言は、取材した学生の
言葉を基に記載しています。

将来は信念を
つっとす（つき
とおす）男に
なるだんべ（だ
ろう）！

地元の青森県に帰って
教師になることが夢で
す。めんこい（かわいい）
子供たちと楽しく授業
をしたいです。

大分県／河野 圭佑さん（社2）

大阪でようけ金か
せいで（大金持ち
になって）、世界を
旅して周っちゃる
けん（周ります）。

常識にとらわれん（とらわ
れず）、自分の意見ば（意
見を）しっかり持った、大
人になりたかです（なりた
いです）。

〜お国言葉で語りました〜
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調印式を執り行った楠見晴重学長（写真左）とWIRAT Chinwinigkul タイ王国司法府事務総長（写真右）

協定書を締結した楠見晴重学長（写真左）と服部盛隆池田泉州銀行頭取兼
CEO（写真右）

　7月16日、本学とタイ王国司法府（司法
裁判所）は、協力基本協定を締結すること
で合意し、調印式を執り行った。この協力
基本協定は、共同研究やタイ王国裁判官
および裁判所職員の本学での研修受入を
通じて交流を促進することを目的とするも
ので、本学にとって初めての海外公的機関
との協定締結となった。本学とタイ王国司
法府（司法裁判所）は、本学マイノリティー

関西大学とタイ王国司法府が協力基本協定を締結 関西大学と池田泉州銀行が産学連携基本
協定を締結

天神橋筋商店街にリサーチアトリエ
「楽歳天三・楽市楽座」をオープン

　8月27日、本学と池田泉州銀行は、産学連携に関する
基本協定を締結した。この連携により、本学と池田泉州
銀行は創業・新事業支援、その他地域経済の活性化に寄
与する事項、学術・研究に関する事項、人材育成に関す
る事項、まちづくりに関する事項などについて連携事業
の推進を図っていく。

　７月９日、本学は地域研究・社会連携の拠点として大
阪市・北区にある天神橋３丁目商店街に関西大学リサー
チアトリエ「楽歳天三・楽市楽座」をオープンし、同所
にてオープニングセレモニーを開催した。
　このリサーチアトリエは、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採択された研究
プロジェクト「社会的信頼システム創生センター」が設
立する研究・社会連携拠点である。地域の信頼に関す
る研究拠点「楽歳天三」に、社会連携の場である「楽市
楽座」を併設し、大学の諸活動を展開する場として活用
される。
　今後、南北約2.6キロと日本一長い天神橋筋商店街で
通行量や店舗の変遷を調べるほか、地域の信頼感を高
めるための実践的研究を行う。また、ボランティアガイ
ド「町街人（まちがいど）」の拠点や大学の文化活動を報
告する場としても活用する。

　7月14日、本学と高槻市は、高槻ミューズ
キャンパス西館1階に関西大学児童図書館・
高槻市立中央図書館ミューズ子ども分室を
開館し、同所においてオープニングセレモ
ニーを開催した。
　この図書館は、本学と高槻市の連携事業
の一つとして開館する市民向けの児童図書
館で、本学が施設および書架などの備品や
図書資料を高槻市に無償で貸与し、高槻市
が市民への貸出等運営業務を担当する。
　開館時間は月曜日から土曜日の午前10時
から午後5時までで、明るく開放的な館内に

高槻ミューズキャンパスに市民向け児童図書館が開館

上原洋允理事長（写真右）と奥本務高槻市長（写真左）
による読書会の様子

テープカットの様子

は児童書・絵本を中心に約16，000冊を所
蔵し、インターネットの利用やコルク敷きの
閲覧スペースを設けている。

研究センターにおいてタイ王国の裁判官・
裁判所職員対象研修セミナーを昨年から
実施しているほか、本学教員がタイ王国司
法府（司法裁判所）で講演を行うなどの交
流実績がある。
　調印式には、楠見晴重学長とタイ王国司
法府のWIRAT Chinwinigkul事務総長が協
定書に調印し、さらなる交流を深めること
を誓った。   
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大学院理工学研究科の学生が企画乗車券を企画・提案

　7月16日、北詰恵一環境都市工学部准教授
研究室所属の大学院理工学研究科大学院生2
名が企画・提案した、阪堺電気軌道株式会社
（以下、「阪堺電車」という）と通天閣観光株式
会社（以下、「通天閣」という）との共同企画乗
車券「のんびりおでかけん」が発売されること
を同日、阪堺電車恵美須町停留場にて開催さ
れた記念発売セレモニーで発表した。
　阪堺電車は、これまで独自で他企業とのタイ
アップ企画を行ったことがなかったが、沿線を
中心とする大阪の素晴らしさや堺のまちの魅
力を乗車券販売企画の中に盛り込むことがで
きないものかと、検討を続けていたことに学生
が注目し、このたびの共同開発が実現した。

　企画の提案にあたって、学生は、阪堺電車の
沿線にある大阪の代名詞ともいえる通天閣に
着目した。通天閣に鎮座する幸運の神「ビリケ
ンさん」のご利益を多くの人に授かってもらい
つつ、阪堺電車に乗って、昔ながらの面影を残
した大阪市南部や、海外との交流拠点として
大きな発展を遂げた堺のまちをのんびり巡る、
そのような機会を提供できるタイアップ企画
乗車券なら、大阪の魅力をあらためて感じても
らえると考え、企画へとつなげた。発案者とし
て記念発売セレモニーに参加した諸石直樹さ
ん（理工学研究科Ｍ２）と中井康喜さん（理工
学研究科Ｍ１）は、「昨年6月に天王寺駅で利用
者動向調査をするなど、データ分析を徹底的に

行い、企画・提案した。この乗車券を多くの観
光客に利用してもらい、魅力ある大阪や堺の街
を知ってもらいたい。」と語ってくれた。

　社会安全学部では、学生生活における不
満や悩みを共有し、その解決策を探るため
のワークショップを7月31日に開催した。
　この日は全社会安全学部生から事前に提
出された意見を21の課題に整理し、それぞ
れの課題に対する「共感度」と「重要度」を
投票により決定。「グラウンドや体育施設が
使用できない」といった施設面の不満から

　８月28日、千里山キャンパスで開催され
たオープンキャンパスの来場者らを対象に、
キャンパス内だけで受信が可能なエリア・
ワンセグ放送を実験的に配信し、披露した。
　ワンセグとは、テレビの地上デジタル放
送の映像や音声などのデータを携帯電話や
カーナビなどに配信するサービスで、今回
配信されたエリア・ワンセグ放送は半径約
百数十メートル内にいる人が受信できる。
このワンセグ放送を利用すれば、地震速

社会安全学部ワークショップを開催

エリア・ワンセグ放送を実験配信

ビリケン1日駅長（写真中央）とともに乗車券をアピールした諸
石直樹さん（写真左）と中井康喜さん（写真右）

「授業態度の悪い学生がいて迷惑だ」など
の学生自らのあり方まで、幅広く議論が交
わされた。それでも「自分たちの不満を真剣
に聞いてくれて良かった」「学部の一体感を
感じた」と、学生の評判は上々。企画した菅
磨志保准教授は「課題解決の手法を学んで
くれれば」と、教育効果も期待できる一大イ
ベントとなった。

報や気象警報など、当該エリアに特化した
データ配信を行うことができ、防災などに
活用することができる。
　当日は、社会学部の学生などが事前に制
作した大学やサークルの紹介、受験生向け
の受験対策などのデータを配信した。民放
と大学が連携したワンセグ放送は関西初の
取組で、今月末に開催する防災訓練でもエ
リア・ワンセグ放送を実験配信する予定で
ある。
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ワークショップの様子

エリア・ワンセグ放送実験配信会場の様子
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日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先
18日㈯ 先端科学技術推進機構　特別講演会 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
19日㈰ 経済・政治研究所　第3回公開セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室
24日㈮ 人権問題研究室　堺市民人権講座 学生・教職員・一般 人権問題研究室
25日㈯ 法学部講演会 学生・教職員・一般 法学部・大津留研究室
26日㈰ 地域交流ワークショップ「丹波の若さを知る」 学生・教職員・一般 関西大学TAFS佐治＆千里山スタジオ
27日㈪ 先端科学技術推進機構　第30回研究部門別発表 学生・教職員・一般 先端科学技術推進機構
29日㈬ 経済・政治研究所　第186回産業セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室

30日㈭ 法科大学院　ベトナム知的財産フォーラム 学生・教職員・一般 専門職大学院事務グループ
寄附講座「渋沢栄一記念財団（日中関係と東アジア）」（毎週木曜日開催） 学生・教職員・一般 G-COE拠点事務室

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。

9/16-30

（社会安全学部）
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　7月26日、「第7回世界大学空手道選手
権大会」女子個人形の部で2連覇を達成し
た体育会空手道部の梶川凛美さん（文学部
3年次生）が、大阪府庁で橋下徹知事を表
敬訪問し、大会での優勝報告をしました。

　表敬訪問の席上で梶川さんは演武のデ
モンストレーションを披露し、橋下知事か
ら「大阪の誇り」と祝福のメッセージをいた
だきました。

この秋、注目の競技を関大スポーツ編集局がピックアップ。活躍が期待される各クラ
ブの主将４人を紹介します。秋季リーグをみんなで応援しよう！飛躍

秋季リーグ戦予定表
アメリカンフットボール部

日　時 時　間 対戦相手 場　所
9月18日（土） 14：20 神戸大学 EXPO�FLASH�FIELD
10月3日（日）

13：40
京都大学 長居第2陸上競技場

10月16日（土） 甲南大学 キンチョウスタジアム（長居球技場）
10月30日（土） 11：00 同志社大学 長居陸上競技場

秋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！注目のクラブ
秋季リーグに向けた意気込みを、それぞれのクラブに語ってもらいました。

早わかり　秋季リーグ日程
各競技の秋季リーグ日程表を掲載します。１1月以降もサッカー部とアメリカンフットボール部はリーグ戦が続きます。

注目　1
注目　2
注目　1
注目　2

バスケットボール部男子
日　時 時　間 対戦相手 場　所

9月18日（土） 12：40
大阪商業大学 大阪商業大学体育館

9月19日（日） 11：40
10月2日（土） 11：00

大阪産業大学 天理大学杣之内キャンパス体育館
10月3日（日） 10：00
10月9日（土） 16：00

天理大学 立命館大学びわこ・くさつ
キャンパス体育館10月10日（日） 15：00

10月16日（土）
14：20

京都産業大学
なみはやドーム

10月17日（日）

大阪商業大学体育館10月23日（土） 立命館大学

10月24日（日） 最終日の試合順序は前日まで
の試合結果により決定

ハンドボール部男子
日　時 時　間 対戦相手 場　所

9月20日（月・祝） 14：05 桃山学院大学 太陽が丘体育館Aコート
9月23日（木・祝） 11：25 大阪体育大学 大阪体育大学体育館
10月3日（日） 11：15 京都産業大学 舞洲アリーナ
10月11日（月・祝） 14：05 天理大学 八幡市民体育館
10月16日（土） 12：50 大阪経済大学 岸和田総合体育館

（写真提供・編集：関大スポーツ編集局）
※日程などは変更になる場合があります。

サッカー部 アメリカンフットボール部

バスケットボール部男子ハンドボール部男子

関大スポーツ

体育会空手道部の梶川凛美さんが橋下徹大阪府知事を表敬訪問

名前 藤澤典隆さん
生年月日 1988年8月23日
身長 /体重 170cm/63kg
出身校 吉田高（サンフレッチェ広島ユース）
ニックネーム ノリ、ノリくん
趣味 ゴロゴロ寝ること
尊敬する人 諸葛孔明
座右の銘 （自分）らしさ
リーグに向けて 皆さんの応援を力に変え、熱い

試合を見せて最後に笑えるよう
に頑張るので応援よろしくお願
いします。

名前 保呂篤志さん
生年月日 1988年4月22日
身長 /体重 183cm/118kg
出身校 関大一高
ニックネーム ホロ
趣味 音楽を聴くこと
尊敬する人 板井コーチ、松浦コーチ
座右の銘 特になし
リーグに向けて 一戦必勝をスローガンに毎試合

全力で戦っていきますので、応
援よろしくお願いいたします。

名前 竹本涼さん
生年月日 1988年9月24日
身長 /体重 180cm/68kg
出身校 洛南高
ニックネーム りょう
趣味 買い物
尊敬する人 親と中高の指導者
座右の銘 一生懸命
リーグに向けて 一戦一戦を大事に戦えば優勝

は見えてくる。考えすぎず、一
試合一試合やっていきます。

サッカー部
日　時 時　間 対戦相手 場　所

9月25日（土）
11：30

関西学院大学 堺市立サッカーナショナル
トレーニングセンターメインフィールド

10月3日（日） びわこ成蹊
スポーツ大学 キンチョウスタジアム（長居球技場）

10月9日（土） 14：00 甲南大学 堺市立サッカーナショナル
トレーニングセンターS2フィールド

10月17日（日）
11：30

近畿大学 長居第2陸上競技場
10月23日（土） 立命館大学 堺市立サッカーナショナル

トレーニングセンターメインフィールド10月30日（土） 関西国際大学
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