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関大防災Day2010で実施した地震体験コーナー
（関連記事2面参照）

オタゴ大学と協定を締結
学園祭直前情報
 ■学生広報スタッフ企画
あなたは知ってる？関大図書館



　9月28日、千里山キャンパスにおいて「関大防災Day2010～広
がれ！みんなの安全・安心 !」を実施し、学生、教職員あわせて約
１万人が参加した。
　関大防災Day2010は、地元自治体・消防署の協力のもと、大規
模地震避難訓練や対策本部シミュレーション訓練と防災イベン
トを中心に開催した。大規模地震避難訓練では、授業中にマグニ
チュード7.6の直下型地震が発生したと想定し、避難から対策本部
の設置、学生の安否確認など、本学が整備した「地震対応マニュア
ル」の実効性を確認した。学生は、授業担当者の誘導のもと、キャ
ンパス内の8箇所に設けられた避難場所に移動し、「安否確認シー
ト」を記入するとともに、バケツリレーや消火器訓練、救命講習会
など防災イベントに参加した。この訓練は、2008年に続き２度目の
実施となったが、今回は携帯電話のワンセグ機能を利用し、対策本
部が避難する際の注意点などの情報を学生の携帯電話に配信する
試み（エリアワンセグ検証訓練）を行った。

関大防災Day2010を実施

　千里山キャンパスの中、かつて「千里
山外苑」と称した自然林に、3月24日、
徳島県を流れる吉野川流域に産する名
石「阿波青石」（学術名：緑泥片岩）を約
130トン使用した枯山水の日本式庭園が
造成された。
　青石は四国山地の剣山山系で多く産
出され、特に徳島県の良質な青石は「阿
波青石」と呼ばれ、古来より人々に親し
まれて、遠く県外での利用も数多い。

飛翔の庭が完成

　関西大学第一高等学校・第一中学校
の正門から100周年記念会館へ迂回す
るなだらかな登り道を少し上がったとこ
ろに、大小の名石を配し、自然の勾配を
利用して構成されている。
　これは、前理事長の森本靖一郎理事・
相談役から大学に寄贈されたもの。ちな
みに、この庭園は「飛翔の庭」と名づけ
られ、由来に触れた銘板も立ち、整備さ
れている。

　本年度の人権啓発行事は、以下の
テーマで開催する。これまで、秋季人権
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、近代国
家に翻弄され続けた台湾先住民の法的

秋季人権啓発行事を開催

地位の変遷とその権利回復について講
演していただくことを予定している。
　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。

　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６
人を平成22年度秋学期客員教授として委託した。

秋学期客員教授決まる
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　このたび、ニュージーランドにあるオ
タゴ大学との間に覚書と学生交換協定
を締結し、海外における本学の協定大学
は全部で53大学となった。ニュージー
ランドの大学との協定大学はヴィクトリ
ア大学ウェリントン校（2008年に締結）
に続いて2校目になる。
　1869年に創立されたオタゴ大学は
ニュージーランドで最初の大学であり、
教育・研究において国際的な評価を得
ている。同大学はダニーデンにあり、そ
のほか、オークランド、ウェリントン、ク
ライストチャーチにもキャンパスを持つ
総合大学である。ダニーデンには、他に

ニュージーランドのオタゴ大学と協定を締結

（国際部）

（副学長　市原靖久）

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

11月24日
（水）

テーマ：「A good Indian is a dead Indian？
　　　　―近代史から見た台湾先住民の法的地位とその権利回復」
講　師：呉　豪人氏（台湾輔仁カトリック大学 法学部 准教授・
　　　　　　　　　  台湾人権促進会執行委員・前会長）
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Ａ
　　　　高槻キャンパス　大学院棟　ＴＤ106教室（映像中継）
　　　　高槻ミューズキャンパス　西館　Ｍ304教室（映像中継）
　　　　堺キャンパス　Ａ棟　会議室Ｃ（映像中継）

氏　　名 所属または本務校

柴崎　亮介 東京大学 空間情報科学研究センター長

伊藤　達也 PHP総合研究所コンサルティング・フェロー
元 金融担当大臣

竹中　平蔵 慶應義塾大学　教授

青木　盛久 財団法人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

奥　　正之 三井住友銀行　頭取

地震発生直後に避難する学生

消火器訓練の様子 飛翔の庭 設置された銘板

も多くの教育
機関があり、都
市人口に占め
る学生割合が
大きい学園都
市としての機
能を持つ。同
大学の教員数は約1,200人、学生数は約
18,000人、留学生は約2,000人である。
　今回の協定締結により、同大学とは学
生交換を行うことになる。今後、世界各
地に協定大学を増やし、本学と世界の大
学との学術交流ネットワークを構築して
いく。



　10月2日、千里山キャンパスにて、
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の
本選会が開催された。
　商学部創設100周年を記念して
スタートしたこの大会も5回目を迎え、
高校、大学、一般の部に全国からあ
わせて1,025件の応募があった。
　当日は、第1次審
査、第2次審査を通過
した高校の部、大学
の部各5組の計10組
が本選会においてプ
レゼンテーションを行
い、高校の部では、富
山県立富山商業高等
学校3年の八十島和

　一昨年、昨年と好評だった関大の
お笑いイベント「関大で一番おもろい
やつ誰やねん選手権～一発ギャグの
戦い～」の第3回大会が、
本年も10月20日（水）に
千里山キャンパスKUシン
フォニーホールにて開催さ
れる。今年の企画は、「お
題でギャグ対決」や「ものボ
ケ対決」、「お気に入り一
発ギャグ対決」で、当日は
白熱した戦いが繰り広げら
れる。大爆笑してすっきりし

KUBIC2010　本選会を開催・優勝者決まる

「関大で一番おもろいやつ誰やねん選手権」を開催

哉さんが発表した「カキガムで口臭
予防」が高く評価されて優勝した。
　また、大学の部では、関西大学
商学部西岡プレゼミ農業班尾崎和
哉さん（商学部3年次生）ほか計3
人が発表した「『世界畑』～本場の
海外野菜をあなたのもとへ～」が高
く評価されて優勝した。

たい人は、ぜひ会場へ足を運んでみ
てはいかが。詳細は学生生活支援
グループに問合せのこと。

昨年度の選手権の様子

　2008年6月の「国民読書年に関する決議」
により、2010年を「国民読書年」とすること
が国会で決議された。
　読書は、我々の人生をより豊かなものにす
るだけでなく、感性を磨き、表現力を高め、創
造力を豊かなものにしてくれる。
　本学では、読売新聞社が主管する「活字文
化推進会議」の協力を得ながら、これまで全
学共通科目に「読書への誘い」を置き、大学
生の活字への回帰を推進してきた。この授業
では、期中2回にわたって著名な作家等を招

2010年は国民読書年！　関大「読書への誘い」特別企画に参加しよう！
いての公開授業を実施している。
　「国民読書年」でもある今年は、『鴨川ホル
モー』や『鹿男あをによし』で知られる万城目
学さんや直木賞作家の角田光代さんを招い
ての公開授業に加えて、作家の玉岡かおるさ
んによる高槻ミューズキャンパスでの講演
会、本学の併設中学生を主な対象とした講演
会も企画し、学園をあげて読書へ誘っていき
たいと考えている。
　右の公開授業への参加の問い合わせは、教
務センター教務事務グループまで。

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。

10/16-31
日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

16日㈯ 三大学医工薬連環科学 第2回高槻家族講座 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32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

18日㈪ 経済学部　講演会 学生・教職員・一般 学事局　経商オフィス
泊園記念会特別記念展示（～ 11/13） 学生・教職員・一般 研究所事務室

19日㈫ 高槻産学連携フォーラム 学生・教職員・一般 社会連携部産学官連携センター
20日㈬ 第3回　関大で一番おもろいやつ誰やねん選手権 学生 学生生活支援グループ
21日㈭ 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
23日㈯ 第50回泊園記念講座国際シンポジウム 学生・教職員・一般 研究所事務室

25日㈪ 技術交流セミナー（東京センター） 学生・教職員・一般 社会連携部産学官連携センター
経済・政治研究所　第187回産業セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室

28日㈭ 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
30日㈯ 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 社会連携グループ
31日㈰ 関西４大学　学長フォーラム（東京・品川） 学生・教職員・一般 読売新聞大阪本社広告局内「関西4大学学長フォーラム事務局」

　2010年度第33回関西大学統一学園祭は11月4日（木）～ 7日（日）の
日程で行われる。
　本年度のテーマは、「関大FEVER2010！！」である。
　これには、学園祭を通して関大を盛り上げようと“熱中”する関大生の
想いが伝わって関西大学を取り巻く全ての人達にとって“熱い”4日間と
なってほしいという意味が込められている。
　今年の学園祭でも、例年多くのサークルやゼミが出店する模擬店やフ
リーマーケットをはじめ、研究発表、ステージ企画、講演会、ライブ、地域
と連携したイベントなど、連日さまざまな企画や催しが行われる。
　11月6日（土）には、学園祭の目玉とも言えるライブが中央体育館で行
われる。今年は「蕾」、「永遠にともに」や「桜」など数多くのヒット曲を輩出
しているコブクロが出演する予定である。
　11月7日（日）の夕方からは、学園祭最大のイベントである「後夜祭」が
悠久の庭で開催される。
　在学生はもちろん校友や地域住民のみなさんにも心から楽しんでもら
えるよう、学園祭実行委員会を中心に日夜準備が進められている。

　11月1日号の『関西大学通信』では、統一学園祭実行委員
会の協力のもとに、学園祭ガイド（仮称）を掲載する予定で
す。これを持って学園祭のステージや模擬店などを楽しめ
ば、学園祭が今まで以上に面白くなるかも!

予告

「関大FEVER 2010!!」
2010年学園祭のテーマは

昨年度の学園祭の様子

10月23日
（土）

テーマ：「読書と創作の現場から」
講　師：万城目　学氏（作家）
時　間：13時30分～ 15時00分
場　所：千里山キャンパス
　　　　第2学舎4号館BIGホール100

11月26日
（金）

テーマ：未定
講　師：角田　光代氏（作家）
時　間：14時40分～ 16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

（学生生活支援グループ）

注目

4面へ
　　　 学生広報スタッフでは、読書への誘いの一
助として、本学の図書館活用法を紹介しています。
　ぜひチェックして、図書館を有意義に活用して
ください。
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研究用図書
雑誌・新聞の
バックナンバー

B2（書庫）

研究用図書

B1（書庫）

3F
一般閲覧室
グループ閲覧室
図書館ホール
貴重書庫

学習用図書
辞書・AV資料
グループ閲覧室
AV資料閲覧コーナー
データベース検索コーナー

参考図書・辞書
目録・索引・地図
新着雑誌・新聞
インターネット・CD-ROM 検索コーナー
EU情報センター
展示室
マイクロ資料閲覧コーナー

2F（開架閲覧室）

1F（レファレンス室）

 秋といえば、スポーツの秋、食欲の秋などさまざまですね。しか
し、大学生なら読書の秋！関西大学には、大学図書館ではトップク
ラスの規模を誇る立派な図書館があります。総合図書館と高槻図
書室の蔵書総数はなんと約207万冊。
　今回の学生広報スタッフ企画では、総合図書館の有効な活用方
法をレポートします。この誌面を読んだあなたは、今すぐ図書館に
向かいたくなるはず！

図書の貸出冊数と貸出期間は、通常、学部生は計10冊で2週間以内、大学院
生は計20冊3ヶ月以内（うち学習用は10冊2週間以内）です。ただし、試験
期間は貸出期間が3日間に短縮されます。一方、夏季休業など休業期間中は
貸出期間が延長され、まとめ読みをしたい人には嬉しいサービスです。あなたは知ってる？

関大図書館
あなたは知ってる？

関大図書館
あなたは知ってる？

関大図書館

図書の貸出冊数と貸出期間

図書館の図書には、書店で並んでいるときのようなブックカ
バーは付いていません（文庫や新書はカバーにフィルムコー
ティングをして配架）。それは、カバーをつけたままで貸出を行
うと、カバーが破れ、見た目が悪くなってしまうからです。
では、外されたカバーはどこへ行くのか？その答えは、2階の
新刊コーナーにあります。閲覧用にカバーが集められており、
みなさんが借りた図書のカバーも見つかるかもしれません。

ブックカバーはすべて取っている？
総合図書館が竣成される前、その場所に何があったか
知っていますか？実は、グラウンドがありました。現在
は第4学舎の奥に位置する中央グラウンド。しかし、
1984年に総合図書館が竣成されるまで、誰もが通る
場所にグラウンドがあったのです。
ちなみに、総合図書館の設計を手掛けたのは「図書館
建築のパイオニア」と呼ばれる鬼頭梓氏です。

総合図書館はグラウンドだった！？

KOALＡとは、関西大学の蔵書を検索するシステムのことで、配置場所や冊数、現在の利
用状況などを簡単に調べることができます。また、オンラインサービスを使えば、図書の
予約や状況確認などをインターネットで行うことができます。図書館ウェブサイトまたは
インフォメーションシステム「図書館サービス」からログインして利用してください。

蔵書検索システム「KOALA」と、オンラインサービス

図書館の所蔵の中でも特に貴重な資料は、
貴重書庫に保存されています。内部は四季を
通じて湿度・温度が一定に保たれるよう設定
され、本棚はすべて木製です。また、カビや
害虫から貴重な資料を保護するための燻蒸
施設を備えるほか、消火には薬剤を使用して
本を守ります。

3F 貴重書庫
階段を上がって左手にある一般閲覧室1は
照明が暗く、落ち着いた雰囲気になってい
ます。一人で集中して勉強したいときや
ゆっくり読書をしたいときに使いたいです
ね。一般閲覧室3は明るく、図書館の正面
玄関側の窓から景色が見渡せて、気分転
換もできそうです。

3F 一般閲覧室

豆知識

基 本 編 応 用 編

3・4年次生は、指導教員
が必要と認めた場合に
限り、入庫検索許可願の
提出と入庫ガイダンス
の受講を条件に入庫す
ることができます。残念
ながら資格があるのは
3・4年次生のみで、1･2
年次生はまだ入庫でき
ません。

B1・B2 地下書庫の利用方法

地下2階の東西側には、ど
う見ても人が入るスペース
がない書架があります。実
は、ボタンひとつで書架が
ゆっくりスライドする電動
書架です。初めて利用する
ときは他の人を挟まない
ように注意しましょう。
（でも、人に触れると止ま
りますのでご安心を）

B2 
電動集密書架

データベースの検索ができるインター
ネット検索用とCD-ROM検索用の2
種類のパソコンが設置されています。
あまり知られていないようですが、図
書館内でもインターネットが使えるよ
うになっています。また、CD-ROMや
データベースポータルを利用して、論
文や新聞記事などの資料を検索する
こともできます。

1F インターネット・CD-ROM
　　検索コーナー

関大生ならば、他のキャンパスの図書館（高槻図書室、ミューズ大学図書館、堺キャンパス図書館）も利用することができま
す。また、総合図書館では貸出中だった場合でも、高槻図書室に同じ図書があれば取り寄せて借りることができます。もち
ろん、その逆も可能です。知られているようであまり知られていないこのサービス、みなさんもぜひ使ってみてください。

他キャンパスの図書館も利用可能

みなさんは、KOALAに「ベストリーダ」という機能があることを知ってい
ますか？ベストリーダとは、1ヵ月ごとの図書貸出ランキングを調べること
ができるシステムです。ジャンルごとにランキングが掲載されているので、
自分の興味・関心に合わせた図書を発見することができるかもしれませ
ん。KOALAのウェブサイト左側メニューからアクセスできますので、みな
さんもぜひ試してみてください。

KOALA「ベストリーダ」とは？

１階のレファレンスカウンター付
近の書架には、膨大な数の百科
事典や研究用の図書があり、『日
本の苗字』など、少し変わった辞
典もたくさん並んでいます。
また、新聞コーナーでは地方紙
や英字新聞なども読むことがで
きます。なお、これらの図書は閲
覧のみで貸出は行っておりませ
んので、注意してください。

1F 参考図書コーナー

ー

ー

レファレンスカウンターでは、文献
の探し方や資料の利用方法に関す
る相談をはじめ、さまざまなサービ
スを行っています。
オンライン情報検索サービス、購入
希望図書の受付の他にも、他大学へ
の紹介、本学に所蔵しない資料を他
大学から取り寄せてもらえるサービ
スもあり、大変充実しています。論
文作成や課題に取り組む際の大き
な助けになります。

1F レファレンスカウンター

地
う
が
は
ゆ
書
と
よ

り

マイクロ資料とは、図書や雑誌、古文
書など大量の資料をコンパクトに複
製した資料です。利用方法は、1階レ
ファレンスカウンター前にあるマイク
ロ資料目録棚で、目録に書いている
マイクロ資料のリール番号やフィッ
シュ番号を調べ、閲覧・貸出申込票
に必要事項を記入してレファレンス
カウンターで資料を請求します。自
分の誕生日の新聞を閲覧するなど活
用してみてはいかがでしょうか？

マイクロ資料の利用方法
地下書庫に下りるとまず目を引くのが、レールに乗った電子レ
ンジのような箱です。これは、「テレリフト（自走式図書運搬
装置）」という請求された図書を１階へと運ぶ装置です。地下
2階の最も遠い場所から約90秒という速さで１階へと運んで
くれます。地下2階では頭上をテ
レリフトが通っていくという、
ちょっと不思議な景色を見ること
も…。地下書庫に入ることができ
ない1・2年次生も、カウンターで
必要な文献を請求するとテレリフ
トが運んできてくれますよ。

B1・B2 
テレリフト（自走式図書運搬装置）とは？

地下書庫には、古い文献が数多く保存してあります。
その数約183万冊！中には素手で触れて良いのか迷
いそうな、和紙で製本された歴史的文献もあります。
古い文献は、当時の文字で書かれているため辞書が
必須。閲覧するには少しプレッ
シャーがかかりますが、せっか
くなので一度は手にしてみたい
ものです。驚くべきことに、それ
らの史料の中には貸出可能な
文献も！

B1 
虫食いの書籍も貸し出しできるって本当？

地下書庫は薄暗く、自分が今ど
こにいるのか分からなくなって
しまいそうですが、そのときは
壁を見ましょう。東側は青、西側
は赤と色分けされています。ま
た、床には東西をつなぐグレー
のラインがあり、中央通路の位
置を示しています。これを知っ
ていれば、もう迷いません！

B1・B2 地下書庫で
迷わないための工夫
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