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橋下徹大阪府知事を表敬訪問した体育会サッカー部
（関連記事2面参照）

 ■CAMPUS TOPICS

体育会サッカー部が43大会ぶり2度目の優勝　
優勝報告会ならびにＪリーグ入団報告会を開催
 ■就職活動生のみなさん！
就職活動、これだけは！～エントリーシート編～
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　関西大学とフランスにあるESCEM
（エセム経営学院）は、それぞれの大学
における研究・教育を推進し、研究者間・
学生間の総合理解を増進させることを
目的に、国際交流計画に関する基本協
定を締結した。
　今後、研究者の交流や学生交流、学

　1月14日、第59回全日本大学サッカー
選手権大会で43大会ぶり2度目の優勝
を果たした体育会サッカー部が学長をは
じめ、学生・地域住民など関係者あわせ
て約500人を前に優勝報告を行った。
　あわせて、来シーズンのJリーグ入団
が内定している金園英学さん（文学部4
年次生・ジュビロ磐田）と田中雄大さん（商
学部4年次生・川崎フロンターレ）が今
後の活躍を誓い、入団報告会を開催した。
　優勝報告では、主将の藤澤典隆さん（経
済学部4年次生）から、多くの人に支えられ
て優勝という結果に結び付いたと感謝の挨

関西大学とESCEMが国際交流計画に関する基本協定を締結

サッカー部優勝報告会ならびにJリーグ入団報告会を開催

金東賢さんが「マーケティング分析コンテスト2010」で最優秀賞を受賞

優勝報告を行うサッカー部員たち

関大ふくい笑い講を開催

　1月23日、福井県のAOSSA（アオッサ）県民ホールにおい
て本学と福井県の共催により、第4回関大ふくい笑い講が開
催された。
　これは、健康長寿の県と言われている同県と、「笑い測定
器（a

アッハ

H）」の開発など、「笑い」について科学的に研究している
本学との連携事業で、「笑い」と「健康」を楽しく考える機会
として好評を博している。
　当日は500人以上が来場するという盛況ぶりで、日本笑い
学会会長の森下伸也人間健康学部教授からの「笑い」を奉
納する各地の祭り紹介や、落語家の林かい枝氏による落語、
文化会落語大学に所属する学生が演者となり「笑い測定器
（aH）」による笑いの測定などが行われた。回を重ねるごとに
笑い講の理解が広まり、参加者一人ひとりが「笑い」と「ここ
ろとからだ」について考える貴重な場となった。

「笑い測定器（aH）」で測定しながら行われた、落語大学
による演芸の様子

一般・センター利用入試を実施

　2月1日から8日まで、一般入試（学部個別日程・全学部日
程）ならびにセンター利用入試（センター中期）の試験が本学
千里山キャンパスをはじめ、全国各地に設置された地方試験
会場において一斉に実施された。当該入学試験の合格者発
表は2月16日（水）に行われる。
　今年度は、長引く景気の低迷から出願校数を絞り込む傾向
がある中で、本学には、2月入試全体で76，799人の出願が
あり、昨年度と比較するとほぼ横ばいの志願者数であった。
　なお、3月には一般入試（後期日程）、センター利用入試（セ
ンター後期）を実施する。

試験場で入学試験にのぞむ受験生（千里山キャンパス）

術情報ならびに資料の交換など、幅広
い分野で交流を行う予定である。
　この基本協定の締結により、海外に
おける本学の
協定大学は全
部で54大学と
なった。

拶があり、入団報告会では、両名からJリー
グでの活躍に向けて抱負が語られた。
　また、今回の優勝を受け、2月4日に橋下
徹大阪府知事および長田義明大阪府議会議
長を表敬訪問し、橋下知事からお祝いの言
葉とともに直筆の色紙が贈られた。

受 賞

関西大学ボランティアセンター学生スタッフが淀川サポーターに認定
　1月21日、関西大学ボランティアセンター学生スタッ
フが、国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所長か
ら淀川サポーターとして認定を受けた。
　淀川サポーターとは、淀川河川事務所が管理する一
定区間において、河川管理活動を定期的に実施し、良
好な河川環境保全・整備に積極的に取り組む団体を同
事務所がサポーターとして認定する制度である。この
認定を受けたことで、本学は河川事務所から必要に応

　12月17日、野村総合研究所が開催している「マーケ
ティング分析コンテスト2010」において、DSIプログラ
ム（注：右記一口メモ参照）履修生の金東賢さん（商学
部4年次生）が最優秀賞を受賞した。
　このコンテストはさまざまな視点から生活者の購買
要因を掘り下げてデータを分析し、斬新なビジネスの法
則や新しいマーケティング指標等の発見を競うもので、
今回で４度目の開催となる。
　今回のコンテストには総勢111組、22作品のレポート
応募があり、その中から金さんの「イノベータ理論に基

じて物資などの支援が得られるようになった。
　学生スタッフは、2007年8月から淀川河川敷で毎月
第1日曜日に清掃活動を継続して実施している。これ
は、学生スタッフがボランティアに参加したことのな
い学生へのきっかけ作りのために、「ボランティア体験
ツアー～淀川掃除ボランティア～」として企画したも
ので、学生が気軽にできるボランティアとして定着さ
せている。

づくスマートフォン市場成長期の顧客特徴抽出と販売
戦略の提案―クリークを用いたXperiaの購入プロセス
の解明―」が最優秀作品に選ばれた。
　金さんの作品は、目的変数の設
定の仕方に優れており、グラフ構
造からクリークを抽出する手法の
目新しさと、さらに若干の飛躍はあ
るものの販売戦略まで提言するな
ど、実務に繋げようとする姿勢が
評価の対象となった。

淀川河川敷清掃活動を行うボランティア
センター学生スタッフ

DSIプログラムとは、ビジネ
スプロセスを科学的かつ実
践的に分析できる「プロセス
イノベーター」の育成・教育
プログラムを開発するプロ
ジェクトのことであり、文部
科学省平成20年度「産学連
携による実践型人材育成事
業」に採択され、同省の補助
事業として商学部において
実施している。

一口メモ
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関西大学 TAFS佐治スタジオが兵庫県主催
「人間サイズのまちづくり賞」を初受賞

　2月2日、関西大学が兵庫県・丹波市青
垣町（あおがきちょう）佐治（さじ）にある
古民家を改装し、建築や都市づくりを学ぶ
学生の研究施設として設置している「関西
大学TAFS佐治スタジオ」が、兵庫県主催
の第12回「人間サイズのまちづくり賞（ま
ちづくり活動部門）」を受賞し、兵庫県公館
で行われた表彰式で表彰された。
　本学は、2007年7月に丹波市とまちづく
りに関する連携協定を締結し、「関西大学
TAFS佐治スタジオ」を開設した。このスタ
ジオを拠点に、学生が過疎地域の活性化や
交流人口拡大に向けた定住スタイルを提
案、実践している。これまで、学生が地域住
民と協力しながらワークショップや空き家

改修、地域交流会などを開催したり、他の
空き家も活用しながら地元の県立高校との
合同イベントや園芸用品などのお店を行っ
たり、地元の祭りに参加するなど、学生一人
ひとりの積極的な行動力が過疎化の進む町
に活気を与えている。このような取り組み
が、安全・安心なまちづくり、地域への愛着
をはぐくむ魅力あるまちづくりの推進に寄
与したとして兵庫県に評価された。

　1月27日から2月6日までトルコで開催された、
“学生の五輪”ユニバーシアード冬季エルズルム大
会に日本代表選手として出場した織田信成さん（文
学部4年次生）と國分紫苑さん（社会学部1年次生）
がフィギュアスケート男女シングルで織田さんが金メ

ユニバーシアード冬季大会で織田信成さんが金メダル、國分紫苑さんが銅メダル

　12月26日、第61回全国高校駅伝が西京極陸
上競技場を発着点に京都・都大路を舞台に行わ
れ、関大北陽高校陸上競技部は2時間10分33秒
で34位の成績を収めた。初出場で45位に終わっ
た昨年より、約
2分タイムを縮
める力走に、ス
タンドや沿道か
らは盛んに声援
が送られた。

全国高校駅伝にて関大北陽
高校陸上競技部が健闘

「総合情報学部　実習合同発表会
『メディフェス 2011～学生CREATORS～』を開催」

　1月14日、今年度デジタルHDに
更新された高槻キャンパススタジ
オにて「メディフェス2011～学生
CREATORS～」が開催された。こ
れは従来からの実習合同発表会を、
今回テレビ番組収録スタイルに大
幅リニューアルしたものである。
　総合情報学部の実習科目のう
ち、メディア関連を中心に基礎科
目から応用科目まで、実に多彩な
発表が行われた。
　企画・運営には「総情MCS（メ
ディア・クリエイティヴ・サポー
ター）」があたり、スタジオ内に笑
い声や歓声などが響いていた。

　また今回はTwitterで学生同士が
リアルタイムに作品を評価し合う
システムが導入された。学生たちは
自分とは違った評価に、新たな発見
を感じていたようである。
　今後もこの様な機会を通じ、
学部教育の充実と活性化に繋
げたい。

地域交流ワークショップの様子

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先

16日㈬ Rod Ellis客員教授講演会 学生・教職員・一般 外国語学部
法学研究所　第91回特別研究会 学生・教職員・一般 研究所事務室

18日㈮
法学研究所　第44回シンポジウム 学生・教職員・一般 研究所事務室
関西大学次世代経営者塾　オープンセミナー（第2講） 一般 社会連携部
教育GPシンポジウム　「教育の国際化をめざして」 学生・教職員・一般 ＧＰ支援グループ

19日㈯
高槻市民ウインタースポーツデイ（アイスアリーナ） 一般 高槻市　市長公室政策企画室
すこやか教養講座（第1期） 学生・教職員・一般 堺キャンパスグループ
関西大学特別公開講座 学生・教職員・一般 社会連携グループ

21日㈪ 関西大学セミナー 「社会的企業からビジネス可能性をさぐる」 学生・教職員・一般 近畿大阪　中小企業応援センター 
22日㈫ 産学官連携推進大会2011in北大阪 学生・教職員・一般 大阪彩都総合研究所事務局　

25日㈮ 経済・政治研究所　第6回公開セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室
「農業と工業の融合」シンポジウム 学生・教職員・一般 近畿大阪　中小企業応援センター 

26日㈯
文学部 GPシンポジウム 学生・教職員・一般 第1学舎1号館5・6階 卒論ラボ1・2
第1回大阪都市遺産フォーラム 学生・教職員・一般 大阪都市遺産研究センター　
第6回三大学医工薬連環科学シンポジウム 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）

27日㈰ すこやか教養講座（第1期） 一般 堺キャンパスグループ

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。

2/16-28

　関西大学第一高等学校サッカー部が、昨
年に続き、全国高校サッカー選手権大会に
出場した。
　初戦は1月2日、NACK5スタジアム大宮
で行われ、羽黒高等学校（山形県代表）に
3-1で快勝、また翌日も尚志高等学校（福島
県代表）に1-0で勝利し、2年連続ベスト8
入りを果たした。
　残念ながら、準々決勝では久御山高等学
校（京都府代表）にPK戦の末、敗退したが、
関大一高イレブンは自慢の走力を生かした

サッカーで、最後まであきらめないプレーを
展開し、生徒、保護者、卒業生をはじめとす
る一高応援団を大いに喜ばせてくれた。

関大一高サッカー部が全国大会で2年連続ベスト8

PK戦の末、惜しくも敗戦に終わった対久御山高校戦の模様 冬の都大路を力走する選手の様子

関西大学第一中学校の大西春花さんが最年少で歌会始へ
　1月14日、新春恒例の宮中行事「歌会始の儀」が皇居・宮
殿「松の間」で開かれ、今回の入選者の中で最年少となる関
西大学第一中学校の大西春花さん（3年）が出席した。
　関大一中では、4年前から夏休みの宿題として短歌の作
成を指導しており、大西さんは短歌を作ったのが、今回が初
めてであった。どのような内容の歌にするのか悩んだ大西
さんは、友人への思いを詠もうと、バスケットボール部での

出来事を歌にした。
　引退が迫った夏休み前、打っても打ってもシュートが入
らずスランプに陥って悩んでいたとき、親友の温かい言葉
に励まされた経験があり、その感謝の気持ちを歌にこめた。
大西さんの短歌は次のとおり。

併設校も活躍

飛躍

今年の歌会始で最年少入選を
果たした大西春花さん

 （総合情報学部）

ダルを獲得し、國分さんは銅メダルを獲得した。織
田さんは、同大会の日本代表選手団主将にも選ば
れ、127人が派遣された選手団を束ねる役割を果た
すとともに、3月に東京で開催される世界選手権に
弾みをつける結果となった。

「大丈夫」この言葉だけ言ふ君の
　　不安を最初に気づいてあげたい
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　就職活動真っ只中、自己分析も一段落し、SPI試験やエントリーシートにも慣れてきたころでしょう
か？せっかく書いたエントリーシートや必死で受けた面接が通らない…ということも増えてきたのでは
ないでしょうか？そこで今回、【就職活動においてこれだけは押さえておきたいポイント】を今号と次号
（3月1日発行）に渡ってみなさんにお届けします！今回お届けするのはエントリーシート編です。

「エントリーシートは具体的に書かないといけない」
　一度はこの言葉を聞いたことがあるはず。しかし実際

は、「何を」「どれだけ（量）」がんばったのか、つまり役職や行動など
の「事実」を羅列することだけで満足してしまってはいませんか？
　今回は、よく言われる具体的なエントリーシートとは！？をテー
マに紐解いていきます！

学生時代に頑張ったことはなんですか？という設問に対し、
例）�私はテニスサークルで代表を務めました。一日も欠かさず、練習
に一生懸命取り組んだ結果、団体戦で優勝することができました。

と回答したとします。
　これを読んだ採用担当者は「･･･？それがどうした！？」となるは
ずです。なぜなら、どれも似たり寄ったりの内容であり、企業として
は「違いが分からない」エントリーシートになるためです。あなたが
どんな人なのか相手に伝わらない、つまり理解できないままで不合
格となる可能性が高くなります。では、何を書くべきなのか？

それはあなたの「キャラクター」です。「キャラクター」といって
も、性格・人格・持ち味を表わす言葉の「羅列」ではなく、そ

の性格を裏付ける根拠、つまり「想い・行動・考え方」などです。
例）�テニスサークルで代表を務めました。○○を目標に、○○に○
○のように取り組みました。その結果、○○が改善され、団体戦
で優勝することができました。

　このように、「なぜ」「どのように」「どんな目的で」「どんな想いで」
の部分を表わすことで初めて、人とは違うあなたのキャラクターが
伝わり、採用担当者に会いたいと思わせることができるのではない
でしょうか。

しかし、エントリーシートが通らない原因はこれだけではあり
ません。その企業との相性や価値観が合わず、不合格となる

可能性だってもちろんあります。
　エントリーシートや面接が通らない･･･とお悩みの方、是非キャ
リアセンターにお越しください。

キャリアセンター事務グループ
髙原 優佳さん

【3月25日（金）までの各キャンパスキャリアセンター開室時間】
キャンパス 事　務　室 開　室　時　間

千 里 山 キャリアセンター
キャリアセンター理工系事務室

平日　９：00～１９：00
土曜　９：00～１７：00
日曜・祝日は閉室
※３月２日（水）～４日（金）は
　入試期間中のため、９：00～１７：00

高 　 槻 キャリアセンター
高槻キャンパス分室

平日　９：00～１７：00
土・日・祝日は閉室

高槻ミューズ キャリアセンター
高槻ミューズキャンパス分室

水・金曜のみ
９：00～１７：00開室
その他曜日は閉室

堺 キャリアセンター
堺キャンパス分室

閉室
（２０１１年４月１日〔金〕まで）

※12：30～13：30は相談受付を行っておりません。

これからも大変なこと、嬉しい
こと、凹むこと、たくさんある
と思います。
いつでも気軽に、キャリアセン
ターを利用してください。
キャリアセンターを利用できる
のは関西大学生の特権、
とことん利用しましょう！

　エントリーシートで色ペンは使っていいの？使ってはい
けない言葉は？面接官の目は見て話すの？「失礼します」は
いつ言うの？ノックの回数は？スーツの色・種類は？
　…就職活動中に感じていたこれらの疑問は、社会人となっ
た今、自分の中に答えがあったと感じています。
　例として「面接官の目はずっと見て話すの？面接官が2人
いる場合はどうするの？」という疑問を挙げて説明します。
　例えば、あなたが友達３人で話をしていたとします。その
とき、終始目を合わせて話されたら少し気まずく感じたり、
恥ずかしくなったりしませんか？また、どちらか1人だけを
見て話されたら「私、取り残されている？認識されている？」
という気持ちになりませんか？
　これは面接の時でも同じです。面接官の目をずっと見るの

ではなく、左目だけを見る、ネクタイの結び目を見るなどの
工夫をすることで、お互いに気持ちよく面接を受けることが
できます。また、面接官が複数いる場合は、１人だけを見て
話すのではなく、全員をまんべんなく見ることで「面接官全
員と会話している」と認識してもらえます。そして、面接官
も違和感を覚えることなく、面接を行うことができます。
　つまり、自分の経験と置き換えることでわかる＝答えは自
分の中にある！のです。
　とはいっても、就職活動は初めての経験…わからないこと
は多いはず。
　そんなときはいつでもキャリアセンターにどうぞ！
　私たちキャリアセンタースタッフがお待ちしています。

就職活動生のみな
さん！

就職活動、これだけは！～エントリーシート編～

キャリアセンタースタッフからメッセージ

通らない…その一要因は「具体的じゃない」エントリーシート！？

まだまだ続く就職活動！


