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堺キャンパス祭にてデコレーションされた正門
（関連記事7面参照）

 ■特集　春学期試験前特集②
春学期試験の注意事項・受験心得
 ■学生広報スタッフ企画
❶OB・OGに聞きました“夏休みの歩き方”
❷出身者に聞きました 東北ってこんなところ
■「考動」するゼミ・サークル
● システム理工学部　和田 隆宏 教授
●関西大学Jazz研究会
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春学期試験の注意事項・受験心得
平成23年度 春学期試験前特集 ❷

■春学期授業：7月23日（土）まで
■春学期定期試験：7月25日（月）～ 8月2日（火）

 　　　     　  授業によって成績評価方法が異なります！成績評価方法には、「筆記試験」、「論文」、「到達度の確認」、「平常試
験」の４つがあります。自分の履修科目がどの成績評価方法で試験を行うのか、また時間割などについては必ず 

「インフォメーションシステム（試験システム→試験科目一覧）」で詳細を確認してください。

　　　　　　  ※大学院・専門職大学院は、上記の授業・試験期間日程と異なります。必ずインフォメーションシステムで確認してください。

1. 学生証を忘れずに！
　学生証がない場合は試験を受験できません。紛失した場合は、至急教務センター（もしくは各キャンパス事務室）で再発行の
手続きをしてください。試験日に忘れた場合は、教務センター・各学舎授業支援ステーション・各キャンパス事務室で「受験許
可証」の交付を受けてください。

2. 試験の教室に注意！
　通常授業と教室が異なる場合があります。また、同じ科目でも学籍番号によって教室が分かれている場合もあります。

3. 不正行為には厳正に対処
　不正行為をした場合は、春学期試験ですでに受験した科目はすべて無効になり、残りの科目についても一切受験できません。
なお、答案を持ち帰ることや、故意に学籍番号・氏名を偽った場合も不正行為になりますので注意してください。

4. 遅刻は厳禁！
　授業でも試験であっても遅刻は厳禁です。試験を受験できない場合もありますので注意してください。また、公共交通機関の
遅延など不測の事態にも対応できるよう、早めの通学を心がけてください。

5. 病気など正当な理由で受験できない場合は…
　医師の診断書など証明書がある場合は、「追試験」・「到達度の確認に相当する学力確認」を受けることができます。教務セン
ターもしくは各キャンパス事務室まで申し出てください。その他、試験中に何かあれば試験監督者に質問してください。

6. 成績発表の日時・確認方法　※インフォメーションシステムで発表します。　

　

　※大学院・専門職大学院の発表日時はインフォメーションシステムで確認してください。

Point

春学期授業期間・試験期間

試験受験時の持ち物・机上について

「定期試験（筆記試験）」「到達度の確認」の注意事項・受験心得

　 総合情報学部  　
　1 ～ 4年次生： 9月7日（水）9：00 ～

　 人間健康学部  
　1・2年次生： 9月13日（火）10：00 ～

　 法・文・経済・商・社会・政策創造・外国語・社会安全・システム理工・環境都市・化学生命工学部  
　1年次生： 9月13日（火）9：00 ～ 2年次生： 9月13日（火）10：00 ～
　3年次生： 9月13日（火）11：00 ～ 4年次生： 9月9日（金）9：00 ～
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　今年度から新体制が発足し、宮本昌季
主将（経済学部4年次生）はチームの一
体化を図った。結束力をより強固なもの
にし、練習方法も一新。スパーリングを
中心とした実戦練習を増やし、技術の向
上に努めた。
　連覇に向け好調な滑り出しを見せたボ
クシング部。立命大、大商大、関学大に
快勝するが、部内で気管支炎が流行し、
けが人も出てしまう。満身創痍で迎えた
龍大戦。全勝対決を制するため、前田監

督は選手の順番を変え、相手の意表を突く作戦で勝利を収めた。
　最終節の同大戦は3-6で敗戦となったが、勝ち点合計によりリーグ優勝が確定。
12月に行われる全日本王座決定戦で、関東王者と雌雄を決することとなった。リー
グ戦無敗で2年連続ＭＶＰを獲得した宮本主将。ロンドン五輪の強化合宿への参加
も決定したが、「日本一になりたい」とあくまでも目標は関大の全国制覇だ。
　大学ボクシングにおいてこの20年間、関西勢は勝利から遠のいている。持てる力
を総動員して悲願の初王座へ。関西を制した最強軍団が大学拳闘界の常識を覆す。

　5年連続準優勝と、あと一歩のところ
で苦汁をなめつづけた柔道部女子に悲願
達成の瞬間が訪れた。4連覇を目指す同
志社大との決勝戦を迎え、代表戦で見事
に勝利。劇的な幕切れで創部初の快挙を
達成した。
　初優勝を狙う関大は、同志社大相手に
先鋒が一本を取られ先手を許す。続く高
橋郁恵選手（社会学部4年次生）は果敢
な攻めをみせるが引き分けに。土壇場に
追い込まれた関大だが、3人目・城田祐

里選手（法学部1年次生）が固め技で一本を奪い、勝負の行方は代表戦へ。
　代表戦は、高橋選手が向かった。男子選手や周囲の応援を背に試合のペースを握
り、最後まで集中力を切らさず優勝へと導いた。「（試合終了の瞬間は）実感が無かっ
た」と話す高橋選手。だが待ち焦がれた勝利の瞬間を自分の手で勝ち取り、満面の笑
みがこぼれた。
　6月24日～26日に行われた第20回全日本学生女子柔道優勝大会の3回戦、
0-1で惜しくも敗れた柔道部女子。これからも全国を視野に入れた猛練習が続く。

　5月に行われた全日学生個人での優勝に続き、自
己記録だけでなく大会記録をも更新し、日本一となっ
た白草選手。昨春腰のけがを機にフォームを見直し、
それにより成功率がアップした。
　社会人も出場する日本で一番大きな今大会。緊迫し
た雰囲気の中、白草選手は物怖じせず、スナッチでは
135㌔をマーク。2位で迎えたジャークでも、3本目

は171㌔に設定し成功。ジャーク、トータルの自己記録を更新した。強豪の社会人選
手が立て続けに失敗となり、白草選手の優勝が決まった。
　日本一の称号を獲得し、8月には、ユニバーシアー
ド大会に出場が決定した。重量挙は日本が今年から参
入する大舞台だ。目標は、入賞し大学記録を更新する
こと。「もっと力をつけないと。安定して挙げられるよ
うにしたい」と語る白草選手は、慢心することなく努
力し続ける。

　関西学生選手権大会・個人の部で谷口選手が準優
勝に輝いた。最終学年にして初の入賞を果たし、「歴
代に名を残せてよかった」とうれしさを表現した。
　大学から弓道を始めた谷口選手は独特な射形に慣
れないことも多かった。だが日々の努力により射形が
安定し、2年次生で団体戦のメンバー入りを果たす
も、入賞からは縁遠かった。

　力を蓄え迎えた今大会。順番に一人ずつ弓を引き、連続で的に当てることを競う。
6射目以降は、さらに的が小さくなり脱落者が増す。微細なズレで勝敗が決まるだけ
に、狙いを定めることに全神経を集中。谷口選手は8射目までを正確に射抜き、この
時点で残るは2人。続く9射目を先に相手が決め、緊張が走る中、冷静に矢を放つ
も的から外れ、惜しくも1本の差で優勝を逃した。「調子が良かっただけにすごく残
念」と悔しさをにじませた。
　現在は8月に行われる全日本に向け闘志を燃やす。大学最後の年に全力をささげ、
学生日本一の座を射抜く。

　「目標だったからすごくうれしい」。学生最後の試合を制
し、見事全日4連覇を達成した梶川選手。圧巻の形を披露し
有終の美を飾った。
　予選はグループ最高得点をたたき出し難なく通過。準決勝
では、同じナショナルチームに所属する強豪、同大の大野選
手を5-0で破った。「一番のヤマ場だったから勝てて良かっ
た」と安堵の表情を浮かべた。順調に勝ち上がり決勝戦へ。
相手は京産大の鶴山選手だ。梶川選手は得意とするチャタン
ヤラクーシャンクーを華麗に舞った。対する鶴山選手も同じ
形で勝負を挑んできた。両者同じ演武を終え、主審の合図で

揚がったのは、梶川選手の勝利を示す赤い旗が5本。4連覇の偉業を成し遂げた瞬間
だった。「どの形も納得のいくもの」と女王からは笑みがこぼれた。
　卒業後も競技を続ける意向を示している梶川選手。「実業団に入って、年上の選手
にも勝てるようになりたい」と向上心はまだまだ尽きない。新たな挑戦に向かって走
り続ける梶川選手にこれからも注目だ。

　「ユニバーシアードで走らないか」。昨年のインカレ
（全日）で自己ベストを更新した伊藤選手に、小松コー
チが声をかけた。この一言で、「残りの大学生活を全力
で陸上と向き合おう」と伊藤選手の挑戦が始まった。
　今年5月の関西インカレで、13秒27と学生歴代2
位の快記録を出した。あと0.01秒で日本学生記録だ。
そして迎えた日本選手権。この大会の成績でユニバー

シアードの代表が決まる。決勝戦ではスタートダッシュに成功し、小気味よいリズムで
ハードルを跳び越えた。13秒48を記録し、堂々の2着でゴールイン。だが伊藤選手
は「自分のレースができなかった」と自己ベストに届かなかったことに肩を落とした。
　大会当日の夜、ユニバーシアード選考合格の知らせが入った。「まさか選ばれる
とは。実感が湧かない」と語る伊藤選手。
　8月にはユニバーシアードを控える。「次は自己ベストを出し、日本学生記録を更
新したい」。挑戦し続ける伊藤選手は、世界でのメダル獲得をめざし全力で駆け抜
ける。

ボクシング部 柔道部女子

重量挙部

弓道部

空手道部

陸上競技部

　2011年度もスタートし、この春も様々なクラブや選手が輝かしい結果を残しました。 
アスリートたちの日々の練習の積み重ねが、こうした結果につながったことでしょう。ここで
は特に関西大学を元気づけてくれた、2つのクラブと4人の選手を紹介します。

飛躍
2011年度

この春結果を残したアスリートたち

第65回関西学生リーグ
（5月8日～ 6月12日）優勝

第19回関西学生優勝大会
（5月15日）優勝

第71回全日本選手権大会
（6月24日～ 26日）男子77kg級優勝

第55回関西学生選手権大会
（5月21日～ 22日）準優勝

第55回全日本学生選手権大会
（7月3日）優勝

第95回日本選手権大会
（6月10日～ 12日）準優勝

貫禄の関西連覇！ ボクシング部 悲願の関西初制覇！ 柔道部女子

学生一に続き日本一の称号を獲得　白草 竜太選手（文学部4年次生）

最終学年で初の入賞！ 谷口 雄樹選手（環境都市工学部4年次生）

女王の貫禄をみせ4連覇　梶川 凛美選手（文学部4年次生）

世界へ羽ばたけ！  伊藤 愛里選手（社会学部4年次生）

団体

個人

競技説明
バーベルを一気に引き上
げるスナッチ。１度肩まで
持ち上げ、頭上に差し上げ
るジャーク。この２種目の
トータルで順位を決める。

2年連続ＭＶＰに選ばれた宮本主将（写真右）



学生広報スタッフ企画 ❶

　　　“夏休みの歩き方”

読売新聞大阪本社 編集局運動部 勤務
安田 栄一さん（法学研究科2004年修了）

茨木市小学校教諭
谷口 淳さん（社会学部2004年卒業）

富士ゼロックス大阪株式会社
営業本部ネットワークソリューション統括部 勤務
赤松 直子さん（社会学部2009年卒業）

阪南大学准教授・関西大学非常勤講師
株式会社関西総合情報研究所
北川 悦司さん（総合情報学研究科2005年修了）

業務内容  社会人8年目を迎え、現在は運動部でサッカーやアメリ
カンフットボール、冬季競技担当の記者をしています。スポーツには
人を動かす「力」があると感じ、その力を発信する仕事に携わりたい
と考えるようになり、記者をめざしました。

学生時代の夏休み  体育会アメリカンフットボール部で、部活・合宿
三昧の夏休みでしたね。朝から晩まで練習で、たまの休みも翌日の練習
を考えると丸一日遊ぶことはできませんでした。しかし何か一つに打ち
込んだことは良い経験です。また「学生時代にもっと勉強しておけば良
かった」と社会人が口を揃えて言うのを聞き、私はさらに勉強するため
大学院へ進学しました。それでも、振り返るともっと勉強しておけば良
かったと感じています。

夏休みを迎える学生へのアドバイス  人脈づくりをしておくと良いと
思います。社会人と垣根なく接することができるのは学生時代だけ

です。OB・OG訪問などを通して多くの社会人に会っ
てください。学生相手なら何でも話してくれます。体
育会の学生は、後悔が残らないように、練習に取り
組んでもらいたいですね。

記者をめざす学生へのアドバイス  「新聞をよく読
むこと」。これが最低限するべきことで、記者

への第一歩です。またOB・OG訪問を通
して記者に会うことを勧めます。記者は
人と会って話すことが仕事です。最初は
腰が引けると思いますが、勇気を出し
て社会人の知識を吸収してください。

小学校の先生をめざしたきっかけ  大学卒業後は大学事務職員とし
て一度就職しましたが、業務を通して初等教育の大切さを感じ、教員
をめざす学生を応援する中で「先生になりたい」と改めて強く思うよう
になりました。そして仕事を辞めて1年間、現場を知るため小学校のボ
ランティア活動をしながら教員免許を取得し、採用試験に挑みました。

学生時代の夏休み  体育会バレーボール部に所属していて練習に明
け暮れる日々でしたが、練習の合間に数多くの国を旅行し、自分の目
で世界を見ることでさまざまな経験をしました。今も当時撮影した写
真を子どもたちに見せながら、海外の話をよくしています。

先生をめざす学生へのアドバイス  勉強ばかりではなく、一生懸命
何かに打ち込む経験をしてください。部活動や委員会活動など、どん

な経験でも、子どもに語れる自分の武器になります。
子どもは人間的な魅力がある先生の言うことはよ
く聞きます。中身がある人間かどうか子どもには
見透かす力があるようですね。先生となった今は、

どうしたら子どもたちを飽きさせずに楽しく理解し
てもらえるか研究の毎日です。子どもたちに良

い話を紹介できるように、いつもアンテナ
を張るように心掛けています。また、苦楽
を共にした大学時代の仲間は一生の財
産です。多くの人と接する夏休みを過
ごしてもらえたらと思います。

業務内容  SE（システムエンジニア）として、文書管理や ICカード
などのシステムをカスタマイズし、お客様それぞれの要望に最適なシ
ステムの提案・構築を行う業務を担当しています。この業界は新しい
技術が次々と登場するので勉強の毎日ですが、自分自身の知識や人
間性で勝負できるところがSEの魅力ですね。

学生時代の夏休み  学園祭実行委員会の活動を中心に、アルバイト
や旅行をしていました。3年次生のときに学園祭実行委員会のメンバー
をまとめる役職に就き、会議の調整や納期に合わせた計画立案などの
取組を通して「先を読んで行動すること」を学びました。嘘や誇張では
なく自信を持って話せるぐらいの気持ちで取り組んでいたので、就職
活動での自己PRにもなりましたし、チームでの作業が多いSEの業務
にも活きています。

夏休みを迎える学生へのアドバイス  学生時代の
夏休みは、時間に縛られずに行動できる「人生の
夏休み」です。社会人になると自分から積極的に
動かないと人に出会う場が限られているので、新
しい友達に出会えません。学生時代に色々な
コミュニティに参加することをお勧めしま
す。さまざまなタイプの人に出会い、一つの
考えに捉われず柔軟に考え方を吸収してく
ださい。

学生時代の夏休み  1・2年次生のときはアルバイト中心の生活でした。
しかし3年次生のときに「このままではいけない。学生時代に何かを残し
たい」と思い、週5日は自分の成長のために時間を費やす日、週2日は散々
遊ぶ日と決め、勉強・研究に励みました。4年次生のときに開発したシス
テムで結果を出せたことが嬉しくて大学院に進学し、M1の秋に、人生の
恩師であるゼミの先生と会社を立ち上げました。院生時代の夏休みは出
資金を募るための企業訪問などで、記憶にないほど忙しかったです。

起業を考えている学生へのアドバイス  まずは「恐れずにやってみる
こと」。そして起業に失敗は付き物ですが、落ち込んだり、開き直った
りするのではなく、失敗を勉強だと捉えて改善できる精神力が必要で
す。また、自分が「稼ぐ能力」を持っているかも大切な要素ですね。

夏休みを迎える学生へのアドバイス  ノープラ
ンで過ごすと夏休みはすぐに終わります。勉強
でも遊びでも何でも構わないので、目的をもっ
て計画を立ててみてください。そこに自分の考
えがあれば、目的は間違っていたとしても構い
ませんし、目的が変われば新しく計画を
立て直せばいいと思います。「夏休みを
楽しもう」だけでなく、どうすれば楽
しくなるのか最大限に考えて過ごし
てください。

先輩から知識を吸収しよう

自分の“武器”を見つけよう

積極的に行動して「人生の夏休み」を楽しもう

ノープランはもったいない！目的をもって過ごそう

OB・OGに
聞きました

夏休み直前の今号では、関西大学の卒業生４人に夏休みの過ごし方について、学生広報スタッフがインタビューを行いました。 
目標を決めて頑張っている人も、夏休みの予定をこれから考える人も、先輩たちの話を参考にぜひ有意義な夏休みにしてください！

企画・編集 ： 学生広報スタッフ　榎本幸（政策3）、岡本さやか（社2）、川田大介（社4）、谷洋佑（化生2）、堀江智子（商4）04｜ KANSAI  Univ. News



青森青森

秋田 岩手

山形山形

茨城長野

富山

石川

福島福島

宮城宮城

学生広報スタッフ企画 ❷

東北ってこんなところ
本州最北端！癒しの王国青森へおいしい自然・おいしい食・おいしいまち 山形

おいしい海産物に盛大なイベント

ゆっくりと時が流れるまち、会津

出身地の青森市  陸奥湾に面した古くからの港町で
す。海が近いので、市内の場所によっては天気の良い日
に北海道を望むことができます。青森市民は青函トン
ネルを通って函館に遊びに行くこともよくありますよ。

ご当地グルメ  「貝焼き味噌」が名物ですね。両手を
広げたくらいの大きさのホタテの貝殻を鍋代わりに
して、ホタテやネギ、卵などを味噌で煮込みます。磯
の香りがする漁師料理で絶品です。

「青森ねぶた祭」の魅力  東北三大祭の「青森ねぶた
祭」では、ハネト（跳人）として踊るのが一番楽しいで
すね。青森市民は一家に一着はハネト衣装があり、大
きなねぶたの後ろで飛び跳ねます。そして服に付いて
いる鈴を沿道の観衆にプレゼントします。この鈴をも
らうと幸せになれるというジンクスがあるんですよ。

おすすめの観光スポット  青森市内にある浅虫温泉
は、陸奥湾を眺めながらお風呂に入れるところが魅
力の観光地です。また、
青森県南西部から秋田
県北西部にかけて広が
る世界自然遺産の白神
山地はブナの原生林が
生い茂った空気の澄ん
だ神秘的な山地です。

出身地の山形県  自然が美しく、果物（特にサクランボ）がお
いしいところです。のんびりした時間が流れていて沖縄に近い
雰囲気があり、自由な気質の人が多い気がしますね。
　特徴的なお国言葉は、語尾に「～にゃー（～ね）」を付けて話
すこと。会話は「にゃー」「にゃー」と猫みたいな掛け合いです。

ご当地グルメ  「玉こんにゃく」、山形発祥と言われている「冷
やしラーメン」、鶏肉・鴨肉で出汁をとった「肉そば」、お好み焼
きのような料理を箸に巻いて海苔と魚肉ソーセージをのせた「ど
んどん焼き」などがあります。山形オリジナル米「どまんなか」の
ご飯の上に、米沢牛のそぼろがのった「牛肉どまんなか弁当」は、
山形新幹線で米沢駅に着くと必ず食べるほどの絶品グルメです。

おすすめの伝統行事や観光スポット  艶やかな花笠を手に踊る
「山形花笠まつり」は、山形市内中心部のメインストリートを歩行
者天国にするほどの一大イベントです。小
学校の頃に運動会で踊るのでほとんどの
人が振付をマスターしています。観光地で
は、『おくりびと』など有名な映画のロケ地
になった庄内映画村、雰囲
気のある尾花沢市の温泉
街・銀山温泉がおすすめ
ですね。

出身地の塩釜市  漁港が多く、漁業の盛んな活気溢れるまちです。
安くておいしいお寿司の店がたくさんあり、中でも新鮮なまぐろは
絶品です。東日本大震災のあと地元の様子が心配でしたが、5月上旬
に帰省した際には再開している魚市場もあり、普段の生活に戻りつ
つあるように感じました。有名な観光スポットは、初詣で大勢の人
で賑わう「塩釜神社」ですね。

おすすめの伝統行事や観光スポット  仙台市には、7月
ではなく8月に行われる「仙台七夕まつり」という祭があ
ります。10m以上の豪華絢爛な笹飾りが商店街全体に飾
られます。また毎年12月に仙台市の定禅寺通りで
行われる「SENDAI光のページェント」は、大通り
の木々がイルミネーションでライトアップされ、
とても幻想的です。塩釜市からも近い日本三
景の一つである松島は、各島の個性的な形に
注目して風情を感じてもらいたいですね。

宮城県のPR  宮城・東北全体へと復興
の輪が広がっていけばいいなと思ってい
ます。「百聞は一見に如かず」ぜひ宮城の
良さを実感してください。松島を訪れる
ときには塩釜市を通ると思うので、素通
りせずに一度立ち寄ってもらえると嬉し
いです。

出身地の会津坂
ばん

下
げ

町  福島県北西
の会津盆地西部にある会津坂下町
は、大阪では感じることのできない、
ゆったりとした時間を過ごすことが
できる田舎町です。観光客がたくさ
ん来るので、観光客には非常に配慮
のあるまちだと思いますよ。

ご当地グルメ  太めの麺にあっさり
した醤油スープの「喜多方ラーメン」
が有名ですね。観光客の方はやはり
喜多方市内で食べたいと思うかもし
れませんが、会津坂下町や会津若松
市などにもおいしい店があり、会津
地方では広く食べられているラーメ
ンです。また喜多方市では焼き固め
た麺の間にチャーシューやメンマな
どを挟んだ「ラーメンバーガー」が発
売されています。

法学部2年次生
佐藤 日人一さん（青森県青森市出身）

商学部2年次生
小田中 真由美さん（山形県西村山郡河北町出身）

文学部2年次生
佐藤 優成さん（宮城県塩釜市出身）

経済学部3年次生
冨岡 孝充さん（福島県河沼郡会津坂下町出身）

おすすめ観光スポット  会津磐梯山
の麓にある五色沼がおすすめです。
毘沙門沼や弁天沼などいくつかの沼
から構成されていて、季節によって
さまざまな姿を見せる会津磐梯山が
水面に映ります。また春は、夜の鶴ヶ
城がおすすめですね。鶴ヶ城は会津
若松市のシンボルです。ライトアッ
プされた桜が堀の水面に映り、とて
も幻想的です。

出身者に
聞きました

東北地方出身の関大生に、出身地の雰囲気や名物・行事について学生広報スタッフがインタビューを行いました。
出身地ならではの情報が満載です。“知ることが支援につながる”。いまこそ東北地方の魅力を知ってください。

企画・編集 ： 学生広報スタッフ　金丸由季（文2）、久保田千尋（文3）、菅原直亮（情4）、三好友理（文2）、山口裕也（商2）
KANSAI  Univ. News｜ 05

「山形花笠まつり」
（写真提供：小田中さん）

五色沼・磐梯山
（写真提供：日本列島お国自慢）

「青森ねぶた祭」
（写真提供：「青い森の写真館」）

「仙台七夕まつり」
（写真提供：日本列島お国自慢）
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● 関西大学Jazz研究会 

Q.何人でどれくらいの頻度で活動しています
か？
A.関西大学Jazz研究会は、大編成のビッグバ
ンドではなく、小編成のコンボというアドリ
ブ中心の演奏形態で、部員約30人でほぼ毎日
活動しています。ボックス（誠之館別棟第34
会議室）にて、授業の空き時間に個人練習を
したり、人が集まればセッションをしていま
す。また、学園祭でストリートライブを行っ
たり、学外における依頼演奏や「Swing Jazz 
Cruise」、「Jazz Party」といったジャズイベン
トにも積極的に参加しています。

Q.このクラブ・サークルのいいところは何で
すか？
A.「部員が、ジャズという音楽やJazz研のこ
とが好き」というところです。積極的な部員
は、授業が終わるとすぐにボックスに直行し、
次の授業が始まるギリギリまで練習・セッ
ションをしています。中には、セッションし
たいがために所属するゼミの飲み会を欠席す
るほど、Jazz研のことが
好きな部員もいます。

Q.読者に向けた売りや
メッセージを伝えるとし
たら？
A.私たちが普段演奏して
いるコンボジャズは一人
ひとりにソロパートがあ
り、アドリブで演奏する音
楽です。そのため一緒に
演奏するメンバーを問わ
ず、固定バンドというの
があまりありません。関
大Jazz研は特にその傾向

jazz Life 会長 藤原 醇平さん（社会学部3年次生）

が強く、ライブごとにメンバーが違います。逆
に言えば、楽器さえあれば誰でも参加できる
ということであり、それがコンボジャズ・関
大Jazz研の売りです。写真は、学園祭で行っ
たストリートライブの、全員参加セッション
の様子です。

システム理工学部 　
和田 隆宏 教授（量子多体物理研究室）

ミクロな世界から日本を支える
型と呼ばれる手法で軽い原子核を研究して
います。特に、原子核の励起状態として現れ
る ‘共鳴状態’の解明に挑戦するため、枠組み
の構築やコンピュータープログラムの作成に
日々取り組んでいます。

Q.この研究室の魅力は何ですか？
A.実験器具の制約が無く自分のペースで研究
を行っていくことができるところです。その

分、個人個人が真剣に研究に
打ち込む必要がありますが、
しっかり研究に取り組めば
取り組んだ分だけ必ず自分
の力となって返ってくるとい
うのが魅力です。

Q.先生を自慢するとしたら？
A.知識が豊富で計算のス
ピードも非常に速いので、先
生との議論についていくの
にいつも苦労しています。た
だ、そのおかげでかなり鍛え
られました。

Q.研究室の研究テーマは？
A.量子力学に支配される原子核などのミクロな
世界を対象に理論的に研究を行っています。
また宇宙の元素に対する研究に挑戦する事もで
きます。

Q.具体的な研究内容を教えてください。
A.私は、原子核をα粒子などのより細かなグ
ループに分けて考察する微視的クラスター模

Q.研究室で学んだことを将来どのように役立
てたいですか？
A.福島県の原子力発電所の事故があり、原子
核の研究に対してその在り方に社会からの注
目が高まっています。原子核について学び、研
究する者として、社会的な責任を持つと共に
今後の日本の発展のために非常に大切な研究
をしていると思っています。将来は研究室での
経験を糧として、コンピューターや物理の知識
を生かせる職種に就きたいと考えています。

ゼミ風景（発表者は大塚さん）

 大塚 尚也さん（理工学研究科M1）

集合写真（前列中央が和田先生）

学園祭での演奏の様子普段の練習の様子
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TOPICS

宮原知子さん （戦績 2011 トリグラフトロフィー 2位）

　寡黙な性格であるが、内に秘めたる闘志は熱いものを持っている。
小柄な体からは想像もできないパワフルかつエレガントなスケー
ティングで人々を引きつける。
　何事にもひたむきに取り組む宮原さんは、学業においても定期試
験はもとより、外部の模擬試験でも学年上位に
入る成績を修めている。文武両道を実践してい
る中等部自慢の生徒である。英語検定では2級
を取得しており、海外遠征においても通訳無し
で対応できる。
　学内では、彼女の癒し系笑顔に救われた生徒・
教職員は数知れない。日本女子フィギュア界の
至宝であることは確かである。

本田太一さん （戦績 2011 トリグラフトロフィー 優勝）

　性格は明朗であり、クラスの生徒からも頼られる生徒である。クラスではア
イドル的な存在で、周りを楽しませている。学業においても国語読解力が高く、
いつ時間を作っているのか？と思うほどの読書家である。宮原さんと同じく文
武両道を実践していて彼もまた中等部自慢の生徒の一人である。
　関西大学中等部には先輩の髙橋大輔選手（文学研究科
M2生）にあこがれ入学してきた。身体的には成長段階では
あるが、いったんリンクに降り立つと、リンク全体が一瞬に
して華やかな雰囲気に包まれる。
　3月に行われた年代別のトリグラフトロフィー大会では
見事優勝を飾り、幸先の良いスタートを切った。今後日本
の男子フィギュア界を背負っていく人物であり、彼の王子
様スマイルで人々を魅了することであろう。

　7月9日と10日、関西大学アイスアリーナで第4回「氷
の甲子園」が開催された。初日に途中停電するハプニング
があったものの、演技会では小中高生約80人全員が技を
競い合った。表彰式にサプライズで登場した織田信成さ
ん（文学研究科M1）は「みなさんのレベルの高さに驚いた」
と選手らを讃えた。エキシビションでは町田樹さん（文学

第4回関西大学「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を開催

　関西大学第一中学校の東野智瑞子教諭
が、第53次日本南極地域観測隊夏隊の同
行者として、平成23年11月25日（金）に日本を出発する。
これは、情報・システム研究機構国立極地研究所が昭和基
地から衛星回線によるTV会議システムを利用して「南極授
業」を行う教員を募集したところ、南極の温暖化に興味を
持っていた東野教諭が応募し、採用されたことにより実現
することになった。派遣教員は2人で、私学の教員が採用
されるのは初めてだ。
　現在、中学3年生の理科、高校3年生の地学を教えてい
る東野教諭は「ぜび、野生のペンギンたちを観察したいと
思っています。また、太陽の沈まない日々や昭和基地での
実生活の様子についてリポートし、南極に対する興味関心
を持ってもらえるような授業を実現させたいです」と抱負
を語った。帰国日は平成
24年3月19日（月）の予
定で、どんなワクワクする

「南極授業」を見せてくれ
るのか、今から楽しみだ。

　6月26日、堺キャンパス祭が開催された。
堺キャンパスは、開設2年目となるが、キャン
パス祭は、今回がはじめて。学生・教職員が
一体となって、多くの来場者とともに祭を盛
り上げた。
　今回のテーマは、「Hop Step Jump!! ～みん
なを笑顔に～」。3月に発生した東日本大震災
の被災者にエールが届くことを祈って、チャ
リティー企画や募金活動を行い、震災の義援
金として寄付する。
　また、このキャンパス祭は、人間健康学部
における日頃の教育研究の成果を発表する
場ともなった。小田伸午教授によるワーク
ショップ「スポーツ選手なら知っておきたい

関大一中の東野教諭が南極地域
観測隊夏隊の同行者に決定

第1回堺キャンパス祭を開催しました

セミナーハウスで夏を楽しむ
【申込方法と場所】
　利用開始日の2週間前（ただし、その日が休日に当たる場合は、そ
の前日）までに所定の「利用申込書」に必要事項を記入し、宿泊料・
食事料を添えて関西大学教育後援会（電話06-6368-0055）まで。
　ただし、高槻キャンパス、高槻ミューズキャンパス、堺キャンパ
スは、各オフィスで受け付ける。また、セミナーハウスウェブサイト

（http://www.kansai-u.ac.jp/Jigyo/seminar/index.html）も参照のこと。

避暑地・観光地として知られる六甲山は、高原の自
然環境をいかした施設（六甲ガーデンテラス、自然体
感展望台、オルゴールミュージアムホールオブホー
ルズ六甲、高山植物園）が充実している。ひんやりし
た空気の中で森林浴を楽しみながらの散策の後は、
神戸牛のしゃぶしゃぶやすき焼きを堪能し、眼下に広がる夜景を見ながら、夏の暑
さを忘れて友と大いに語らうのも良い。近隣施設には、オリジナルスイーツや大人
の空間を味わえるカフェもあるので、帰りに立ち寄ってみてはいかが。

夏の栂池高原はスノーシーズンとは一転し、トレッキングやジョギングのシー
ズンとなる。近くの栂池自然園は有数の高層湿原があり、白馬連峰の素晴ら
しい景色に魅了されながら、さまざまな動植物を観察できる。また、周辺では
パラグライダー、シャワークライミングや熱気球など、体験型のイベントも開
催されている。避暑地の涼しい風を感じ、夏を満喫してみませんか。

施設別 六甲山荘 白馬栂池高原
ロッジ

利用範囲 本学教職員、学生、生徒、校友など

宿泊料
学内者 1,900円（通年） 2,950円（夏季）
学外者 3,470円（通年） 5,570円（夏季）

食事料

朝食 500円 630円

夕食
2,000円
2,500円
3,500円

1,580円

休館日 毎週水曜日 毎週木曜日
利用限度 4泊5日

関西大学中等部 1年 

各クラスの優勝者と織田さん

特設ステージではダンスや歌で大いに盛り上がった

関西大学中等部 2年

（写真提供：フォトクリエイト）

『からだ』のこと」、原田純子准教授の公開授
業「ダンス創作作品発表会」、灘英世助教によ
る「プロジェクトアドベンチャー体験会」、小
室弘毅助教による「ヨガ教室」など、バラエ
ティに富んだ企画が好評を博した。
　特設ステージでは、人間健康学部の学生が
ダンスや歌を披露。普段の練習の成果を存分
に発揮した。模擬店・フリーマーケットは人
間健康学部の学生だけでなく、堺キャンパス
近隣の団体や、地域住民の出店で賑い、地域
と学生との交流がさらに深まった。
　来場者は2,000名超を記録。いずれはこの
キャンパス祭が「堺の名物イベント」になるこ
とを期待したい。　

「提供：国立極地研究所」

白馬栂池高原ロッジ、六甲山荘は学生のみの利用も可能。申込方法、利用範囲、料金等は、次のとおり。

部4年次生）が完成したばかりという来季SPを初披露す
るなど、500人の聴衆はトップスケーターらの華麗な舞に
大いに盛り上がった。
　「氷の甲子園」に出場した関西大学中等部在籍の期待の新
人、宮原知子さんと本田太一さんについて、以下、アイスス
ケート部顧問の井尻誠先生からの紹介文を掲載する。

六甲山荘

白馬栂池高原ロッジ

（堺キャンパスオフィス）



◆�8月3日（水）、4日（木）の利用時間については、各施設にお問い合わせください
◆※は届け出により許可　◆施設利用時間は変更される場合があります

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㈯
すこやか教養講座（第2期） 学生・教職員・一般 堺キャンパスグループ
国際シンポジウム　再び「豊臣期大坂図屏風」を読む 学生・教職員・一般 大阪都市遺産研究センター
関西大学3研究所　合同シンポジウム 学生・教職員・一般 研究所事務室

20日㈬ 社会安全学部・社会安全研究科　特別講演会 学生・教職員・一般 高槻ミューズオフィス

21日㈭
法学研究所　第43回現代法セミナー 学生・教職員・一般 研究所事務室
社会安全学部　招へい研究者講演会 学生・教職員・一般 高槻ミューズオフィス
文化財保存修復研究拠点　エジプト民族舞踊実演紹介 学生・教職員・一般 文化財保存修復研究拠点

22日㈮ 社会学部　JASRAC寄附講座 学生・教職員・一般 経商社オフィス
23日㈯ 大学院文学研究科・大学院東アジア文化研究科・文化交渉学教育研究拠点（ICIS）　渋沢栄一記念財団寄附・次世代国際フォーラム 学生・教職員・一般 G-COE拠点事務室
27日㈬ 産学官連携人材育成フォーラム 学生・教職員・一般 社会連携グループ
30日㈯ 法科大学院　個別相談会・施設見学会 学生 大学院入試グループ

7/16 - 9/15 
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施設
施設利用時間

平日 土・日・祝 8/11～20

千
里
山
キ
ャ
ン
パ
ス

教務センター

9時～ 17時 休業 休業

オフィス

第1学舎
第2学舎
第3学舎
第4学舎

岩崎記念館
専門職大学院事務グループ

（尚文館・以文館）

授業支援
ステーション

第1学舎
第2学舎
第3学舎
第4学舎
尚文館

以文館ローライブラリー 8時30分～ 23時
　以文館・尚文館・

児島惟謙館内自習室、 
会計研究科院生自習室

（第2学舎）

通常通り開室 
（各室ともメンテナンスのため閉室することがある）

心理臨床
カウンセリングルーム 9時～ 18時 （土）9時～ 18 時 

（日・祝）休業 休業
国際部 9時～ 17時 休業

千里山中央体育館/
千里山東体育館 9時～ 20時※

（土）9時～ 20時
※ 

（日・祝）9時～ 17時
※

9時～ 17時※ 
（8/18は休業）

誠之館2・3・6号館（有鄰館） 9時～ 20時 9時～ 17時※
（ただし8/21は休館） 休業

誠之館2号館1階
（サテライトステーション） 休業

凜風館
（学生生活支援グループ・

奨学支援グループ・
ボランティア活動支援グループ）

9時～ 17時

休業
(凛風館4階ミー
ティングルーム・
和室・小ホールに

ついては
9時～ 17時)※

（ただし8/21は休館）
休業

凜風館
（生協）

2階 食堂 10時30分～ 14時
休業

（8/6 ～ 7は営業
10時30分～ 14時）

3階 購買
11時～ 16時

（8/1 ～ 10は
11時～ 17時）

休業
（8/6 ～ 7は購買・

書籍店のみ営業
10時30分～ 16時）

休業
（8/12、8/15 ～
17、8/19はトラベ

ル店のみ営業）
KUシンフォニーホール 9時～ 17時 休業 休業

誠之館5・7・8号館
（凱風館・新凱風館・養心館） 9時～ 20時 9時～ 20時※

9時～ 20時※ 
（8/14は9時～17時）

（8/18は休業）

保健管理センター

9時～ 17時 
（診察受付時間は
9時30分～ 12時、

13時30分～
15時30分）

休業

休業

心理相談室 9時～ 17時

総合図書館 10時～ 20時 （土）10時～ 18時 
（日・祝）休業

ITセンター 9時～ 16時50分

休業

キャリアセンター事務室

9時～ 17時キャリアセンター
理工系事務室

卒業生就業支援室

就職情報資料室 9時30分～
16時50分

キャリアデザインルーム 13時30分～
16時30分

エクステンション・
リードセンター事務室

10時30分～
21時

施設
施設利用時間

平日 土・日・祝 8/11～20

8月5日（金）～9月19日（月・祝）の施設利用について

高
槻
キ
ャ
ン
パ
ス

総合情報学部オフィス
9時～ 17時

休業
（9/17は開室）

休業
高槻キャンパスオフィス

休業キャリアセンター
高槻キャンパス分室

（月・火）休業 
（水・木・金）

9時～ 17時
図書室 10時～ 17時

体育館 9時～ 20時※
（土）9時～ 20時

※ 
（日・祝）9時～ 17時

※

9時～ 17時※ 
（8/18は休業）

保健室 9時～ 17時
休業 休業

心理相談室 10時～ 16時
（水は休業）

関西大学アイスアリーナ 9時～ 22時 9時～ 22時※
9時～ 22時※ 

（7/24 ～ 8/13は氷
の張替、8/18は停

電・断水のため休業）

高
槻
ミ
ュ
ー
ズ
キ
ャ
ン
パ
ス

ミューズオフィス
9時～ 17時

休業 休業

ミューズ保健センター
心理相談室 10時～ 16時

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 （月・火）9時～ 17時 
（水・木・金）休業

キャリアセンター
高槻ミューズキャンパス分室

ミューズ大学図書館 10時～ 17時

関西大学児童図書館 10時～17時
（9/8は休業）

堺
キ
ャ
ン
パ
ス

教務・学生オフィス
9時～ 17時

休業 休業
堺キャンパスオフィス

保健室

心理相談室 10時～ 16時
（水は休業）

キャリアセンター 
堺キャンパス分室　 休業

堺キャンパス図書館 10時～ 17時

休業 休業
体育館

（アリーナ・剣道場・柔道場） 9時～ 17時

トレーニングルーム
（Fitness Crew） 12時～ 19時

注意事項

文化会速記部が全日本大学速記競技大会で46連覇の快挙

受 賞

　6月19日に本学にて開催された第100回全日本大学速記競技大会
において、文化会速記部が2位の関西学院大学の倍以上のポイントを
獲得し、圧倒的な力を見せ優勝した。これにより、文化会速記部は全
日本大学速記競技大会団体で46連覇という快挙を成し遂げた。
　個人でも、A級で稲葉彩佳さん

（社会学部4年次生）が1位、佐藤
大樹さん（文学部4年次生）が2位、
B級で入江有紗さん（文学部3年次
生）が1位、C級で古山尋基さん（文
学部3年次生）が1位、D級で丸尾
佑人さん（文学部3年次生）が1位
と、素晴らしい成績を残した。 46連覇を喜ぶ文化会速記部の部員たち


