
関大トピックス

商学部　明神 信夫 教授

尚文館と総合図書館との間にある天然芝が美しい。かつて尚文館が完成するまで
は、博物館から図書館までの間に三日月の形に似た見事な階段式の観覧席(スタン
ド)があった。私はここが一番好きだった。講義の合間に友と語り合ったのも多くはこ
の場所であった。いろいろな悩みも広い空間の中に身を置くと自分の悩みは小さい
と感じることが多かった。スタンドは映画やTVドラマの撮影にも使われた。学園祭の
後夜祭もこの地で行われ、スタンドにはおよそ3,000人もの学生が集い、手にはキャ

ンドルを持ち応援団の指揮の下、全員が心一つにして高らかに学歌や逍遥歌を歌い、
その瞬間関大生であることを強く自覚し、関大生であって良かったと思い、関大生で
あることに誇りも感じた。涙する学生もいた。今この地にスタンドはなく、天然芝には
10年近くも「養生中」の文字が学生の立ち入りを冷たく阻む。天然芝は確かに美しい。
だがそこに立ち止まって友や恋人と語らう学生の数は少ない。美しいものを植えるの
は良い。だがそこに心も植え付け、育むことのできる空間にできないものかと思う。

「失われたもの」

『大学満足度調査』なるものを目にしました。『日本経済新聞』（2012年11月5日付朝刊）の記事で、ビジネスパーソンが卒業した大学を評価する
アンケート調査です。関西大学はランキング11位で、近隣のライバル校よりも上位に位置しています。「就活支援」も満足感を推し量る対象になっ
ています。今号では、「思い描いた未来へ共に歩もう！就職活動の不安・悩み解決スペシャル」と題した特集が組まれています。これから就職活動に
挑む学生たちがビジネスパーソンとなった時も、母校に大きな満足感を得ていてほしいと願うばかりです。（広報委員・経済学部准教授 坂根宏一）

今月の表紙：井上光司さん（商3）、小林由樹さん（文3）、寺内誉人さん（商3）、中野雄也さん（社3）、東山紗矢さん（商3）、福山由花さん（商3）、堀田健登さん（法3）、桝矢孝則さん（商3）、
山本華さん（商3）、和木一生さん（社3）、渡邉歩美さん（商3）
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1 1月25日、「第2回大阪マラソン～OSAKA　
MARATHON 2012～」（大阪府、大阪市、一般財団法人
大阪陸上競技協会主催）が開催されました。大会公式スポ
ンサーの関西大学からは代表ランナーとして18人が出走
しました。
また、給水ボランティアとして約400人、語学対応ボラン

ティアとして16人、チャリティ募金活動ボランティアとして
24人の学生が参加し、大会運営をサポート。この他にも「沿
道応援イベント」として、応援団をはじめ多くの学生団体が
コース沿道からランナーに声援を送り、マラソンを盛り上
げました。

関西大学協賛　第2回大阪マラソン開催 体育会サッカー部・田中裕人さん、
岡﨑建哉さん、Jリーグへ
体育会サッカー部の田中裕人さん（政策4）が2013シー

ズンからＪリーグ・ジュビロ磐田に、また、岡﨑建哉さん（政
策4）がガンバ大阪に、それぞれ加入することが内定しまし
た。これで関西大学からは5年連続でJリーガーが誕生する
ことになります。
田中さんと岡﨑さんはガンバ大阪の下部組織であるガ

ンバ大阪ユースの出身。田中さんは攻守にわたってのアグ
レッシブなハードワークが持ち味で、岡﨑さんは創造性豊
かなプレーで攻撃にアクセントをつけることができる選手
です。共にJリーグの舞台でもその活躍が期待されます。

沿道応援イベントの様子

給水ボランティアの様子

（写真提供：関大スポーツ編集局）
岡﨑健哉さん（ガンバ大阪）田中裕人さん（ジュビロ磐田）

竹中平蔵客員教授による講演会を開催
会計専門職大学院では、2013年1月9日（水）、千里山

キャンパスBIGホール100で、客員教授講演会を開催しま
す。講師には昨年に続き、慶應義
塾大学教授、元総務大臣の竹中
平蔵客員教授をお招きし、「日本
のマクロ経済運営と財政・社会
保障制度」をテーマにご講演い
ただきます。聴講は自由、事前申
込は不要。多数のご来聴をお待
ちしています。

2012年度 関西大学統一学園祭を開催

「8月に結成し初のライ
ブ。粗削りな演奏でした
が、自分たちの個性と自信
があった曲を評価しても
らえたと思います。率直に
うれしいです！」　リーダー 
惠翔兵さん（環都1）

K.U. ROCK FEVER10th
優勝者　THE SING

11月1日から4日まで、千里山キャンパスで統一学園祭
が開催され、今年もイベントや講演会、模擬店の出店など、
学生によるさまざまな企画が行われました。その企画の中
でも大きな盛り上がりを見せた3つのイベントの優勝者の
声をお届けします。

THE SINGの皆さん

「みんなで楽しく踊りた
いと思って臨みました。声
援も聞こえ、気持ちよく踊
ることができました。目標
は優勝だったので達成で
きてうれしいです」リー
ダー 澁谷悠太さん（文4）

Kandai Dance Festival 2012
優勝者　Soul Beat Lockers

Soul Beat Lockersの皆さん

「生駒の山にこもって
特訓したかいがありまし
た。楽しかったです！」鈴木
綾さん（経1）「泣きそうな
くらいうれしかったです
が、優勝インタビューで
スベって現実に戻りまし
た」菅原崇史さん（社1）

LAUGH＆PEACE お笑い王決定戦2012
優勝者　野良野良

野良野良の菅原さん（左）、鈴木さん 昨年の講演会の様子

【働く関大人】エンターテインメント業界／球場運営スタッフみんなで一緒に考えよう。【関大誌上教室】
阪神電気鉄道株式会社 中西史恵さん
【なるほど・ザ・関大！】
関西大学でゆるキャラ発掘！？
【今月のシンクさんアクトくん 関大生の友の輪】
文学部3年次生 尾﨑都加さん「国文学作品研究（三）b」 

【VIVA!学び場】文学部 国語国文学専修

大島薫 教授

関大生の友達事情

【2014年3月卒業・修了予定者対象　就職活動スタート】

思い描いた未来へ
共に歩もう！
就職活動の不安・悩み解決スペシャル



※場所・開室時間、就職支援行事などの詳細情報は、インターネットキャリア支援システム
　『ＫＩＣＳＳ』（インフォメーションシステムからログイン）をご覧ください。

キャリアデザインルーム

心理相談室 保健管理センターから体調管理のアドバイス

健康管理は就活に必要！関西大学では、各キャンパス（千里
山・高槻・高槻ミューズ・

堺）に「心理相談室」を設置し、さま
ざまな心理相談を受け付

けております。例えば

•将来に対して漠然とした不安があ
る

•気分が沈みがちで、就職活動に前
向きに取り組めない

など「こんなことを相談してもいい
のかな」と思うようなことでも、

気軽にお越しください。カウンセラ
ーと一緒に解決方法を探して

いきましょう。ご相談の内容につき
ましては秘密を厳守いたします

ので、お気軽にお問い合わせくださ
い。

さん

学部・学年

インタビュー

内定先

2014年3月卒業・修了予定者対象
就職活動スタート

千里山キャンパス キャリアセンター（新関西大学会館北棟３階）
 キャリアセンター理工系事務室（第４学舎１号館２階）

高槻キャンパス 高槻キャンパス分室（Ａ棟〈管理・研究棟〉１階）

高槻ミューズキャンパス 高槻ミューズキャンパス分室（西館３階）

堺キャンパス 堺キャンパス分室（Ａ棟２階）

キャリアデザインルームのキャリア相談
「キャリアデザイン」とは就職はもちろん、大学院への進学など

を含めた皆さんの進路を考えるための第一歩のこと。自分を分析
しその結果から進むべき道を考えるとともに、それを実現するた
めの計画を立てていくのです。「キャリアデザインルーム」では、進
路について考えている、悩んでいる全ての学生を対象に、資格を
持った専門のキャリアアドバイザーが相談に応じます。将来の進
路について、「何になりたいか分からない」「何になりたいかは決
まっているけど何から始めたらいいか分からない」「誰に何を相談
したらいいのか分からない」という方は、ぜひ「キャリア相談」をご
利用ください。千里山キャンパスはキャリアデザインルームで、そ
の他キャンパスはキャリアセンター分室で、個別相談を実施して
います。まずは各キャンパスのキャリアセンター（千里山はキャリ
アデザインルーム）で相談予約を行ってください。

就活本番!!あなたの体調は万全かな?!疲労感がにじみ出た顔…人事担当者に
悪い印象が…!!風邪をひいて熱や咳が出て、面接を受けられなくなった…!!な
んてことも起こるかも?!
●睡眠をしっかりとって、集中力を維持しよう！
●バランスよい食事で、活動の原動力にしよう！
●手洗い・うがいで風邪の予防をしよう！

こんなときはキャリアセンターに相談しよう！

キャリアデザインルームに関する詳細はコチラ
http://www.kansai-u.ac.jp/Syusyk/career/index.html

◆健康管理・心理相談に関する詳細はコチラ　http://www.kansai-u.ac.jp/global/support/index.html

キャリアセンターはどのようなときに
利用しましたか？Q.

情報収集において気を付けていたこと、
心掛けていたことは？Q.

エントリーシート作成の際に気を付けて
いたこと、心掛けていたことは？Q.

学業（授業やゼミなど）との両立において
心掛けていたことは？Q.

これから就職活動を始める後輩への
アドバイスをお願いしますQ.

さん

学部・学年

インタビュー

内定先

近年、「就職氷河期」といわれていますが
活動してみてどうでしたか？Q.

面接の際に気を付けていたこと、
心掛けていたことは？Q.

“学部1期生”であることに
不安はありませんでしたか？Q.

家族や友達、先生といった身近な人に
就活の相談はしましたか？Q.

これから就職活動を始める後輩への
アドバイスをお願いしますQ.

さん

学部・学年

インタビュー

内定先

エントリー（プレエントリー）の際に気を
付けていたこと、心掛けていたことは？Q.

“焦り”を感じたり、うまくいかないときも
あったと思いますが、それはいつごろで、
どのように乗り越えましたか？

Q.

「理系就職」か「文系就職」か、迷うことは
ありませんでしたか？Q.

就活中の体調管理で心掛けていたことは？Q.

これから就職活動を始める後輩への
アドバイスをお願いしますQ.

いよいよ2014年3月卒業・修了予定者を対象とした
就職活動がスタートします。そこで今回の特集では、誰もが感じる
就活への不安や悩みをピックアップ。
すでに就職活動を終えた先輩が自身の体験を基に、
その解決方法をアドバイスします。
さらに、就職活動で困ったとき、悩んだときに役立つ窓口をご紹介。
これらの窓口をうまく活用して、
思い描いた未来へ共に歩み始めましょう。

◆就活って何から始めればいいの？
◆『就活支援行事』ってどんなものがあるの？
◆授業で参加できなかった『就活支援行事』のDVDを借りたい！
◆自己分析の方法を教えて！
◆業界研究、企業研究の方法を教えて！
◆『ＯＢ・ＯＧ訪問』がしたい！
◆エントリーシート・履歴書をチェックして！
◆面接での心構えを教えて！
◆公務員・教員になりたい！
◆内定を複数もらったけど、
　どう返事すればいいの？
◆持ち駒がなくなった。どうしよう・・・。

などなど、学年を問わずどんなささいなことでも迷ったり悩んだりしたときはキャリアセンターへ！！

社会人になっても健康管理は大切ですよ！

思い描いた
未来へ

思い描いた
未来へ共に歩もう

！
就職活動の不安・悩み解決スペシャル就職活動の不安・悩み解決スペシャル

4月ごろに一度持ち駒が全てなくなってしまいすごく
落ち込んだのですが、先輩や友達に話を聞いて
もらってアドバイスをもらうことで、もう一度チャレンジ
してみようという気持ちが湧いてきました。
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51人以上
6.2%

21～50人
8.3%

11～20人
19.4%

6～10人
24.9%

0～5人
41.2%

101人以上
6.8%

51～100人
9.2%

21～50人
21.5%

11～20人
25.5%

0～10人
36.9%

「友達100人できるかな？」　
大学に入学すると、高校まで地元中心だった友達の輪が一気に広がります。友達100
人できるかな？しかし授業・クラブ・アルバイトなどを通じて出会う人は確かに多いのです
が、自分の体は１つ、１日は24時間しかありませんから、現実に友達100人は難しい。その
中からごく少人数のよく会う友達、もう少し人数が多い緩やかなつながりの友達との関

係に落ち着いていきます。よく会う友達が6～10人、時々会う人が11～20人というのは、
大学生に限らず一般的な人数です。近年話題のツイッターで登録されている友達の数
も、平均的な人は11～20人にとどまっています（『ソーシャルメディア白書2012』）。大学
の友達とは距離的にも近く、話し合うにせよ遊びに行くにせよ会う機会が多くなるわけで
すが、アンケートをみると高校までの友達ともSNSなどでつながっているようですね。
社会学分野で有名な論文の「弱い紐帯の強さ」では、よく会う友達より時々会う程度

の友達の方が人間関係に多様性があり、就活（転職）に役立つと言われています。関西
大学の友達、高校の友達、さらには大学の枠を超えた友達がいると、また一段と違った世
界が見えてくるかもしれません。友達づくりの際には、上の会話例も参考に（笑）。

OPINION  OF  PROFESSOR
社会学部　小笠原 盛浩准教授 次号のテーマは…「あなたは『年賀状』出していますか？」

親戚や友達など、多くの人々に新年のあいさつを行うための年賀状。しかし最近では、年賀状を出さず
に、メールなどで新年のあいさつを済ます人も多いようです。
そこで1月号では関大生の年賀状に関する意識をリサーチします。

今号の「関大誌上教室」アンケート「関大生の
友達事情」にご協力いただいた皆さん、ありがと
うございました。プレゼントの発表は、当選者の
み、インフォメーションシステム「個人伝言」で連
絡します（11月30日に通知予定）。
「関大誌上教室」のアンケートは次号以降も行
う予定ですので、ご協力をよろしくお願いします。

12月号「関大誌上教室」アンケート
プレゼント当選者の発表について

よく会う（週1回以上）友達は
何人くらいいますか？

■会話例

●「何をして遊びますか？」の問いには、①ショッピング②食事③ゲームとの回答。
　特別なことをしていなくても、友達といれば何でも楽しい？

順位 割合（%）理 由

一緒に遊びに行けるから
自分を分かってくれるから
一緒にいないと不安だから
その他

21.2
20.0
6.2
5.2

4
5
6
7

●全てを受け入れてくれるだけではなく、
　たまには違う考えを諭してくれる人。（M2・女）

●自分が話してみて、どこか温かく安心できる家のような雰囲気を
　醸し出している人。（文2・女）

●すれ違ったときに手を振ったり、あいさつする関係なら、
　全て友達だと思っています。（政策1・女）

●自分が友達だと思えたらもう友達！（環都1・男）

0 50 100 150 200 250
（人）

その他

一度でも会話したことがある

フェイスブックなどのSNSで
友達登録を行う

連絡先を交換する

相手と呼び捨てや
あだ名で呼び合える

一緒に食事をする

悩み相談ができる

困ったときに助け合える

一緒に遊びに出掛ける

継続的にやりとりがある
（会話・メール・「いいね！」など）

気兼ねなく会話ができる

2012年も残すところあと1カ月。12月といえば忘年会やクリスマスパーティーなど、
友達と集まる機会も多いのでは。そこで今回の誌上教室では「関大生の友達事情」をクローズアップ。

どのようにして友達関係を築いているのかを調査してみました。

みんなで一緒に考えよう。 関大誌上教室

【アンケート実施期間：10月5日～10月16日 対象：関大生 回答者数：325人（男子125人 女子200人）】

関大生の友達事情 1
2
3

一緒にいて楽しいから
授業などで助け合えるから
何でも話し合えるから

85.5
45.2
35.1

順位 割合（%）友 達 の 内 訳

SNSやLINEなどの関係
アルバイト関係
趣味の関係
友達の友達
その他

28.0
21.5
16.3
15.4
11.7

4
5
6
7
8

1
2
3

授業・ゼミ関係
幼なじみ
クラブ・サークル関係

55.1
39.4
37.8

順位 割合（%）友 達 の 内 訳

幼なじみ
趣味の関係
その他

12.6
6.2
5.8

4
5
6

1
2
3

授業・ゼミ関係
クラブ・サークル関係
アルバイト関係

84.9
49.5
15.4

順位 割合（%）理 由

出費が少なくて済むから
集中して何かに取り組めるから
その他

30.8
11.1
9.8

4
5
6

1
2
3

気楽だから
新しい友達ができるから
自分の好きな事ができるから

順位 内 容

出身地の話題
居住地・地元の話題
クラブ・サークルの話題
授業の話題

趣味の話題

1
2
3
4

5

79.4
40.6
32.0

よく会う（週1回以上）友達と
一緒にいる理由は何ですか？（複数回答可）

あなたにとって友達とは
どういう人ですか？

初対面の人との話題
トップ５

では、あなたが一人でいたいと思う
理由は何ですか？（複数回答可）

その友達とは
どういう関係ですか？（複数回答可）

その友達とは
どういう関係ですか？（複数回答可）

時々会う（メールやSNSでやりとりする人も含む）
友達は何人くらいいますか？
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A 「サッカーのチームでどこが好き？」
B 「ガンバ大阪だよ」
A 「俺もー」

経1（女）

A 「何にはまってる？」
B 「チロルチョコの包み紙集めかなー」
A 「えっすごい！」

商1（女）

A 「サークル入ってる？」
B 「○○っていうサークル」
A 「友達入ってるわ！」
B 「うそー！誰？」
A 「○○ちゃん！ツイッターのこのアカウント
 ○○っていう子！」
B 「えー！フォローしよっかな(笑)」

社3（女）

A 「何のアルバイトしてるの？」
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Entertainment

中西史恵さん

阪神電気鉄道株式会社

大阪府関西大学第一高等学校出身
2010年社会学部卒業

場内アナウンスの仕事を通じてお客様の
思い出づくりをお手伝いしています。
プロ野球阪神タイガースのホームグラウンドであり、全国の高校

球児たちの憧れの場所でもある阪神甲子園球場。そんな野球の
聖地を管理・運営している阪神電気鉄道の甲子園事業部に勤務す
る中西史恵さんは、球場内での選手紹介や会場アナウンスを行う、
いわゆる『ウグイス嬢』です。現在入社3年目の中西さんは、主に
阪神甲子園球場で行われる高校野球やスポーツイベント、鳴尾浜
球場で行われる阪神タイガースの二軍試合などの場内アナウンス
を担当。球場というエンターテインメントに満ちた夢空間を“声”
で演出する重要なお仕事です。
「選手の名前をアナウンスしたときに場内に歓声が響くのを聞く

と、お客様の思い出づくりのお手伝いができているのだと、とても
やりがいを感じます」と仕事の魅力を語る中西さんは、「野球という
スポーツを陰ながら支えたい」という思いから、中学・高校・大学と
マネジャーとして野球部に所属。関大野球部でマネジャーとして
活動していたときに、関西学生野球連盟の放送委員に誘われ、公式
戦や練習試合での選手紹介アナウンスを担当することに。以来、
場内アナウンスの仕事を志すようになったと言います。
「社会に出て感じたのは、関大OB・OGのつながりの強さです。
仕事を通じて出会った方でも、お互い関大出身と分かると一気に
距離が近くなるし、先輩OB・OGからは助けていただけることも
多いです。ですから皆さんも社会に出たら関大出身と胸を張って
言ってほしいですね」と笑顔で語ってくれました。

いつも仕事で使用している原稿とスコアカード、日本語発音アクセント
辞典。

エンターテインメント業界／
球場運営スタッフ

和菓子を出発点に日本文化について考察する。

授業開始前、学生たちは教壇の前に集まり、数種類の和菓子の中からおのお
のが気に入ったもの、食べたいものを選んで着席。そして授業が始まると先生に
よる解説を聴きながら和菓子を試食します。そんな一風変わった光景が繰り広げ
られる文学部の「国文学作品研究（三）b」は、「和菓子」をきっかけにして、「日本人
が古来より育んできた精神や文化について、みんなで一緒に考えよう」という授
業です。試食する和菓子は、甘いものが大好きな大島先生が季節や授業テーマ
に合わせてセレクトしたもの。なぜこの和菓子を選んだのか、その意匠に込めら
れた意味、作られるようになった歴史的背景など、和菓子の奥に見え隠れする日
本文化や日本人の精神性について、学生たちと一緒に考えながら答えを導いて
いきます。
例えば、日本ならではの四季の移ろいを繊細に表現した和菓子から古今和歌

集で歌われている和歌について考察してみたり、日本人の食生活をテーマに日
本人の感性について考えてみるなど、和菓子を起点に歴史や文化、文学、さらに
は「食べることの大切さ」へと話題は広がっていきます。学生たちは、和菓子を食
べて感じたことや授業を通じて考えたことをきちんと言葉にして、学生同士の
ディスカッションやレポートで発表。「答えは1つではなく、学生1人ひとりが感じた
こと全てが正解」というのがこの授業の大きな特徴であり、答えを導き出すため
には、しっかりと自分の頭で考え、それを言葉で表現する能力が求められます。
受講している学生からは、「和菓子がおいしいのはもちろん、自分の興味の幅

を広げるきっかけになるのでとても楽しい」という声が数多く聞かれました。

現代の日本社会では薄れつつ
ある伝統や文化について学び、
これを今の暮らしの中でどの
ように生かしていくかについて
一緒に考えていきたいです。学生
たちには、さまざまなことを考え
るきっかけを与えていますが、
考えて終わるのではなくそれを
実行できるようになってほしい
ですね。

文学部
大島薫 教授

四季の移ろいを表現した和菓子

和菓子を題材にして、どのように話題が広がって
いくのかが気になったのでこの授業を選択しました。
毎回、授業を通じて自分の視野が広がっているので、
受講して良かったと思っています。

奥麻奈美さん（2年次生）

和菓子を食べることが学びの入り口になってい
るので、古典文学のような難しいテーマであって
も、身近な話題として考えられるところがとても
楽しいですね。

長谷川達也さん（4年次生）

日本の伝統文化や日本人ならではの精神性について、
和菓子を食べることを入り口にして一緒に考えていきます。

文学部 国語国文学専修 

「国文学作品研究（三）b」
大島薫 教授

ある1日の
スケジュール
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関西大学でゆるキャラ発掘！？
なるほど・ザ・関大！

皆さんは、日本史の教科書に載っている有名な高松塚古墳壁画
が、関西大学と深い関係にあることをご存じでしたか？
1972年（昭和47年）3月21日、故・網干善教名誉教授（当時文学部
助教授）と学生のチームが奈良県明日香村の高松塚古墳を発掘し、壁
画を発見しました。関西大学はこの発見を契機として、飛鳥に考古学・
古代史研究の一大拠点を築くことになったのです。
それから40年。米田文孝文学部教授（考古学）の監修の下、考古
学研究室の学生が壁画に描かれた四神の「着ぐるみ」制作に乗り出
します。高松塚古墳壁画の中心は四神（ししん：東西南北の守護神
獣）です。まず、青龍（せいりゅう：東）の「ロン」と白虎（びゃっこ：西）の
「タイガ」について、色や造形を考証し、両者の特長をデフォルメして制
作。その後、玄武（げんぶ：北）の「シェン」と朱雀（すざく：南）「スー」が
仲間入りし、「飛鳥美人」の古代衣装も復元されました。
高松塚古墳と壁画は、今も関西大学考古学研究室で研究が続け

られています。四神のかわいい「ゆるキャラ」たちは、壁画の研究成果を
広報するのが主な役割。キャンパスで、さまざまなイベントで、皆さんに会
えるのを楽しみにしています。

両手でバーベルを頭上に持ち上げ、その重量を競い合うウエイトリフティング競技。関西大学体育会
重量挙部に所属する尾﨑都加さんは、全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会（インカレ）
69kg級での優勝をはじめ、過去にさまざまな大会で華々しい成績を残してきた重量挙部女子のエース
的な存在です。そんな尾﨑さんが重量挙げを始めたのは高校生のとき。双子の妹さんが高校のウエイト
リフティング部に見学に行った際に、「お姉さんもぜひ一緒に！」と顧問の先生から誘われたのがきっかけ
でした。
中学時代は陸上部だった尾﨑さんですが、重量挙げを始めてすぐにその才能は開花し、高校1年で全

国大会に出場すると、2・3年生時には見事に全国優勝を成し遂げます。その後、高校記録を目指してト
レーニングを続けていたものの達成できず、その悔しさもあって競技を続けるために関西大学に進学。
重量挙部に入部します。
いかにして1kgでも重いバーベルを挙げるか、そんな自分との闘いである重量挙げの魅力について、

「これまでの自分の限界を、トレーニングを重ねることで超えること
ができる。それが数字として目に見えて分かるのでとても面白い
です」と語る尾﨑さん。1つ限界を超えると「また次の目標に向
かって頑張ろう」という気持ちが湧いてくるのだと言います。
毎日、約2時間の厳しいトレーニングを行い、来るべき大

会に備えている尾﨑さん。最後に「インカレの個人戦で2
連覇を目指して頑張ります」と今後の目標について語っ
てくれました。

尾﨑都加さん

Miyaka Ozaki

文学部 3年次生今月の

関大生
の友の

輪

1958年創部。現在、男子13人、女子
12人の計25人で活動中です。近年で
は男女ともに人数も増え、特に女子は
全日本大学対抗で団体3位に入るほど
の実力をつけてきました。男子も全日
本大学対抗1部昇格を目標にトレーニ
ングに励んでいます。

次号では、尾﨑さんからの
ご紹介で体育会山岳部の
稲垣匠真さん（シス理3）
が登場。お楽しみに！

関西大学体育会重量挙部

目指すはインカレ個人戦連覇！～高松塚古墳と関西大学の関わりを探る！！～

関西大学の初代考古学担当教授だった故・末永雅雄名誉教授は、戦
前に石舞台古墳発掘調査を行うなど、飛鳥地域と深い関係がありまし
た。その後任の故・網干善教名誉教授は、奈良県立橿原考古学研究所
と明日香村が実施する高松塚古墳の発掘に、本学考古学研究室を参
加させる形で、大きな成果を上げています。
日夜発掘調査を続ける学生の健闘を目の当たりにして感動した元・

関西大学教育後援会会長植田正路氏は、明日香村に教育と研究のた
めの施設があればと、1975年（昭和50年）3月、奈良県高市郡明日香村稲淵に関西大学飛鳥文化研究所・
植田記念館本館の建築費を寄付。現在、関西大学飛鳥文化研究所・植田記念館は、関西大学の学術研究と
教育・社会連携の一大拠点となっています。

高松塚古墳と関西大学

関西大学では、発掘当初に撮影された写
真を基に「高松塚古墳壁画再現展示室」を設
置しました。「再現展示室」は墳丘のイメージ
をドーム状の透明ガラスで表現し、その中に
精緻な大型美術陶板で再現した壁画を展示
しています。

発掘当時の様子が分かる！
高松塚古墳壁画再現展示室

考古学研究室のゆるキャラをご存じですか？

写真左から「ロン」、「スー」、「タイガ」、「シェン」

関西大学飛鳥文化研究所・植田記念館

網干名誉教授（前列左から5番目）率いる発掘調査団と
応援に訪れた廣瀬学長（当時、前列左から4番目）

壁画発掘直後の高松塚古墳

高松塚古墳壁画
再現展示室

（写真提供：関大スポーツ編集局）
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関西大学でゆるキャラ発掘！？
なるほど・ザ・関大！

皆さんは、日本史の教科書に載っている有名な高松塚古墳壁画
が、関西大学と深い関係にあることをご存じでしたか？
1972年（昭和47年）3月21日、故・網干善教名誉教授（当時文学部
助教授）と学生のチームが奈良県明日香村の高松塚古墳を発掘し、壁
画を発見しました。関西大学はこの発見を契機として、飛鳥に考古学・
古代史研究の一大拠点を築くことになったのです。
それから40年。米田文孝文学部教授（考古学）の監修の下、考古
学研究室の学生が壁画に描かれた四神の「着ぐるみ」制作に乗り出
します。高松塚古墳壁画の中心は四神（ししん：東西南北の守護神
獣）です。まず、青龍（せいりゅう：東）の「ロン」と白虎（びゃっこ：西）の
「タイガ」について、色や造形を考証し、両者の特長をデフォルメして制
作。その後、玄武（げんぶ：北）の「シェン」と朱雀（すざく：南）「スー」が
仲間入りし、「飛鳥美人」の古代衣装も復元されました。
高松塚古墳と壁画は、今も関西大学考古学研究室で研究が続け

られています。四神のかわいい「ゆるキャラ」たちは、壁画の研究成果を
広報するのが主な役割。キャンパスで、さまざまなイベントで、皆さんに会
えるのを楽しみにしています。

両手でバーベルを頭上に持ち上げ、その重量を競い合うウエイトリフティング競技。関西大学体育会
重量挙部に所属する尾﨑都加さんは、全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会（インカレ）
69kg級での優勝をはじめ、過去にさまざまな大会で華々しい成績を残してきた重量挙部女子のエース
的な存在です。そんな尾﨑さんが重量挙げを始めたのは高校生のとき。双子の妹さんが高校のウエイト
リフティング部に見学に行った際に、「お姉さんもぜひ一緒に！」と顧問の先生から誘われたのがきっかけ
でした。
中学時代は陸上部だった尾﨑さんですが、重量挙げを始めてすぐにその才能は開花し、高校1年で全
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「これまでの自分の限界を、トレーニングを重ねることで超えること
ができる。それが数字として目に見えて分かるのでとても面白い
です」と語る尾﨑さん。1つ限界を超えると「また次の目標に向
かって頑張ろう」という気持ちが湧いてくるのだと言います。
毎日、約2時間の厳しいトレーニングを行い、来るべき大

会に備えている尾﨑さん。最後に「インカレの個人戦で2
連覇を目指して頑張ります」と今後の目標について語っ
てくれました。

尾﨑都加さん

Miyaka Ozaki

文学部 3年次生今月の

関大生
の友の

輪

1958年創部。現在、男子13人、女子
12人の計25人で活動中です。近年で
は男女ともに人数も増え、特に女子は
全日本大学対抗で団体3位に入るほど
の実力をつけてきました。男子も全日
本大学対抗1部昇格を目標にトレーニ
ングに励んでいます。

次号では、尾﨑さんからの
ご紹介で体育会山岳部の
稲垣匠真さん（シス理3）
が登場。お楽しみに！

関西大学体育会重量挙部

目指すはインカレ個人戦連覇！～高松塚古墳と関西大学の関わりを探る！！～

関西大学の初代考古学担当教授だった故・末永雅雄名誉教授は、戦
前に石舞台古墳発掘調査を行うなど、飛鳥地域と深い関係がありまし
た。その後任の故・網干善教名誉教授は、奈良県立橿原考古学研究所
と明日香村が実施する高松塚古墳の発掘に、本学考古学研究室を参
加させる形で、大きな成果を上げています。
日夜発掘調査を続ける学生の健闘を目の当たりにして感動した元・

関西大学教育後援会会長植田正路氏は、明日香村に教育と研究のた
めの施設があればと、1975年（昭和50年）3月、奈良県高市郡明日香村稲淵に関西大学飛鳥文化研究所・
植田記念館本館の建築費を寄付。現在、関西大学飛鳥文化研究所・植田記念館は、関西大学の学術研究と
教育・社会連携の一大拠点となっています。

高松塚古墳と関西大学

関西大学では、発掘当初に撮影された写
真を基に「高松塚古墳壁画再現展示室」を設
置しました。「再現展示室」は墳丘のイメージ
をドーム状の透明ガラスで表現し、その中に
精緻な大型美術陶板で再現した壁画を展示
しています。

発掘当時の様子が分かる！
高松塚古墳壁画再現展示室

考古学研究室のゆるキャラをご存じですか？

写真左から「ロン」、「スー」、「タイガ」、「シェン」

関西大学飛鳥文化研究所・植田記念館

網干名誉教授（前列左から5番目）率いる発掘調査団と
応援に訪れた廣瀬学長（当時、前列左から4番目）

壁画発掘直後の高松塚古墳

高松塚古墳壁画
再現展示室

（写真提供：関大スポーツ編集局）
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師走を迎えて 運命の季節？国際化プログラム海外研修報告会を開催

福島県でのボランティア活動 安全ミュージアムリニューアルStudy Abroadに向けて

BLSP（ビジネスリーダー特別プログラム）

高槻市と連携して社会調査を実施

学部・研究科トピックス
専門職大学院トピックス

カナダ研修旅行を実施

併設校トピックス

各学部・研究科のさまざまな活動や取り組みなど、
トピックスや皆さんへのメッセージをお届けします。

12月、研究論文提出予定者はその締め切り、
ロースクール進学組は各国公立大法科大学院
入試の合格発表と4年次生は何かと落ち着か
ない。3年次生も、14年度新卒採用選考解禁だ
し。1、2年次生だってそろそろ学年末試験が気
になりだすころ。講義の出席者が増え出す。こ
の辺は法学部に限らないだろうが。クリスマス
どころじゃないっ・・・・かと言えばそうでもなさ
そうだけど。

（学部長 葛原力三教授）

法学部／法学研究科 文学部／文学研究科東アジア文化研究科

10月に海外研修報告会が実施され、夏季実施
の上海とシンガポール両プログラム参加者が
研修の成果をまとめ、英語や日本語で発表を行
いました。発表後の質疑応答では、両プログラ
ムに共通した「交通事情」の話題で2国間の違
いを述べ合うなど、活発な議論がなされました。
報告会後のパーティーでは、報告会では聞けな
かった体験談が参加学生から語られるなど、大
いに盛り上がりました。「今回の研修をこれから
の学習につなげたい」という学生も多く、教職
員は期待を込めたまなざしを送っていました。
（国際化プログラム委員会委員長　谷田則幸教授）

経済学部／経済学研究科

学部の学生と教員ら計１８人が、１０月２５日か
ら２泊３日で福島県を訪ねました。昨年から数
えて５回目のボランティア活動で、二本松市の
道の駅では風評被害の対策を取材し、南相馬
市では地元の幼稚園で土が舞い上がらない
ように人工芝を敷き詰めた園庭を見学しまし
た。また、福島市内の仮設住宅では、お年寄り
に足湯や酒粕パックをサービスしながら、放射
能汚染で自宅に戻れない生活の実情を聞きま
した。こうした結果を学生が１１月末の授業で
報告しました。

（深井麗雄教授）

政策創造学部／ガバナンス研究科

1年次生の来年度Study Abroad (SA) 派遣
先大学が決定しました。来年度からは、アメリカ
（2大学）、イギリス（2大学）、中国、ニュージー
ランド、フィリピンの各大学に加え、オーストラ
リアのクイーンズランド大学も留学提携先にな
りました。この2年次（1年間）のSA制度は本学
部の大きな特徴の一つで、英語力の強化だけ
でなく、異文化経験や専門的知識を得るために
極めて有用です。SAを成功させるために、あと
数カ月の日本での日々を大切にしてほしいと
願っています。

（山西博之准教授）

外国語学部／外国語教育学研究科

システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部／理工学研究科

人間健康学部

BLSP（ビジネスリーダー特別プログラム）では、
少人数クラスによるプロジェクト実践タイプの演
習とビジネス英語担当教員による実践的な英語
プレゼンテーションの演習によって、国際的に活
躍するリーダーに求められるプロジェクト実践力
と英語の語彙力やディベート力を強化するプロ
グラムです。演習形式の授業に加えて、プロジェ
クトを実践するための基礎となる知識を身に付
けるための専門講義も設けています。この成果
は、提携校であるワシントン大学をはじめ複数の
機会を設けて発表しています。

（BLSP委員会委員長　小野善生准教授）

商学部／商学研究科

臨床心理専門職大学院

関西大学中等部

社会学部の秋の一大行事といえば、2年次生の
ゼミ選択です。10月前半のゼミオリエンテー
ションに始まり、一次選考、二次選考から最終配
属と、11月末までを費やします。ゼミ活動は大
学生活の後半で大きな位置を占めますから、2
年次生はどのゼミを希望するか、真剣に悩み考
えます。ゼミオリエンテーションやシラバスで得
た情報を基に、興味を持った教員のゼミを見学
し、各教員が課す課題を提出しました。2年次生
にとっては、自分の学問的関心についてこれま
でで最も深く考える時期になりました。

（学生主任　小川一仁准教授）

社会学部／社会学研究科

総合情報学部／総合情報学研究科

本学部では「社会
調査士」の資格が
取得できます。こ
の集大成となる
授業「社会調査実
習」では、高槻市と連携して“高槻市民郵送調査”
を実施し、企画からデータ分析および報告書の作
成まで行います。総情生の持ち味である情報フル
エンシーを発揮して分析を行い、３月には「調査結
果報告書」としてまとめ、公開します。昨年度報告
書は学部ウェブサイトで参照できます。

（西田晃一准教授）

社会安全学部／社会安全研究科
教育目標の一つ
である「国際理
解力」を育み「高
い人間力」を育
てる具体的な活
動として、3年生
105人を対象に
10月９日から７
泊９日のカナダ研修旅行を実施しました。Quest大
学での研修、1人1軒ずつ４泊５日のホームステイ、
カナダの伝統校St. Michaels University 
School、 Glenlyon Norfolk Schoolでの授業と
交流、iPadを活用して設定テーマを探究するフィー
ルドワークなど、さまざまなプログラムを体験し、国
際人としての第一歩を踏み出しました。

（中等部教頭　櫻井譲）

ホンモノになるために
本専門職大学院の特徴は他の大学院と比べ、
充実した実習群にあります。また、補助的な実
習も盛んで「軽度発達障がい児へのレジリエン
スキャンプ」や奈良県の過疎地の子どもを対象
とした「寺子屋教室」などで多くの院生が臨床
技術の向上と人格の研さんに修練しています。
院生たちは参加するだけではなく、企画段階か
ら主体的に関わっています。まさに学是である
「学の実化」を具現
化しているともい
えるでしょう。実践
的な学びに没頭し
ている彼らの姿は
まぶしい。
（石田陽彦教授）

高槻ミューズキャンパスの西館２階に地学連携
事業の一環として、地域市民が自由に観覧でき
る安全ミュージアムが設置されています。この
８月、津波発生装置と液状化実験装置の2つが
新たな展示品に加わり、安全ミュージアムのさ
らなる充実が図られました。
（高槻ミューズキャンパスグループ　渡部晋太郎）

「話トレ」始めました
「読み、書き、そろばん」って知っていますか？そ
う、江戸時代からいわれている学校で教わる内
容です。あれ、この中に「話す」がありませんね。
われわれは、自分の思いを人に伝える話し方を
習ってこなかったのです。だから、プレゼンテー
ションが苦手な人が多いのですね。本学部は1
期生が3年次生になり、専門演習が始まりまし
た。研究するにしても、就活においても、どのよ
うに話をすれば、自分の意思を伝えることがで
きるのかが大切だと考え、「話トレ（話すトレー
ニング）」に取り組んでいます。

（杉本厚夫教授）

年末の理工系3学部の活動
理工系3学部では、12月に学生および教職員
の安全管理に対する意識の向上と、実践訓練
を目的として、第4学舎全域において安全衛生
週間を実施します。６月にも安全衛生週間を
行っており、６月と同様、この期間に事故防止啓
発のための講演会、全研究室において安全管
理チェックシートを用いた一斉自主点検、安全
衛生委員会メンバーによる各研究室内の巡回・
点検などが行われます。さらに、第4学舎内では
安全衛生に関するポスターやチラシによるPR
も行います。この機会に、日常的な安全衛生管

ファッション、モードを考える
2013年度文学部では、「エスモード提供ファッ
ション学講座」を開講します。エスモードパリ校
は、テーラー、クチュリエを養成する教育機関と
して170年の歴史を誇る服飾学校です。来年度
開講に先立ち、12月6日（木）には、学術講演会
「ファッションの未来を考える－日仏ファッション
史を通じて－」を開催します。エスモード代表、
フランス校校長、大阪校校長の3氏に、ファッ
ションの過去・現在・未来を、文化論的視点から
考察していただきます。多数のご来場をお待ち
しています。

（三村尚彦教授）

大学からの重要なお知らせ

理についての意識を高めましょう。
12月2日（日）には、父母・保護者を対象とした
キャリアプランニングセミナー（2年次生）およ
びキャリアデザインセミナー（1年次生）が開催
されます。今年度の就職状況を基に、1年次お
よび2年次の早い段階から計画的な就職活動
の準備が重要であることについて説明します。
当日は、キャリアセンター主事による就職に関
する総合説明、学生による就職活動体験報告
が行われます。また、大学院理工学研究科副研
究科長による大学院進学に関する説明も行わ

れます。本セミナーに参加される多くの父母・
保護者の方には、学生生活やその後の進路に
ついて把握していただき、就職や進学について
の情報に耳を傾けていただければ幸いです。学
生の皆さんは、下位年次であっても就職・進学
が身近にあることを念頭に、学生生活を過ごし
てください。
月末には冬季休業が控えています。学生の皆
さんにとって、勉学は一段落となりますが、年明
けには新たな気持ちで勉学にいそしむことを
期待します。
（環境都市工学部副学部長　山本秀樹教授）

寺子屋教室の風景

Glenlyon Norfolk Schoolにて

「定期試験（筆記試験）」「到達度の確認」の注意事項・受験心得

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、秋学期試験ですでに受験
した科目は全て無効になり、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、早めの通学を心掛けてください。

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お知らせします。

冬季休業が明けて授業が再開するとすぐに定期試験が始まります。休み中にしっかりと対策を立てておきましょう。
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関大トピックス

商学部　明神 信夫 教授

尚文館と総合図書館との間にある天然芝が美しい。かつて尚文館が完成するまで
は、博物館から図書館までの間に三日月の形に似た見事な階段式の観覧席(スタン
ド)があった。私はここが一番好きだった。講義の合間に友と語り合ったのも多くはこ
の場所であった。いろいろな悩みも広い空間の中に身を置くと自分の悩みは小さい
と感じることが多かった。スタンドは映画やTVドラマの撮影にも使われた。学園祭の
後夜祭もこの地で行われ、スタンドにはおよそ3,000人もの学生が集い、手にはキャ

ンドルを持ち応援団の指揮の下、全員が心一つにして高らかに学歌や逍遥歌を歌い、
その瞬間関大生であることを強く自覚し、関大生であって良かったと思い、関大生で
あることに誇りも感じた。涙する学生もいた。今この地にスタンドはなく、天然芝には
10年近くも「養生中」の文字が学生の立ち入りを冷たく阻む。天然芝は確かに美しい。
だがそこに立ち止まって友や恋人と語らう学生の数は少ない。美しいものを植えるの
は良い。だがそこに心も植え付け、育むことのできる空間にできないものかと思う。

「失われたもの」

『大学満足度調査』なるものを目にしました。『日本経済新聞』（2012年11月5日付朝刊）の記事で、ビジネスパーソンが卒業した大学を評価する
アンケート調査です。関西大学はランキング11位で、近隣のライバル校よりも上位に位置しています。「就活支援」も満足感を推し量る対象になっ
ています。今号では、「思い描いた未来へ共に歩もう！就職活動の不安・悩み解決スペシャル」と題した特集が組まれています。これから就職活動に
挑む学生たちがビジネスパーソンとなった時も、母校に大きな満足感を得ていてほしいと願うばかりです。（広報委員・経済学部准教授 坂根宏一）

今月の表紙：井上光司さん（商3）、小林由樹さん（文3）、寺内誉人さん（商3）、中野雄也さん（社3）、東山紗矢さん（商3）、福山由花さん（商3）、堀田健登さん（法3）、桝矢孝則さん（商3）、
山本華さん（商3）、和木一生さん（社3）、渡邉歩美さん（商3）
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1 1月25日、「第2回大阪マラソン～OSAKA　
MARATHON 2012～」（大阪府、大阪市、一般財団法人
大阪陸上競技協会主催）が開催されました。大会公式スポ
ンサーの関西大学からは代表ランナーとして18人が出走
しました。
また、給水ボランティアとして約400人、語学対応ボラン

ティアとして16人、チャリティ募金活動ボランティアとして
24人の学生が参加し、大会運営をサポート。この他にも「沿
道応援イベント」として、応援団をはじめ多くの学生団体が
コース沿道からランナーに声援を送り、マラソンを盛り上
げました。

関西大学協賛　第2回大阪マラソン開催 体育会サッカー部・田中裕人さん、
岡﨑建哉さん、Jリーグへ
体育会サッカー部の田中裕人さん（政策4）が2013シー

ズンからＪリーグ・ジュビロ磐田に、また、岡﨑建哉さん（政
策4）がガンバ大阪に、それぞれ加入することが内定しまし
た。これで関西大学からは5年連続でJリーガーが誕生する
ことになります。
田中さんと岡﨑さんはガンバ大阪の下部組織であるガ

ンバ大阪ユースの出身。田中さんは攻守にわたってのアグ
レッシブなハードワークが持ち味で、岡﨑さんは創造性豊
かなプレーで攻撃にアクセントをつけることができる選手
です。共にJリーグの舞台でもその活躍が期待されます。

沿道応援イベントの様子

給水ボランティアの様子

（写真提供：関大スポーツ編集局）
岡﨑健哉さん（ガンバ大阪）田中裕人さん（ジュビロ磐田）

竹中平蔵客員教授による講演会を開催
会計専門職大学院では、2013年1月9日（水）、千里山

キャンパスBIGホール100で、客員教授講演会を開催しま
す。講師には昨年に続き、慶應義
塾大学教授、元総務大臣の竹中
平蔵客員教授をお招きし、「日本
のマクロ経済運営と財政・社会
保障制度」をテーマにご講演い
ただきます。聴講は自由、事前申
込は不要。多数のご来聴をお待
ちしています。

2012年度 関西大学統一学園祭を開催

「8月に結成し初のライ
ブ。粗削りな演奏でした
が、自分たちの個性と自信
があった曲を評価しても
らえたと思います。率直に
うれしいです！」　リーダー 
惠翔兵さん（環都1）

K.U. ROCK FEVER10th
優勝者　THE SING

11月1日から4日まで、千里山キャンパスで統一学園祭
が開催され、今年もイベントや講演会、模擬店の出店など、
学生によるさまざまな企画が行われました。その企画の中
でも大きな盛り上がりを見せた3つのイベントの優勝者の
声をお届けします。

THE SINGの皆さん

「みんなで楽しく踊りた
いと思って臨みました。声
援も聞こえ、気持ちよく踊
ることができました。目標
は優勝だったので達成で
きてうれしいです」リー
ダー 澁谷悠太さん（文4）

Kandai Dance Festival 2012
優勝者　Soul Beat Lockers

Soul Beat Lockersの皆さん

「生駒の山にこもって
特訓したかいがありまし
た。楽しかったです！」鈴木
綾さん（経1）「泣きそうな
くらいうれしかったです
が、優勝インタビューで
スベって現実に戻りまし
た」菅原崇史さん（社1）

LAUGH＆PEACE お笑い王決定戦2012
優勝者　野良野良

野良野良の菅原さん（左）、鈴木さん 昨年の講演会の様子

【働く関大人】エンターテインメント業界／球場運営スタッフみんなで一緒に考えよう。【関大誌上教室】
阪神電気鉄道株式会社 中西史恵さん
【なるほど・ザ・関大！】
関西大学でゆるキャラ発掘！？
【今月のシンクさんアクトくん 関大生の友の輪】
文学部3年次生 尾﨑都加さん「国文学作品研究（三）b」 

【VIVA!学び場】文学部 国語国文学専修

大島薫 教授

関大生の友達事情

【2014年3月卒業・修了予定者対象　就職活動スタート】

思い描いた未来へ
共に歩もう！
就職活動の不安・悩み解決スペシャル


