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【働く関大人】エンターテインメント業界／プロサッカー選手みんなで一緒に考えよう。【関大誌上教室】
ジュビロ磐田　金園英学さん
【なるほど・ザ・関大！】
関西大学 学園祭の歴史をひもとく
【今月のシンクさんアクトくん 関大生の友の輪】
法学部2年次生 半澤萌美さん「建築設計製図D」岡絵理子 准教授

【VIVA!学び場】環境都市工学部 　

関大生にとって“学園祭”とは？

ユニークな数字がいっぱい！！
関大生なんでもMy記録

表紙モデル
大募集！！
詳しくは裏表紙へ



関大生なんでも My記録関大生なんでも My記録ユニーク
な

数字がい
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竹内 美沙保さん
（法学部1年次生）

たった1人の女子部員
なんです。
応援団リーダー部の演舞を初めて
見たとき、心に衝撃が走り、すぐに
入部を決めました。応援団リーダー
部に入ったことで、物事をポジティ
ブに考えられるようになったと思い
ます。今後は女子とは思えないよう
な迫力ある応援ができるようにな
りたいです。

1人1人1人

越後谷 年良さん
（人間健康学部4年次生）

アルバイトで260万円
ためました。
多い時にはコンビニエンスストアと
トレーニングジム、塾3校と3人の
家庭教師を掛け持ちして、大学の
授業終了後、毎日アルバイトをしま
した。アルバイトを通して、さまざま
な人と話す機会が増え、コミュニ
ケーション能力を上げることができ
たことが良かったと思います。

260万円260万円260万円
中谷 悠大さん
（商学部2年次生）

一発芸を50個持っています。
人を笑顔にすることがうれしくて、「明
日何か集まりがあるな」と思ったら、前
の晩にネタを考えたりして、どんどん数
が増えていきました。たくさんの人と
仲良くなりたいので、覚えてもらうため
に、自己紹介のときに一発芸を披露す
ることもあります。将来は人を笑わせる
放送関係の仕事に就きたいですね。

50個50個50個

竹原 舞さん
（社会学部2年次生）

1923年製の楽器を
愛用しています。
「 N P O 法 人 A R T E  
MANDOLINISTICA」とい
う社会人マンドリンオーケ
ストラに所属し、「マンドラ」
という楽器を演奏していま
す。音色にも歴史と深みを
感じられる1923年製の
オールド楽器は、私の一番
の宝物。私が奏でた音色を
たくさんの人に聴いてもら
い、夢を与えられるように、
これからもマンドリンを続
けていきます。

1923年製1923年製1923年製

5/66チーム5/66チーム5/66チーム

後呂 翔太さん
（システム理工学部3年次生）

春学期だけでレポートを
528枚書き上げました。
機械工学科は実習も多く、レポート
が比較的多い学科です。データや画
像以外は手書きをするため、ペンだ
こができたほど。一生懸命取り組ん
だ自分でもベストなレポートが、1回
で合格できたときは充実感があり
ます。レポートを書くことで学んだ
さまざまな知識を秋学期の研究に
つなげていきたいです。

528枚528枚528枚

山藤 沙弥さん
（化学生命工学部3年次生）

音楽仲間が500人以上
できました。
地球の緑を増やすことを目的とした国
際的な吹奏楽バンド“Green Band”、
関大の吹奏楽サークルなど、３つのバン
ドに所属し、アルトサックスを担当して
います。サックスのおかげで初対面の
人ともすぐに打ち解けられ、言葉の通じ
ない外国の方々にも喜んでもらえて、
音楽を続けてきて良かったなと思って
います。

500人500人500人

中村 大二郎さん
（政策創造学部4年次生）

日本の東西南北の端、
4カ所を巡りました。
今年の夏、民間人が行くことができ
る日本の最北端（北海道・宗谷岬）
と最東端（北海道・納沙布岬）、最南
端（沖縄県・波照間島）と最西端（沖
縄県・与那国島）に行き、東西南北
の端、4カ所全てを制覇しました。目
的地まで飛行機や電車、バス、船な
どを乗り継いで、少しお金は掛かり
ましたが、とても有意義な旅ができ
ました。

4カ所4カ所4カ所

福井 しほさん
（文学部2年次生）

1年間で80人の取材をしてきました。
文章を書くことが好きで、そのことが生かせる
サークルを探していた時に「関大タイムス」と出会
いました。取材をしていて感じるのは、関大には本
当にすごい人がたくさんいること。これからも身近
な学生を取り上げ、学内外に発信し、関大・関大生
の素晴らしさを広く世間に知ってもらうことが私
の目標です。

80人80人80人

福岡 俊彦さん
（法学部2年次生）

1200人の前で演技しました。
3年前、母と妹に勧められてクラシックバレエ
を始めました。今年の7月に初めての発表会
に出演し、お客さんの前で演技をしました。
バレエを始めたころは、戸惑いもありました
が、ここまで続けてこられたことが今では自
分の誇りです。今後も、母と妹の3人で一緒
にバレエを続けていけたらと思っています。

1200人1200人1200人

前住 崇介さん
（社会安全学部2年次生）

全国47都道府県を
旅行しました。
青春18きっぷや地元の周遊パスなどを
駆使して、6年間で47都道府県全てを
巡りました。旅行の醍醐味（だいごみ）は
“五感”で楽めるところ。大学生になって
からは、地形や街並み、地域を活性化す
るにはどうしたら、などの目線でも見る
ようになりました。次の目標は日本の世
界遺産全てを訪れることです。

鈴木 允也さん
（商学部3年次生）

小学校15校でボランティア
をしています。
児童文化実践サークル「うぷ」のメン
バーとして、毎週水曜日に吹田市内15
校の小学校のうち、1～2校でボラン
ティアをしています。一緒にゲームをし
たり、紙芝居などを披露して遊ぶのが
主な活動で、披露するお話やおもちゃ
などは、全て自分たちで創作するため
事前の準備が大変ですが、子どもたち
の笑顔を見ると苦労も吹き飛びます。

藤原 寛啓さん（人間健康学部4年次生）(右)
髙田 紗希さん（人間健康学部4年次生）(左)
黒田 隼太さん（人間健康学部3年次生）(下)
66チーム中5作品しか選ばれない特別賞を受賞しました。
準登録団体「創作ダンスPerformance Theater KAYMO(カイモ)」に所属し、
日々汗を流しています。自分たちでテーマを決め、心や気持ちを皆で共有し、身
体表現をしています。流れを作って動いてみてはまた原点に戻る…その繰り返
しで、数分の作品を作るのに２カ月以上かかることも。このたび全国の強豪が出
場する「アーティスティックムーブメント・イン・トヤマ2013　第16回少人数に
よる創作ダンスコンクール」に出場し、「食・感謝・命」をテーマとした『ルグト』
で、全66チーム中5チームのみが選出される「特別賞」を受賞しました。他チー
ムにはかなわない技術力を、表現力で補った結果として、自分たちのダンス(表
現)が認められた最高の瞬間でした。

竹村 祐哉さん
（文学部4年次生）

約20の教育的事業活動に
参加しました。
文学部の初等教育学専修で教育に
ついて学びつつ、地元の小学校の
総合育成支援員や、「ふくしまキッ
ズ」のサポート、自然学校、母校中学
のバレーボール部のコーチなど、教
育に関するさまざまな事業に従事
しています。活動の中のいろいろな
出会いや経験から、人としての幅が
広がったと思います。

平崎 京さん
（外国語学部1年次生）

1カ月に20冊以上の本を
読んでいます。
物心がついたころには、毎週図書館で
1度に10冊も借りるくらい本が好きに
なっていました。今でも新聞で紹介さ
れた面白そうな本は必ず読んでいます
し、本を手に取ると止まらなくて、気付
いたら1カ月に20冊以上も読んでいま
した。次は新たな分野である、外国文学
や明治・大正文学にも挑戦したいです。

山田 美樹さん
（商学部2年次生）

「池-1グランプリ」で1位
に輝きました。
日清のチキンラーメンを使った
創作メニューの味を競う池田市
の町おこしイベント「池-1グラン
プリ」に出場し、地域の人々の協
力を得て誕生した『池炭バー
ガー』で優勝しました。私の地元・
池田市の地域活性化を目的に活
動する団体「関関COLORS」の
イベント事業のリーダーとして、
地元の力になれたことがうれし
かったです。

中岡 紗千日さん
（法学部1年次生）

往復7時間かけて
通学しています。
自宅から大学まで往復7時間かけて通
学しています。春学期は毎日1限目から
の授業だったので、毎朝5時に起床して
いました。おかげで家族全員、健康的な
早起き一家になりました。和歌山県のご
当地電車「たま電車」や「おもちゃ電車」
に揺られながら、宿題や法学の勉強を
するのが日課です。

岡本 一樹さん
（商学部1年次生）

オセロ世界大会で
第2位になりました。
昨年の11月、オセロの世界大会、
ワールドオセロチャンピオンシップ
に出場し、第2位になりました。予選
ラウンドは2日間で13ゲームを戦う
ので、精神的、体力的に非常に疲れ
ましたが、3度目の挑戦で初めて予
選ラウンドを突破し、決勝まで進む
ことができました。今年こそは優勝
を目指して頑張ります。

47都道府県47都道府県47都道府県

15校15校15校 約20約20約20

20冊20冊20冊

7時間7時間7時間

第2位第2位第2位

矢野 優歌さん
（社会学部3年次生）

コンテストで第1位に
なりました。
シンガーコンテスト「BASIC OF 
SONG 大阪」で優勝し、全国大会
にも出場しました。惜しくも優勝
は逃してしまいましたが、現在も
サークル内で4つのグループを
掛け持ちし、日本全国の大会やラ
イブに出場しています。先日も、ア
カペラの全国大会「A Cappella 
Spirits」に出場し、女性ボーカル
賞にノミネートされました。

第1位第1位第1位 第1位第1位第1位

今回の特集では、関大生たちが持っているさまざまな記録、その数字に
クローズアップ。誰にもまねできないすごい記録やその人ならではのオ
リジナルな記録など、ユニークな記録の数々をご紹介します。
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後夜祭ステージ企画サークル・ゼミなどの
展示会・研究発表

ライブ
（アーティスト・お笑い）

模擬店
（全般）

 学部・学年 性別  

 法1 男
 文3 女

 経3 女
 

 人4 男

 関 大 生   

全員で何かのギネス記録に挑戦する。
派手なパレードとかがあれば面白そう。
スポーツ大会などのイベントがあれば、今以
上に盛り上がるのではないかと思います。 ま
た、宝探しなどのイベントがあれば、ぜひ参加
したいです。
ライブなどのように見るだけでなく、統一学
園祭に来ているさまざまな人がもっと参加で
きるようなイベントがあればいいかと思いま
す。動き回るようなものは子どもやお年寄り、
体の不自由な方と差が出てしまうので、例え
ば誰でも気軽にできるじゃんけん大会（賞品
あり）とかが期間中に何度かあれば面白いと
思います。 また、ペアやカップルで参加する
イベントがあっても面白いと思います。

 学部・学年 性別  

 法2 男 

 文2 男

 経1 女

 外3 男

 安全2 男

 学 園 祭 実 行 委 員

模擬店のバトル企画や一斉タイムセール。
関大の学園祭は、祭典実行委員の熱が高い
がゆえに、実行委員の自己満足と言われるこ
とがあるが、学園祭の来場者も何か協力でき
る企画を作れば、関大生全体の学園祭になる
と思う。
関大生と一般の方が合同で参加できるイベン
トを増やせば、もっと触れ合いが増え、どちら
も楽しめる学園祭になると思う。
関大と一般の企業がタッグを組み、また地域と
もっと密接に絡んだ企画があれば、関大生、一
般の人も参加しやすく盛り上がる！
後夜祭のように、昼間に来場者が1つのステー
ジに注目できるステージを実施できればと思
います。

学園祭に
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学園祭の楽しみ、ダントツが「模擬店」、学園祭でどうして模擬店なんだろう。多
くの大人は首をかしげます。お祭りには店が並びます。食べることにも事欠いた時
代、食べることは、祭りの喜びの表現だったのでしょう。いま模擬店は、仲間と一緒

に何かを作る喜びを感じる手っ取り早い方法かもしれません。「僕作る人、私食べ
る人」で大いにコミュニケーションを深めてください。でも模擬店とともに、さまざま
なイベントやシンポジウムも開かれています。そこに注がれている関大生のエネル
ギーもお忘れなく。
実行委員は「来た人に楽しんでもらうため」に頑張っていると答えています。いま

はやりの「おもてなし」でしょうか。今年のテーマは「Jump out! 関彩大!!」とのこ
と。多様に彩られた関西大学のエネルギーがキャンパスから飛び出すという意味
が込められているとか。学生たちのエネルギーが地域社会や世界へと飛び出して
いき、若い世代による新しい文化が花開くことを願っています。

OPINION  OF  PROFESSOR
学生センター所長　

社会学部　黒田 勇教授

次号のテーマは…「関大生“アルバイト”事情」
大学生になると、多くの人が何らかのアルバイトを経験しているのではないでしょうか？「教科書を買うため」「食
費のため」または、「洋服を買うため」「旅行に行くため」など、人それぞれさまざまな理由があると思います。です
が、アルバイトは、ただ単に「お金」を稼ぐ場だけでなく、将来社会に出て働くまでに経験することができる、「社会
勉強」の場でもあります。そこで、次号の誌上教室では、関大生のアルバイト事情を徹底リサーチします。

11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

今号の「関大誌上教室」アンケート「関大生に
とって“学園祭”とは？」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（10月29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。

Q.学園祭期間中は何をするのですか？ Q.どのようなイベントがあれば  学園祭が今以上に盛り上がると
思いますか？

Q.学園祭には、何日間行きますか？

関大誌上教室
みんなで一緒に考えよう。

【アンケート期間：7月30日～9月9日　対象：関大生　回答者数：362人（男子157人 女子205人）】

11月1日（金）から4日（月）まで、千里山キャンパスで開催される
2013年度関西大学統一学園祭。同じ関大生でも、学園祭を運営
する実行委員会の学生は何を目標に準備に取り組み、学園祭に
訪れる関大生は何を楽しみに来るのでしょうか。
今回は、学園祭に対する関大生の意識について調査しました。

Q.学園祭 に行く目的は
何です か？
（3つまで選 択可）

Q.学園祭実 行委員とし
て、何を目 標に取り組
んでいます か？
（3つまで選択可）

Q.学園祭 で楽しみにし
ている イベントは何
ですか？（3つまで選択可）

Q.どのような イベントを
楽しみにし て学園祭
に来てほし いですか？
（3つまで選択可）

関
大
生
（
学
園
祭
実
行
委
員
を
除
く
）

学
園
祭
実
行
委
員

学園祭
行く派

学園祭
行く派

学園祭行かない派

学園祭行く派

「お祭り気分を味わっても
らえるように（味わうた
め）」の選択肢は、関大生
の回答はダントツでトップ
なのにもかかわらず、学園
祭実行委員の回答はあま
り伸びず。

「関大をもっと知りたいか
ら（知ってもらえるよう
に）」の選択肢に対して、関
大生と学園祭実行委員の
間で大きな差が。

1日で学園
祭を満喫
する人も
い れ ば 、
丸々4日間
楽しむ人
もいる！？

やはり「模擬店」は両者と
も楽しみにしているイベン
トである一方、「ステージ
企画」や「各学部学園祭実
行委員会の企画」について
は、関大生からの支持があ
まり高くない様子…。

「学園祭」といえば
「模擬店」がダン
トツ！？

学園祭実行委員長に聞きました！！

統一学園祭実行委員会 委員長

本屋敷 孟さん
（法学部3年次生）

①今年の学園祭の見どころを教えてください。
―各学部の学園祭実行委員会が実施する企画です。各学部に委員会が存在するとい
うのは、他大学ではあまり見られません。今年は約700人が所属しており、サーク
ルや学術研究会などが行う学生企画や研究発表を含めると、100近い多彩な企画
がそろっています。企画を通して各学部の魅力を知ることができますし、学園祭期
間中はキャンパス内のどこに行っても楽しむことができます。

②今までの学園祭にはなかった、今年から始めた取り組みやイベントはありますか？
―今までの学園祭は、実行委員のアイデアやスキルのみで企画の立案、実施を行っ
てきましたが、広いキャンパスにたくさんの方が来られるので、さらに企画の可能
性を広げることができないかと考えました。そこで今年からは、関大生には気付か
ない部分を、専門学校などの学外団体からアドバイスをいただき、自分たちの企画
にフィードバックするように取り組みました。

③学園祭に来られる方々にメッセージをお願いします。
―学園祭は、関大の13学部全ての魅力が詰まった4日間だと思います。また、関大生が
持っている元気や個性を感じてもらって、素晴らしい時間を過ごしていただければと
思います。また、学園祭のフィナーレを飾る後夜祭にも、ぜひお越しいただき、応援団
の演舞や学歌斉唱など、最後まで学園祭を楽しんでいただければうれしいです。

関大生にとって“学園祭”とは？関大生にとって“学園祭”とは？関大生にとって“学園祭”とは？関大生にとって“学園祭”とは？
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金園英学さん

ジュビロ磐田

島根県立正大学淞南高等学校出身
2011年文学部卒業

ファン・サポーターの笑顔のために、
チームの勝利に貢献したい。
静岡県の磐田市に本拠地を置くJリーグチーム・ジュビロ磐田で、

プロサッカー選手として活躍している金園英学さん。加入初年度とな

る2011年シーズンには通算12得点を決め、2年目には日本代表に選

出されるなど、ストライカーとして多くの期待を集めています。

「得点を決めてチームの勝利に貢献したい。その結果、ファンやサ

ポーターの方が笑顔で喜んでくれることが何よりうれしいです」と語

る金園選手。サッカーを始めたのは5歳のころで、地元や尼崎のクラ

ブチーム、立正大学淞南高等学校を経て、関西大学に入学します。「大

学時代は体育会サッカー部のホームタウン活動で、サッカースクール

活動や清掃活動を経験しました。地元の人や子どもたちとの触れ合

いを通じて、社会のことを学びました。プレイヤーとしてはもちろん、

人間的にも大きく成長できた時期だと思います」。そんな金園選手が

ストライカーとしてのスタイルを確立したのも大学時代。関西学生

リーグ1部では2年連続得点王に輝くなど、その実力がプロチームの

目に留まり、ジュビロ磐田に加入することとなります。

順風満帆にプロ生活をスタートさせた金園選手ですが、2年目には

大きなけがをするなど、挫折も経験しています。また、常に結果が求

められるプロとしての厳しさを痛感することも多いそうですが、「大学

時代からどんな困難にも逃げずに挑み続けることを大切にしてきま

した。チームや自分がどんな状況にあっても、常に勝利を目指して全

力でプレーし続け、そしていつか大きなタイトルを取りたいです」と今

後の目標を力強く語ってくれました。

金園選手の華麗なプレーを支えるスパイクシューズとボール、そして
レガース。

エンターテインメント業界／
プロサッカー選手

ある1日の
スケジュール
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地域環境を読み取り、デザイン提案をする。

この授業は、建築を学ぶ学生たちが町を観察し、現地調査、データ収集によっ

て、地域の課題を見いだし、建築を通してその解決策を提案することを目的として

います。まず授業の前半は、吹田市南部を対象に地域環境調査を行い、後半はス

タジオ内で4～5人のグループをつくり、吹田市南部地域の課題を発見・分析し、

地域デザイン提案を作成していきます。

地域環境調査では、学生たちが町歩きで発見した町の課題をより深く掘り下げ

ていきます。例えば、この町の雰囲気はどこから生まれているのかを考え、住宅の

外壁や塀の素材を調べたり、この建物はどのように地域とつながっているのかを

知るために、開口部を調査したりします。こうして実際の町や人の暮らしを見なが

ら、建物や町を見る感性を養っていくのです。後半は、地域環境調査や地域の方々

へのヒアリング調査などから、今、地域で抱えている課題をどのように解決すれば

より良い町ができるのか、どのような建築を取り入れれば、より豊かな暮らしが実

現できるかといった提案をグループで考え、地域環境デザイン提案としてまとめ

ます。提案書の作成に加えて、模型を作ってその環境を可視化することもこの授

業の特徴の一つです。提案では、地域に実際に暮らしている方々に共感していた

だくことが何より大切です。専門的に語るのではなく、より分かりやすく、楽しく、魅

力的に自分たちの提案を伝えることが求められます。

完成した提案や模型は、地域の施設で展示をしたり、地域の方々の前で発表を

するなど、地域の人たちに直接提案する機会が与えられます。学生にとっては、一

般の方の感想や意見に触れることができる貴重な経験となっているようです。

環境都市工学部 

「建築設計製図D」
岡絵理子 准教授

グループワークでは、自分の意見を主張することの大切
さを学びました。川沿いに緑地帯を造るという提案だった
のですが、みんなのアイデアや意見を戦わせた結果、全
員が納得できる作品に仕上がったと思います。

中能里英さん（3年次生）

初めてのグループワークを通じて、たくさんのことを
学べたと思います。意見が対立したり、難しいことも
多かったですが、みんなで協力して一つのものを作
り上げる喜びを知ることができました。

二宮健太さん（3年次生）

吹田市南部をフィールドとして地域環境調査を行い、
より豊かな暮らしを実現するための地域デザインを提案します。

建築もまちづくりも、さまざま
な専門性を持った人たちが、お
互いを信頼して取り組みます。
その中で、自分がどのような役
割を担うことができるのかと
いうことを確認してほしいです
ね。この授業が自分自身の専
門性をどの分野で高めていく
のかを考えるきっかけになって
くれればと思います。

環境都市工学部
岡絵理子 准教授
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関西大学 学園祭の歴史をひもとく関西大学 学園祭の歴史をひもとく関西大学 学園祭の歴史をひもとく

関西大学で初めて学園祭が開催されたのは、1926年（大正15年）10月23日・
24日のことでした。当時、キャンパス内に大運動場とクラブハウスが新設され、これを
記念して運動場開場式と創立40周年記念式、大学昇格式、そして第1回大学
祭が同時に開催されたのです。
第1日目には、創立40周年記念式と昇格記念式が、第2日目には運動場開場

式が行われました。そして運動場開場式の終了と同時に記念陸上大運動会がス
タート。会場は押し寄せた観衆で満員になるほどだったといいます。プログラムは
100メートル競走や400メートル競走といった一般競技の他に、二人三脚やパン食
い競走のようなゲームも含まれ、スタンドからは大きな声援が送られたそうです。

今年で第36回を迎える関西大学統一学園祭。現在では4日間にわたってさまざまなイベントが開催されていますが、
現在のような開催形態に至るまでには、たくさんの学生や教職員たちの努力がありました。

そこで今回は、関西大学統一学園祭の歴史をひもといていきましょう。

なるほど・ザ・関大！なるほど・ザ・関大！

第1回大学祭は運動会だった！？第1回大学祭は運動会だった！？

第 1回大学祭の様子

現在の統一学園祭

※写真は年史編纂室蔵

※写真は年史編纂室蔵

1926年（大正15年）にスタートした大学祭。その後、1946年（昭和21年）に文化
祭が、1951年（昭和26年）に学術研究祭が始まりました。そして1955年（昭和30
年）ごろから、3つの行事を統合し、新機軸を打ち出そうという意見が学友会で議論
され、1961年（昭和36年）に執行部は統合実施に踏み切ります。新行事の名称を
学生から募った結果、「千里祭」に決まりました。
第1回千里祭は、1961年11月6日から12日まで、千里山キャンパスを中心に、前

夜祭、文化祭、学部祭、雄弁祭、学研祭、体育祭の6部門祭と展示会に分かれて
開催されました。以後1968年（昭和43年）まで開催された千里祭。学園紛争によ
る中断を経て、1970年（昭和45年）から学部別に学園祭を開くようになり、1977年
（昭和52年）には、各学部実行委員会とスポーツ週間実行委員会、応援団による
合同祭が催され、翌1978年（昭和53年）から各サークルも1つにまとめた、統一学
園祭が誕生したのでした。

千里祭を経て統一学園祭の誕生へ！千里祭を経て統一学園祭の誕生へ！

仮装行列の様子

大運動会のさまざまなプログラムの中でもひときわ注目を集めたのが、予科生た
ちの仮装行列でした。高足のピエロを先頭に、罪人、判事、検事、弁護士が続く
予科3年生の陪審法廷の仮装、書生風俗の変遷を絵巻物風にした予科2年生
の行列。そして一番元気が良い予科1年生70人は、南洋の先住民に扮して行列
しました。右手にやり、左手に骸骨を白く染め抜いた盾を持ち、半裸の姿で踊り狂う
という、これが後に大学祭の呼び物となった南洋踊りの始まりでした。
こうして大成功のうちに第1回大学祭は幕を閉じ、それ以後毎年開かれ、市民も
楽しみにする関大名物となりました。当時の大学祭は学生や教職員にとって感慨
深かったようで、大学祭を開催した一番の目的は「学校の名を宣伝するためだっ
た」という記述も残されています。

↑学生たちによる
南洋踊りの様子。
関大前にあった
銭湯の灰を、体
中に塗りたくり
踊った。

大学祭の呼び物となった南洋踊り　大学祭の呼び物となった南洋踊り　
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関西大学で行われる最も大きなイベントの一つである関西大学統一学園祭。その企画や運営、管
理などを行う学園祭実行委員会は、各学部の学園祭実行委員会と課外活動団体の有志で構成された
サークル祭実行委員会とで成り立っています。｠半澤萌美さんは法学部祭典実行委員会に所属し、タ
レントや芸能人などの講演を企画・運営する講演局で活動しています。
「講演局では、タレントや芸人さんなどの講演の企画から始まり、出演者の選定、出演交渉、宣伝、チ
ケット販売、予算管理など、仕事は多岐にわたります。毎日忙しいですが、物事を一から企画・実行する
のは貴重な経験なので、とても楽しいですね」。半澤さんは主に備品関係の業務を任されていて、1年
次には宣伝用の看板やポスターの制作を、今年は講演局内の備
品・デザイン班に所属しています。備品・デザイン班は、企画
や講演に向けて作業する前の準備や資材調達、備品管理
などがメインとなる仕事で、みんなで助け合いながら作
業を進めているそうです。
「これまではあまり人には頼らず、何でも一人で解
決してしまうことが多かったのですが、祭典実行委員
会に所属したおかげで、周りでフォローしてくれ
る仲間がいることの素晴らしさに気付くこと
ができました」と、この1年半で人間的に
大きく成長できたという半澤さん。今年
の統一学園祭での目標は、チケットを
全て完売させることだそうです。
「満員の会場で、出演いただいた
タレントさんに気持ちよく講演を
行ってほしいですし、周りの人たちも
期待してくれているので、その思い
に応えるためにも、今年は全てのチ
ケットを完売させてみせます」と力強
く語ってくれました。

半澤萌美さん

法学部 2年次生今月の

関大生
の友の

輪
講演会場をお客さんでいっぱいにしたい。

法学部祭典実行委員会には、約90人
の実行委員が在籍。活動内容は、企画
や講演などの立案・実行、模擬店の管
轄や広報活動など多岐にわたります。
さまざまなイベントで法学部ならでは
のカラーを打ち出して、統一学園祭を
盛り上げていきます。

次回は、半澤さんからのご
紹介で「BR IGHT  UP  
KANDAI St.2013」実行
委員会の永田慎治さん
（外4）が登場。お楽しみに！

法学部祭典実行委員会
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法学部祭典実行委員会企画！ 地域活性化現地合宿を行いました経済学への高い関心が伺えました

論文甲子園を実施しました 社会安全体験実習Ⅰを実施個の努力と協同の力で完走を

ヨーク大学に移ったBestA

人気の就活メイク講座、今年も開催

学部・研究科トピックス
専門職大学院トピックス

総合体育館リニューアル！

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。

法学部が唯一公認している学生団体「法学部
祭典実行委員会」が、本年度も本学の学園祭を
盛り上げます。11月2日（土）、3日（日）10時～
16時（両日共）で開催予定の「KINGDOM　
ADVENTURE ～呪われし王冠～」では、「楽し
みながら法律、政治を学んでもらおう」という趣
旨で、ストーリー仕立てのミニゲームや法律○
×クイズが執り行われます。法学部生はもとよ
り、法律に興味がある方は奮ってご参加くださ
い。参加費は無料。事前申し込み等も不要です。

（法文オフィス）

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

サマーキャンパスにおいて「企業の価格戦略」
というテーマでミニ講義を行いました。「なぜ映
画館は大人と子供の料金に差をつけるのか？」、
「なぜヘビーユーザー向けの携帯電話料金は
基本料金が高く通話料金が安いのか？」など、企
業のお客によって価格に差をつけて売る行為に
ついて解説しました。立ち見が出るほど予想以
上に多くの方に聴講していただきました。講義
後も講義の内容や安倍内閣の経済政策につい
て熱心に質問をする学生もいて、経済学や現実
の経済への関心の高さが伝わってきました。

（学生主任　石井光准教授）

理工系3学部へようこそ！ 第4学舎リニューアル
9月9日、関西大学北陽中学校との連携プログ
ラムを実施しました。中学2年生約120人が理
工系学部の研究室を訪問して実験を体験し、教
員や大学生との交流を行いました。最初のうち
は緊張していた
生徒たちも、最
後は楽しく実験
に取り組み、理
工系の学びを体
験しました。

第4学舎では、昨年度から建物のリニューアル
や改築の工事が続いています。本年4月には2
号館教室棟のリニューアル工事が完成し、学生
の皆さんは、この春学期から新しい教室で新鮮
な気持ちで講義を受けられたことでしょう。
さらに、この8月より第2実験棟の改築工事が始
まりました。元の建物は夏期休業期間に解体さ
れ、来年9月には新しく生まれ変わります。1～3
年次生が化学実験を行う教室や、4年次生・大
学院生が研究活動を行う研究室が整備されま
す。また、化学実験に不可欠な実験廃液を処理

する最新の設備も設置されます。工事期間中は、
代替教室のため手狭となりますが、実験棟改築
が完了すれ
ば、ますま
す勉学・研
究に集中が
でき、成果
が挙がるこ
とを期待し
ます。
(システム理工学部入試主任 松本亮介准教授)

経済学部／経済学研究科

学部主催で、全国の高校生から論文などを募
集して審査する「政策創造の甲子園」に今年は
約270編の応募がありました。今年で4回目。入
賞したのがきっかけで本学部に進学してきた学
生もすでにおり、今回も力作ぞろいです。テー
マは震災、まちづくり、国際平和など多岐にわ
たりますが、今年は消費税をテーマに選ぶ高校
生も結構多く、彼らの文章の端々に時代が映っ
ています。

（深井麗雄教授）

政策創造学部／ガバナンス研究科

11月です。いま、あなたは何を優先しています
か。学年暦では、学園祭や各種大会の準備、卒
研、修論研究、就活、Study Abroadなどの準
備でしょうか。私の周りの皆さんは、自身の卒研
や修論研究の課題と必死に取り組んでいます。
孤独な中に身を置かざるを得ない作業や時期
があるのも事実ですが、教員やピアとの討論・
対話を積極的に活用すれば、思考や理解が深ま
り、研究力や協同作業力が養成される絶好の機
会となります。緩急をつけて完走してください。

（望月通子教授）

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

商学部独自の留学プログラムBestAが、8月末
より英国ヨーク大学で開始されました。ショップ
でのインタビューやケーススタディ、トラベルプ
ロジェクトなど、ビジネス英語に特化したプログ
ラムです。毎日のハードな学習で、学生の英語
力が伸びていくのがはっきりと実感できます。

（小井川広志教授）

商学部／商学研究科

会計専門職大学院

関西大学北陽高等学校・中学校

社会システムデザイン実習参加者を中心にし
た、四万十町・四万十高校（高知県）との合同地
域活性化プログラムの現地打ち合わせ合宿を
9月10日～15日に実施しました。このプログラ
ムは、山間部の活性化のために、インターネット
を活用して関西大学がどのように貢献できるか
を探る試みです。現地の方々のご厚意の下、最
終日に廃校跡の宿舎で深夜まで議論を続ける
などして大きな成果が挙がりました。これから
も、合宿で練り上げたプランの実現のために活
動を続けていきます。

（学部学生相談主事　髙瀬武典教授）

社会学部／社会学研究科

総合情報学部／総合情報学研究科

総合情報学部3年次生女子を対象に、例年好評
の「就職活動メイク講座」を12月18日（水）に
開催します。定員制のため、11月28日（木）～
12月4日（水）に先着順で事前申し込みを実施
しますので、希望者は学部オフィスにぜひ申し
込みを！メイクのマナーや心構えに関する講演
後、実際に参加者がメイクをして、プロのメイク
アップアーティストにアドバイスが受けられま
す。就職活動では第一印象も大きなポイントで
す。人に好感を与えるメイク法を学び、自信を
持って第一歩を踏み出しましょう。

（西田晃一准教授）

社会安全学部／社会安全研究科

間もなく11月募集の出願スタート

会計専門職大学院では、11月24日（日）に入学試験
を実施します。出願期間は11月5日（火）～11月12
日（火）です。今年度より、日商簿記一級など高度な
資格を取得している方を対象にした給付奨学金制度
の導入を行うとともに、学内進学試験においては自
己推薦方式を導入しました。このように簿記・会計の
未修者であっても、高度職業会計人に関心を持って
いる皆さんにも門戸を開いています。ぜひ会計専門
職大学院への進学を検討していただ
きたいと思います。なお、入試等の詳
細については、会計専門職大学院の
ウェブサイトをご覧ください。
（http://www.kansai-u.ac.jp/as/）

（入試主任　中村繁隆准教授）

旧体育館の老朽化に伴
い、昨年6月より着工し
ていた新体育館の建て
替え工事が、9月4日に
竣工し、「関西大学北陽
高等学校・中学校総合
体育館」として生まれ変わりました。総合体育館は鉄
骨造り4階建て、延べ床面積7,935平方メートルの
規模を誇り、1,300人が収容できる講堂を兼ね備え
たアリーナ、25メートルの室内温水プール、柔道場、
武道場、トレーニングルーム、部室などを完備してい
ます。新幹線や阪急京都線からの見え方にも配慮さ
れたデザインが施され、本校の校風である「文武両
道」を体現する新たなシンボルとして期待されます。

（校長　鈴木清士）

1年次必修科目
「社会安全体験実
習Ⅰ」を8月上旬に
実施しました。1日
目に三木市広域
防災センターや兵
庫県庁災害対策
センターを見学。その後、宿泊先である高槻
キャンパスの高岳館にてグループワークを行
いました。2日目はミューズキャンパスに戻り、
グループごとに課題ポスターを作成しました。

（亀井克之教授）

人間健康研究科（仮称）の開設へ
2014年4月に人間健康研究科（仮称）〔修士課
程・ 設置認可申請中〕の開設を予定していま
す。本研究科では、「人間にとって真に必要な健
康のあり方」の追求を理念として掲げ、
“health”と“well-being”をキーワードに、身
体的な「健康」と社会・文化的な「健幸」を一体
として捉えた教育と研究を行います。修了後の
進路としては、高度専門職としての健康運動・
体育スポーツ指導者や、地域福祉の視点を
もって健康増進を考える研究者などが想定さ
れます。

（森仁志准教授）

ローマで院生の国際フォーラムを開催
東アジア文化研究科は次世代グローバル人材
育成に力を入れ、特に多言語による発信と国際
的学術交流を推進しています。その一環として
4年前からローマ大学との国際フォーラムを開

催してきました。今年も
9月5日、6日の両日、
ローマ大学において本
学から総勢約30人が
参加し、盛んな討論･交
流が行われました。
（東アジア文化研究科

　内田慶市教授）

大学からの重要なお知らせ

図書館の蔵書検索システム「KOALA」がリニューアル！

この他にも、新機能が盛りだくさん！新たに追加された機能を試してみて、存分に情報検索に活用してください。
使い方で不明な点は図書館の各カウンターまでお問い合わせください。

統合検索
本学図書館の蔵書に加え、他大学の所蔵情報、本学が契約している
データベースなどを同一のインターフェースからワンストップで検
索することが可能になりました。同じ検索窓から、タブを切り替える
ことで、図書の検索、論文の検索をそれぞれ行うこともできます。

キーワードのサジェスト機能
検索語の入力時に目的の文字列を入力すると、その文字で始まる
キーワードが自動的に表示されます。この機能により、文字列入力
の省力化が図れるとともに、次の検索につながるヒントがサジェス
トされます。

ファセットブラウジング
検索結果一覧を、件名、著者、出版者などさまざまな切り口（ファ
セット）で絞り込むことができるようになりました。

スマートフォン対応
スマートフォンからのアクセスには、スマート
フォンでの操作に適したインターフェースが表
示されるようになりました。

兵庫県災害対策センターにおける研修
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関大トピックス

博物館実習展を開催します
11月1日（金）～11月4日（月）の4日間、千里山キャンパ

スで、第36回関西大学統一学園祭を開催します。近年、学
園祭の規模が縮小する傾向にある中で、関西大学では4日
間にわたり開催。そして模擬店や研究発表、著名人による
講演会など、さまざまなイベントが催されます。
第36回関西大学統一学園祭のテーマは、「Jump out！関

彩大！！」。「Jump out」には、関大の枠を超えて地域との交流
をするという意味と、これまでの関西大学統一学園祭を超
えていく、という2つの意味が込められています。「関彩大」
は、各学部の特色を取り入れた彩りある企画や関西大学の
特色そのものを表現しています。
関大生の個性を、全身で感じることができる第36回関西大

学統一学園祭、皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

第36回関西大学統一学園祭を開催します

グロテスクともいえる極端な状況をあえて想定することで思考を深める。哲学

ではこれをよくやる。その代表が「懐疑論」と呼ばれるもので、例えば「目の前に広

がる世界は、実は偽りの世界なんじゃないの」と問いかける。

講義でこうした話をするときに便利なのが映画だ。このテーマで最も有名なの

が「マトリックス」だろう。キアヌ・リーブス演じる主人公は、ある時自分の生きてき

た世界が、本当は脳に接続されたコンピューターが見せる仮想世界にすぎない

ことを知る・・・というふうに話は進む。「もしかして僕らがいるこの世界も同じかも

ね」と、懐疑論の現代版としてこの映画を紹介する。当たり前だと思っていた世界

の見方に亀裂が入る瞬間である。

問題が一つ。同じテーマで面白い映画は他にもあるのに、講義で紹介できない

のだ。「この映画でも実は主人公は偽りの世界を見せられているんですよ」なん

て、物語の核心に触れてしまっては台無しである。何か妙案はないでしょうか。

「紹介できない映画」「紹介できない映画」　総合情報学部　植原亮 准教授　総合情報学部　植原亮 准教授

今回の「関大誌上教室」のアンケート、学園祭に行かない派が約30％、また、そのうち約45％の方がアルバイトをすると回答している
のは少し寂しい気がしました。年を取れば取るほど思い出や経験は貴重だと感じると思いますので、目の前のお小遣いより、思い出にな
る「祭」を優先してみるのも良いのでは？さらに、イベントを開催する側になれば、その思い出はより充実するものと思います。次の機会に
はぜひ面白い企画を挙げ、積極的に参加してみてはいかがでしょう？（広報委員・環境都市工学部助教　豊田政弘）

今月の表紙：河上麻里衣さん（外3）、福留健太朗さん（文2）、田島大暉さん（社3）、李勇樹さん（商3）、金城寛貴さん（商3）、鈴木允也さん（商3）、高元瞳さん（文4）、南映里さん（文4）、
及川慧さん（化生4）、福本直弘さん（法3）、家田匠さん（商2）

編集後記

関西大学博物館では、博物館学課程の集大成である博
物館実習展を11月10日（日）～15日（金）まで、博物館第
2展示室で開催します。開館時間は10時～16時まで。
6班に分かれた48人の実習生が、それぞれが設定した

テーマに沿って、資料の収集・借用から展示まで全ての作
業を協力して行います。
各テーマは、「刺しゅう ～祈りがもたらす手しごと～」「茶

器 道具から見る茶の湯」「切手から覗く日本 ―切手ブー
ムと高度経済成長期―」「子どものおもちゃ ～1970年代
を見る～」「いつまでも健康に ～今も昔も変わらぬ思い
～」「お風呂屋さんへ行こう」。展示資料を集めるために企
業や博物館などと直接交渉をし、何度もミーティングを繰
り返し、課程で学んだ知識を駆使して自分たちの展示会を
作り上げた成果をぜひご覧ください。

第33回「地方の時代」映像祭2013を開催します
11月16日（土）～22日（金）の7日間にわたり、吹田市、
関西大学、日本放送協会、日本民間放送連盟、日本ケーブ
ルテレビ連盟の5者が共同主催する第33回「地方の時
代」映像祭2013が千里山キャンパスで開催されます。第
33回の今年は「地域が伝えたもの、伝えていくこと」をサ
ブテーマに掲げ、“市民・学生・自治体部門”では、関西大
学の映像制作実習の「マイホーム」が入選作品に選ばれ
るなど、全国各地
から数多くのド
キュメンタリー作
品やユニークな映
像作品が集結。皆
さんもぜひ足を運
んでみてはいかが
でしょうか。

関西大学ウェブサイトがリニューアル
11月5日（火）、関西大学ウェブサイト（http://www.

kansai-u.ac.jp）がリニューアルします。スマートフォン、
タブレットなど、さまざまなデバイスで最適な表示を行う
「レスポンシブWebデザイン」に対応したサイトに変わり
ます。また、既存のサイト構成を生かしつつ、デザインの改
修、画面幅や文字フォントの見直しなど可読性の向上を行
い、Facebook「いいね！」ボタンの設置など新たな機能を
追加しました。日本
語・英語サイトは11
月5日（火）、簡体字・
繁体字・朝鮮語サイ
トは11月中旬以降
順次公開予定です。
新しくなった関西大
学ウェブサイトをぜ
ひご活用ください。

昨年の様子

昨年の贈賞式の様子

発行日：2013年10月29日（年9回発行）　
発行：関西大学広報委員会　
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35　
電話：06-6368-1121（大代表）

表紙モデル
大募集！！

広報課では、『関大通信』の表紙を飾ってくれる関大
生を募集しています。次回は、2014年5月号・6月号・
7月号の表紙写真撮影会を12月上旬に予定していま
す。個人でも、グループ（ゼミ・サークル・クラブなど）
でもOK！興味のある人は、学籍番号・氏名・携帯番号
を【tsushin@ml.kandai.jp】まで送信してください。

各班の学生がデザインしたポスター

■スマートフォン ■タブレット
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