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読書の秋
Let’s Go 関大図書館 !

編集後記
　今月号の特集・誌上教室では図書館を取り上げています。私も学生時代からお世話になりっぱなしです。当時、電子ジャーナルにはごく
一部しか移行しておらず、キーワード検索するには冊子体から抽出することが必須でした。一日中、図書館にこもって研究調査したことも
今となっては良い思い出です。人気小説の続きの巻が大学図書館では貸し出し中で次の予約を待ちきれず、住所地の図書館を巡り運よ
く残っていたなんてことも。図書館活用のキーポイントをぜひつかんでみてください。（広報委員・環境都市工学部准教授　長谷川功）

「朝ダンス」
　通勤でＪＲ環状線を利用しているが、毎週月曜日の朝は野田駅に
差し掛かると駅前にあるビルの屋上を車窓から眺めてしまう。白装
束の女性がビルの屋上で「朝ダンス」を踊っていることがある。休
み明けの月曜日の朝は憂鬱な気分で通勤・通学している人が多い
と思う。そんな人たちにエールを送るために彼女は「朝ダンス」を
踊っているようで、踊っている背後には「行ってらっしゃいませ」と

書いた横断幕が張ってあり、踊り終わると手を振って見送ってくれ
るのである。しかし、車内の乗客の多くが自分のスマホに夢中で、
彼女の「朝ダンス」に気付いていない。せっかく「朝ダンス」で憂鬱
な月曜日の朝に元気をくれているのに、なんともったいないことか
と思い、月曜日の朝は座席が空いていても、ドア付近に立って車窓
から外を眺めている。

冨山 浩嗣梅田キャンパス事務局長

　このたび関西大学統一学園祭実行委員会が結成され、第45
回統一学園祭を11月3日（祝・木）～6日（日）の4日間、千里山
キャンパスで開催することになりました。
　今年度のテーマは「0（ゼロ）からの祭起動」。0から学園祭を
創り上げ、新たな一歩を踏み出すことで、もう一度行動すると
いう希望をたくさんの人に与えよう、というものです。また「祭
起動（さいきどう）」には「祭り」「起こす」「動かす」という意味の
文字が使用されています。これは、関大生を含むたくさんの
人々の心を動かし、本学や周辺地域の皆さん、来場者の方々に
笑顔と活気を呼び起こすような学園祭を創り上げたいという意
味が込められています。
　3年次生以下の皆さんにとっては初めてとなる対面での学園
祭です。テーマにあるように、学生の力を結集して、学園祭を創
り上げていってください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況により、内容が
変更となる場合があります。

「0（ゼロ）からの祭起動」を
テーマに３年ぶりに対面での
学園祭を開催

▲
関西大学
統一学園祭
ウェブサイト

サッカー部が関西学生選手権で5大会ぶりに優勝
　第51回関西学生選手権大会決勝において、本学が
4-1で大阪学院大学を破り5大会ぶり9回目の優勝を決
めました。
　前半早々に先制点を許した本学は、前半のうちに逆
転に成功。後半に入っても攻撃の手を緩めず2点を挙
げ、突き放しました。サッカー部の深澤佑太主将（社4）は
「このメンバーで優勝できて素直にうれしい気持ちで
いっぱいです。自分たちのサッカーができれば先制され
ても取り返せるという自信があったので、焦りませんで
した」と語りました。

テニス部男子が快挙！

ヨット部女子が関西学生女子ヨット選手権で初の総合優勝

　第90回全日本学生選手権大会の男子シン
グルス決勝で、松田康希主将（商4）が6-0、
6-4のストレートで勝利し、見事優勝。本学とし
ては、1936年の第9回大会での倉光安峯さ
ん以来、実に86年ぶりの快挙を達成しまし
た。男子ダブルスでも松田・大植駿（文4）組
が87年ぶりに準優勝するなど、テニス部男子
が大活躍しました。

　新西宮ヨットハーバーで行われた関西学生女子ヨット選手権大会
において、スナイプ級の赤松佑香さん（商1）・佐田ひなたさん（人間
健康2）組が優勝、児玉沙耶佳さん（商4）・竹中麻結さん（社会安全
2）組が3位。また、470級では山田咲良さん（人間健康3）・竹村都羽
さん（文1）組が準優勝するなど活躍。初の総合優勝を果たしました。
　ヨット部の女子部員は現在12人。ここ数年部員数が増えており、
今大会、本学は最大の5艇が出場し、全艇が全日本出場枠を獲得し
ました。

初の総合優勝に喜ぶヨット部員 
（写真提供：ヨット部）

優勝杯と賞状を手に喜びいっぱいのサッカー部員
（写真提供：関大スポーツ編集局）シングルス優勝の松田主将（写真提供：関大スポーツ編集局）

3年前の
学園祭より

サイ
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関西大学は2022年に大学昇格100年を迎えました

感染拡大予防策を講じた上で、
取材や制作を行っています。



　関西大学の図書館は、全キャンパスの蔵書数が約237万冊に上り、全国でもトップクラスの大学図書館です。
このような規模を誇る図書館を、皆さんはどの程度有効活用していますか？
　今月号の特集では、図書館の資料や設備、日々進化するサービスを賢く使いこなせるように、活用方法や魅力
をたっぷりと紹介します。関大通信を読んで図書館にLet’s Go！

読書の

どうして食べてはいけないの？

Let’s 
Go

　図書館内での食事（ガムやあめなども含む）は厳禁です。
匂いや食べこぼしによって害虫が発生する恐れがあり、大切
な本を傷つける原因になってしまうからです。

　倒れたらこぼれる可能性のある飲み物を持ち込むこと
はできません。ペットボトルや水筒は持ち込みＯＫ！

飲み物はＯＫ？

関大図書館

　全キャンパスの図書館において、空いている席は自由
に使用できますので、お気に入りの席を探してみてくだ
さい。ちなみに、総合図書館3階は各部屋に特徴があり、
お好みで使い分けが可能です。一般閲覧室１（サイレント
エリア）ではパソコンや
電卓は使用不可なの
で、キーをたたく音が気
になる方には特にオス
スメです。

　総合図書館１階にあるグループでの学
習活動をサポートする施設です。エリアは
右図のとおり４つに分かれ、ディスカッショ
ンやプレゼンテーション、情報収集など目
的や学習スタイルに合わせて選べます。
図書館の静かな環境と使い分けて、効率
よく学習を進めましょう！

① 関西大学図書館ウェブサイト
 トップページの「koaLABO」を
 クリック

　図書館であなたが"今"したいことや知りた
いことが、"すぐに"分かるウェブガイドがある
のをご存知ですか？例えば、「本を取り寄せる」
「なんとなく本を探す」「レポート・卒論の作成」
「少し休憩」などさまざまなシチュエーション
に応じた利用方法が掲載されています。
　基本的な使い方が簡単に分かるので、総合
図書館のみならず、高槻キャンパス図書館、
ミューズ大学図書館、堺キャンパス図書館を
利用する学生にもぜひ使っていただきたい
便利なガイドです。

1F

一面ガラス張りの明るい部屋。
コンセントがついている机もあり、
PCを使用するときに便利。

外の景色が見
える席がある
のはこの部屋
だけ。

照明を抑えた
サイレントエリア。
落ち着いた雰囲気。

3F

① ②

③

図書館ガイダンスや授業、各種イベントなどで使用する
スペースです。空いている時間帯は、ラーニング・エリアと
同様、自習のフリースペースとして使用できます（休講
期を除く）。

ワークショップ・エリア

グループワーク用の個室スペースです。人数に合わせ
て、大・中・小の３種類の部屋から選択可能です。コモン
ズ・カウンターで利用申し込みを行ってください。

ワーキング・エリア

さまざまな形のグループワークに対応。ホワイトボー
ドや机の移動・組み合わせもOK。手続き不要で、空い
ている席を自由に使うことができます。

ラーニング・エリア

チューターから、レポートや論文などの文章作成に関
する個別指導が受けられます。詳細は、ライティング
ラボのウェブサイトでご確認ください。

ライティング・エリア図書館をどう使う？ 何がしたい？
あなたがしたいこと・知りたいことを選んでクリック!

図書館で研究する

図書館を楽しむ

さ
く
っ
と

じ
っ
く
り

書庫に入る

雑誌を読む

新聞を読む

パソコンを使う
英語をかじる

コピーをとる

新刊を読む

本を借りる

本を取り寄せる

予約をかける

勉強する

少し休憩

本を探す

なんとなく
本を探す

レポート・
卒論の作成

ガイダンスを
受講する

図書館員に
相談する

グループで
利用する

ラーニング・
コモンズを使う

資格・就職関連の
本を読む

マイクロ資料を
利用する

視聴覚資料を
利用する

貴重書／文庫
（特別）を見る

② 「koaLABO」ホーム画面の「総合図書館の入口」をクリック

アクセス
方法

〈関西大学図書館ウェブサイト「総合図書館の入口」イメージ〉
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PROFESSOR’S COMMENTS
図書館長
政策創造学部　安武真隆教授

次回のテーマは…「コロナ禍で変化した就職活動を振り返る」
　コロナ禍3年目で、学生の皆さんはどのような対策を講じて就職活動に
臨んだのでしょうか。
　11月号の関大誌上教室では、「コロナ禍で変化した就職活動を振り返
る」をテーマに、4年次生とM2年次生にコロナ禍での就職活動についてア
ンケートを行い、後輩の皆さんへのアドバイスを聞きました。

学生の皆さんの99%が利用経験アリとは、大変喜ばしい
集計結果ですが、利用実態を見ると、依然として有効活用さ
れていない多種多様なサービスが浮かび上がります。多彩

な本に囲まれた静かな環境の魅力は比較的よく知られてい
るようですが、ラーニング・コモンズでのグループ学習も大
学図書館の新しい魅力の一つです。また直接来館が困難な
場合であっても、オンラインからアクセスできる電子媒体が
豊富に揃っていますし、koaLABO（こあらぼ）には、学術情
報を検索・利用するための便利なガイドが並んでいます。
さらに、一般の書店やネット空間の品揃えに比べると、提

供される情報・書籍の信頼度が抜群に高い点も無視でき
ません。お金を出さないと精度の高い情報が手に入りにくい
ご時世ですが、関西大学に入学することは、情報精度の高
い使い放題プランに、期間限定で加入しているようなもの
なのです。
 是非とも多様な図書館サービスを使い倒して、正確で有用
な情報にアクセスできる目利きになって欲しいと思います。

　今月号の誌上教室では、図書館に対する学生の声を集めました。学生は図書館をどのよう
に利用しているのか、また、図書館のサービスをどれくらい知っているのかなど関大図書館
の利用状況を分析しました。
　10月は「読書の秋」。図書館を目いっぱい活用して、今年の秋は読書にふけってみませんか？

3 4関西大学通信 2022.10 vol.501 関西大学通信 2022.10 vol.501

アンケート期間:2022年7月5日～7月12日　対象者:学生　回答者数:351人    アンケート結果

来館しなくてもオンラインで受けられるサービスがあります！

1Q 関西大学の図書館を
利用したことはありますか？

2Q 利用目的は何ですか？ (複数回答可)

関大生の図書館活用術
3Q 図書館に行く時間帯は
いつですか？ (複数回答可)

自習（or勉強）する
資料を閲覧・貸出する

時間をつぶす
資料を予約・取り寄せ、利用相談をする

企画展を見る
その他

利用しない理由として、
「空き時間がないので
わざわざ行こうと思わない」、
「学舎から遠い」、

「使い方があまり分からない」
などの意見がありました。

BOOK

4Q 図書館の良いところを教えてください。

などの意見が寄せられました。

TOEICや英検の本を新し
く

してほしい

本の人気ランキングが
知りたい

Wi-Fi設備を
充実させてほしい

返却BOXを9時前から
使えるようにしてほしい

就活に役立つビジネス本
を

広く揃えてほしい

　 KOALAで本を予約
　KOALA（蔵書検索システム）で読みたい本を検索し
た際に、借りたい本が貸出中（他の人が借りている状
態）、あるいは配送中（他の人が取り寄せの手続きをし、
本がキャンパス間を移動中）の場合は、予約することが
できます。
※本棚に並んでいる状態の本を、取り置きしておくものではありません。

　 オンラインレファレンス
　レファレンスとは、図書館員が調べものや探しものをお手伝
いするサービスで、図書館カウンターではもち
ろんのこと、オンラインでも受け付けています。
　資料の所蔵情報や文献の調べ方が分から
ないときは相談してみましょう ！

　 図書の購入依頼
　皆さんが読みたい本や卒業論文の執筆などに必要な
資料があれば、KOALA（蔵書検索システム）のオンライ
ンサービスから、購入依頼ができます。
　図書館ウェブサイト画面左の「マイフォルダ」の6段目
「新規購入依頼」から申し込んでください。

　 電子リソース(電子書籍、電子
　 ジャーナル、データベース)の利用
　電子書籍、電子ジャーナル、データベースを図書館のウェブサ
イトから閲覧可能です。電子リソースポータル、データベース
ポータルで気になるキーワードを検索すれば、利用可能な電子
リソースの情報が入手できます。電子書籍などを活用してみた
いけどなかなか手が出ないという方は、これを機に電子リソース
デビューしてみてはいかがでしょうか。

0 50 100 150 200 250
(人)

反対に、改善してほしいところとして

申込手順はコチラ

貸出期間の更新
他キャンパスの図書館からの取り寄せ
他の人が借りている本への予約
レファレンス
自宅などから電子リソースを利用する
オンラインサービス
関大にない本を学外から取り寄せる（相互利用）
その他

関大にない本を学外から取り寄せる （相互利用）
　本学で所蔵していない資料を他大学から借用することも可能！
「相互利用申込書」を記入し、図書館のカウンターもしくはオンライ
ンサービスで申し込むことができます。
※往復の郵送料は申込者の負担になります。

貸出期間の更新
　借りている本を引き続き借りるときは、貸出期間内に一度のみ期限
を延長することができます。
※すでに他の人の予約が入っているときは延長できません。

図書館で次のようなことができます。知っているものを教えてください。 (複数回答可)5Q



食品業／営業

一歩踏み出すことで、日常の見え方が変わる

政策創造学部　国際アジア学科

「専門演習1･２」
山中 友理 教授

食べる人、小売店、卸業者、
自社の「四方目線の営業」で笑顔を広げる

京都府立乙訓高等学校出身
2020年人間健康学部卒業　

株式会社ロッテ

田中 海成さん

　株式会社ロッテ西日本営業部に勤務する田中海成さんは、株式会社
コノミヤ、コープきんき（宅配）などへの営業を担当しています。「爽」や
「クーリッシュ」などの主力商品の他、プレミアムアイスの「レディー
ボーデン」や、健康系アイス「ZERO」など、お客様のニーズに合わせた
提案や小売店への直接営業を行います。
　食品業界を目指したきっかけは、純粋に食べることが好きだったか
ら。食の魅力は「おいしいものを食べるとみんなが笑顔になれる」こと。
そして人が笑顔になれる商品を販売する食品業界での営業にやりがい
を感じていると言います。
　入社当初は、商品を採用してもらうための提案方法に苦労したそう
です。「努力してお店に置いていただいたアイスを、子どもたちがお母
さんにねだって買ってもらう様子や、そのアイスを手に喜んでいる姿を
偶然目にした時は、本当にうれしかったです」と田中さん。市場調査を参
考に、自分で他社商品と食べ比べたり、地道にお店を回って得た各店舗
の特徴などの情報をまとめ、陳列方法やコーナーづくりを工夫したりす
るなど、お客様の目線になることを大切にしています。
　大学時代は部活動において仲間を支えることにやりがいを感じ、さ
まざまな経験と知識を得て、「先を読んで行動する」、そして「自分で考
えて行動する」ことの大切さを学んだそうです。「自分の行動には『何の
ために』『どんな方法で』『何ができるか』という目的意識を持って取り
組んできました。自分の行動に意味を持って取り組むことで、学生生活
も社会人生活も実りのあるものになると実感しています」。
　「学生の時はどんなことでも挑戦してください。一見関わりのない経
験や知識も、その後さまざまな場面で生きてきます。そして就職活動
では、学生生活で経験したことや感じたことを正直に、自分の言葉で話
し、自信を持って伝えてください。きっと、その思いは伝わります」と
エールを送りました。

顧客情報をまとめた「得意先ノート」、スケジュール帳、電卓。
「自社のお菓子は常に持ち歩いています」

　山中教授のゼミでは、身近な判例から刑法や刑事政策についての知識を学びま
す。「専門演習1」では、刑法の基礎知識を身に付けるためにいくつかのテーマを提
示します。例えば、過失犯では、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる事故や火
災などのどこでも起こり得る、誰もが犯罪者となり得る事例を用いて考察します。
判例として、福知山線脱線事故や明石の砂浜陥没事故などの身近な事件を取り上
げ、過失犯の定義や学説の対立などについて調べます。「刑法は難しい」という思い
込みを払拭し、「生きていく上で、必要な知識」として関心を持って学んでもらえる
ように、分かりやすい言葉や身近なニュースを用いた楽しい授業を心掛けていると
言います。また、刑事政策では、刑務所での更生方法や、出所後の受刑者への支
援、保護観察対象者の監督・援護などについて学びます。その上で刑務所見学や裁
判の傍聴、法務教官による少年院に関するセミナーにも参加します。「裁判所や刑
務所などを訪問し、実務に触れることで、刑法だけではなくさまざまな分野に関心
を持ってもらえればうれしいです」と山中教授。
　「専門演習2」では、各自が刑法に関するテーマを選び、卒業論文の完成に向け
て、ゼミで発表を行います。法律に関する用語や表現は難しく理解するまでに時間
がかかりますが、それらの難解な言語や文章を読み解くことで読解力が付き、判例
や学説を調べ考察することでリサーチ力、プレゼン力が身に付きます。
　最後に山中教授は、「大学での4年間は興味を持てばどんなことでも学べます。
周囲に合わせたり、就職に関わる学びだけではなく、自ら興味を持って学んでくだ
さい。大学での学びは将来どんな仕事にも必ず役立ちます。刑法や法律に少しでも
興味があり、好奇心旺盛な方はぜひ、刑法ゼミで学びの一歩を踏み出してくださ
い」と締めくくりました。

多くの判例を考察し、好奇心を持って刑法を学ぶ。

ある1日の
スケジュール

Sales 
Representative
Sales 
Representative

　以前受けた山中教授
の授業が面白くてこの
ゼミを選びました。過失
について学んでから、
ニュースの見方が変わりました。偽造防止技術
が高い日本の硬貨や海外貨幣が好きなので、将
来は造幣局に勤務するのが夢です。通貨偽造な
ど貨幣にまつわる偽造全般を卒業論文のテー
マに選びました。

藤本奈月さん
（4年次生）

　座学だけではなく、実
際に刑事施設の仕事に
触れられるところに引か
れました。このゼミで
は、刑法について論理的に物事を考える力や読
解力が身に付きます。家庭裁判所のボランティ
アで保護観察中の少年の教育指導を行った経
験を、さまざまな国の人と関わる機会が多い貿
易の仕事に生かします。

津村篤生さん
（4年次生）

　判例を取り扱う授業
が多いことが特徴です。
更生に興味があるので、
実際に少年院で指導さ
れている方のお話が聞けたのは良い経験にな
りました。将来は国公立大学の職員として、教育
に携わる仕事をしたいです。刑法に興味があり、
要約力やプレゼン力を身に付けたい人にお薦
めです。

北川祐貴奈さん
（4年次生）
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Shogo Ikeda

池田 匠吾さん
人間健康学部　2年次生

「焦らず堅実に」をモットーに
練習を重ね、思いを果たす

西日本学生選手権大会 団体戦の様子

なるほど・ザ・関大！

さん

今月の
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体育会ソフトテニス部に所属する池田匠吾さんは、強豪校の大和高田市立高田商業高等学校
（奈良県）出身で、アゼリアカップ・高校選抜国際大会の団体戦で優勝した経歴の持ち主です。小
学1年生の時に、兄と共にソフトテニスを習い始めてから約14年間続けています。
目標は秋に開催の全日本インカレで団体優勝すること。団体戦はダブルス3
試合が基本となります。出場3ペアの中で一番手の前衛を担うことが多く、試
合に勝ってチームに良い流れをつくることが求められます。ソフトテニスはダ
ブルスがメインとなる競技で、対戦相手との駆け引きやコンビネーションプ
レーが見どころです。「前衛は自分の動きで相手の攻め手を封じるなど、ゲーム
をコントロールできるポジションです。瞬時に対戦相手のプレーパターンや試合
状況を分析し、動きを読む頭脳プレーが楽しい」と語ります。
また、温厚で堅実な人柄から、２年次生ながら練習メニューの考案
や、後輩への技術指導も任されるなど部内での信頼が厚い池田さ
ん。教職課程を履修しているため堺キャンパスでの授業が遅くま
である曜日が多く、千里山キャンパスの全体練習に参加できない
日もあるそう。そんな時でも、前衛で大切な下半身の筋力や体
幹を鍛えるトレーニングなどの自主練習に励みます。
昨年12月に開催された関西六大学ソフトテニス秋季リーグ

では団体で2位となり、チーム全体で勝ち取ったと実感した心に
残る大会になりました。一方で、同志社大学との最終戦は、接戦
だったためすごく悔しい思いをしたと語ります。双方の戦績は全
勝、ファイナルゲームは優勝が決まる一戦でした。2対5で優勝は逃
したものの、リードする場面もあり、手応えを感じたと言います。
「目標のインカレ団体優勝のためには、強豪チームとの壁を乗り越え
るしかない。そのために、自分たちのミスをゼロにして、試合の序盤か
ら100％の力で臨めるようパターン練習を重ねていきます」と決意を
語りました。

くん

 大学相撲部界最古の関大相撲部、45年ぶりに１部復帰
──部員減少などを乗り越え、驚異の粘り腰──

　全国の大学体育会の中で最も歴史のある関西大学体育会相撲部が、６月、西日本学生選手権大会で45年ぶりに１部リーグに復帰
しました。部員の減少などで何度も廃部の危機に陥りながら、そのたびに不死鳥のようによみがえった「土俵際の粘り腰」を紹介します。

次回は、池田さんからのご紹介
で神山太一さん（人間健康学部
2年次生）が登場。お楽しみに！
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　総監督でOB・OG会会長の桝井繁春さん（1982年工学部卒業）に
よると、全国大会で学生横綱を獲得した1950年代も、部員数は少な
く7、8人だったことがざらにあったと言います。それでも大学に入学して
初めてまわしを締めるという素人同然の学生の中で体格の良い人に声
を掛けたり、ちゃんこ鍋をご馳走したりして勧誘する一方、どうしても競技
大会に必要な人数がそろわない時は、他のクラブから人を呼んできて

急場をしのいだそうです。
　現在の部員は男子7人、女子4人の計11人です。主将の山中新大さ
ん（社会学部4年次生）は「先輩たちが苦労しながらなんとか持ちこたえ
てきた誇りが、相撲部の大きな財産の一つです。そんな中で今回、西日
本学生選手権大会で１部リーグに昇格した勢いをいかに持続させるか
が我々の課題です」と話します。

この勢いをどう持続？

　2022年６月５日、アマチュア相撲の「聖地」といわれる大阪府堺市の大浜公園相
撲場はその瞬間、「うおーっ」というどよめきに包まれました。西日本学生選手権大
会の１部団体リーグ戦。愛知学院大学との大将戦で本学の坂本明優さん（社会学
部２年次生）が相手を危なげなく押し倒したのです。この試合で５位以内が確定し、
45年ぶりに１部リーグ復帰の悲願がかないました。

その瞬間、「うおーっ」

　相撲部の創部は1892年。慶應義塾大学の体育会創設と同じ年ですから、その伝
統は半端ではありません。戦前は大相撲にも人材を輩出しました。日本で初めての大
学出身力士は、本学相撲部出身で1917年に初土俵を踏み、関脇まで上り詰めた山錦
です。その後1924年には全国学生大会で優勝するなど快進撃を続けました。
　しかし半世紀経った1970年代に入ると陰りが生じます。スポーツ推薦入試が廃止
された時期があり、学生の気質の変化も重なったことから、部員が減ったのです。成績
も低迷して１部と２部の間を行ったり来たり。1977年以降は２部に定着していました。
　この頃、関大相撲部はたびたび新聞に登場します。「強豪の停滞」がニュースになっ
たのです。

　「相撲部は開店休業、部員５人で伝統支える」 （1973年６月15日、朝日新聞）
　「名門・関大相撲、テッポウ消えて、ただ今部員ゼロ」 （1982年３月19日、読売新聞）
　しかしここで名門は土俵際で驚異の粘りを見せます。

　「栄光よ再び・・関西大学相撲部、部員一人・・・」 （1987年11月10日、読売新聞）
　「廃部の危機乗り越えた、４人が伝統守ってます」 （1990年５月７日、日刊スポーツ）
など。
　苦戦は続きますが、「土俵を割る（廃部する）」ことはありませんでした。なんとか苦境
を乗り切ったことが、新聞の見出しからもうかがえます。

廃部の危機を乗り切った ！

（写真提供：関大スポーツ編集局）
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　総監督でOB・OG会会長の桝井繁春さん（1982年工学部卒業）に
よると、全国大会で学生横綱を獲得した1950年代も、部員数は少な
く7、8人だったことがざらにあったと言います。それでも大学に入学して
初めてまわしを締めるという素人同然の学生の中で体格の良い人に声
を掛けたり、ちゃんこ鍋をご馳走したりして勧誘する一方、どうしても競技
大会に必要な人数がそろわない時は、他のクラブから人を呼んできて

急場をしのいだそうです。
　現在の部員は男子7人、女子4人の計11人です。主将の山中新大さ
ん（社会学部4年次生）は「先輩たちが苦労しながらなんとか持ちこたえ
てきた誇りが、相撲部の大きな財産の一つです。そんな中で今回、西日
本学生選手権大会で１部リーグに昇格した勢いをいかに持続させるか
が我々の課題です」と話します。

この勢いをどう持続？

　2022年６月５日、アマチュア相撲の「聖地」といわれる大阪府堺市の大浜公園相
撲場はその瞬間、「うおーっ」というどよめきに包まれました。西日本学生選手権大
会の１部団体リーグ戦。愛知学院大学との大将戦で本学の坂本明優さん（社会学
部２年次生）が相手を危なげなく押し倒したのです。この試合で５位以内が確定し、
45年ぶりに１部リーグ復帰の悲願がかないました。

その瞬間、「うおーっ」

　相撲部の創部は1892年。慶應義塾大学の体育会創設と同じ年ですから、その伝
統は半端ではありません。戦前は大相撲にも人材を輩出しました。日本で初めての大
学出身力士は、本学相撲部出身で1917年に初土俵を踏み、関脇まで上り詰めた山錦
です。その後1924年には全国学生大会で優勝するなど快進撃を続けました。
　しかし半世紀経った1970年代に入ると陰りが生じます。スポーツ推薦入試が廃止
された時期があり、学生の気質の変化も重なったことから、部員が減ったのです。成績
も低迷して１部と２部の間を行ったり来たり。1977年以降は２部に定着していました。
　この頃、関大相撲部はたびたび新聞に登場します。「強豪の停滞」がニュースになっ
たのです。

　「相撲部は開店休業、部員５人で伝統支える」 （1973年６月15日、朝日新聞）
　「名門・関大相撲、テッポウ消えて、ただ今部員ゼロ」 （1982年３月19日、読売新聞）
　しかしここで名門は土俵際で驚異の粘りを見せます。

　「栄光よ再び・・関西大学相撲部、部員一人・・・」 （1987年11月10日、読売新聞）
　「廃部の危機乗り越えた、４人が伝統守ってます」 （1990年５月７日、日刊スポーツ）
など。
　苦戦は続きますが、「土俵を割る（廃部する）」ことはありませんでした。なんとか苦境
を乗り切ったことが、新聞の見出しからもうかがえます。

廃部の危機を乗り切った ！

（写真提供：関大スポーツ編集局）



　新しい物作り技術の理解・体験を目的として、
社会安全学部にも学部共用の3Dプリンターが
導入されています。私が担当する1年次生向け
の入門演習でも実際にさまざまな形状を造形
し、その寸法精度や強度を調査する実習を行い
ました。研究面でもカスタムメイドの部品を作る
ことができるため、さまざまな状況下での調査研
究に活用することが期待されます。また、地形や
建物を含む都市の縮尺版を造形し、それを防災・
減災に活用する研究も始まっています。興味が
ある方はぜひ使ってみてください。

（伊藤大輔教授）

各学部・研究科・併設校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。学部・研究科・併設校トピックス

　ビジネスリーダー特別プログラム(BLSP)の核
とも言えるシンガポールでの「海外ワークショッ
プ」をコロナ禍以前のプログラムよりも魅力的な
ものにするために、昨年度から、提携大学・協力
企業などと話し合いを進めています。
　一方で、「海外ワークショップ」を実施できない
万が一の場合に備え、その代わりとなる「BLSP英
語プレゼンテーション大会」を去年よりも充実さ
せるための検討も始めました。学生と教職員が一
体となり、貴重な学びの場を確保するための努力
が続きます。

（中邑光男教授）

ゼミの楽しみ 社会学部におけるゼミ選択ワークショップⅡがスタート！

「読書会」のすすめ 社安にもあるんですかなった夢、かなわなかった夢

ポストコロナ禍へ向けての挑戦

PCクラスタの導入

秋学期のスタート

初めての「ソーシャルワーク実習Ⅰ」

2万字の卒業論文

社会学部／社会学研究科

社会安全学部／社会安全研究科

商学部／商学研究科経済学部／経済学研究科文学部／法学部／法学研究科

人間健康学部／人間健康研究科外国語学部／外国語教育学研究科政策創造学部／ガバナンス研究科 総合情報学部／総合情報学研究科

文学研究科
東アジア文化研究科

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

　専門演習（ゼミ）の募集が始まりました。ゼミは、
3～4年次生にかけて、これまでに学んだ知識・考
え方を基礎として、他のゼミ生や教員と共に、より
深く考え、研究する場です。独学では難しい議論
を交わす場として、学問の醍醐味を味わえると思
います。就職活動や公務員試験等の進路の情報
交換の場としての意義もあるでしょう。
　同じ教員のゼミでも、学年によってカラーは異
なります。どのようなゼミにするか、ゼミにどのよ
うな意義を持たせるのかはあなた次第です。一緒
に楽しんでみませんか。

（教学主任　白須真理子准教授）

　本学部では、各教員が、3年次の「専門演習Ⅰ・
Ⅱ」と4年次の「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」を担当します。これ
は、いわゆる「ゼミ」と呼ばれるものです。2年次
の秋学期の始めには、学生自らがどの教員の担
当するゼミを選択するのか、決定する必要があ
ります。2年次までに受講してきた基礎研究、基
礎演習および専門科目における学びを基盤とし
て、自分が何に関心があるのか、熟考する機会
となるでしょう。ゼミでの専門的な調査、研究に
向けての第一歩を踏み出してもらいたいと思い
ます。

（学生主任　雪村まゆみ准教授）

　文学部では2万字程度の卒業論文が必修と
なっています。春学期には「2万字なんて書けませ
ん!」と言っていた学生たちも、文献をたくさん読
んだり、自ら調査を行ったりするうちに、1月の提
出時には「どうしたら文字数を減らせますか？」と
別の悩みが出てくるようです。学生たちには例
年、「夏休みが終わるまでに8,000～10,000字
書けていたら大丈夫」と指導しています。秋学期
を迎えましたが、皆さん、卒業論文の進捗状況は
いかがですか？

（学部学生相談主事　山ノ内裕子教授）

　5年前位から、各地で読書会が続々と立ち上
がっているのをご存知でしょうか？古典を細かく読
み込む会から、本をネタにして語り合いたいことを
語り合う会まで、スタイルはさまざまだそうです。
　また例えば「アクティブ・ブック・ダイアローグ
(ABD)」と言われる手法のように、事前準備なし
で参加可能とする運営方法まであるそうです。
独力では取り組みにくい本を深読みできたり、一
人では得られぬ気付きが多く得られたりするは
ずです。読書の秋、皆さんも気楽にやってみては
いかがでしょう？

（徳丸宜穂教授）

　夏休みも終わり秋学期が始まりました。それ
ぞれの学年、それぞれの人が秋学期を迎える心
構えは千差万別だと思います。私自身の大学で
の経験を振り返り、理工系学部の各学年の皆さ
んにメッセージを送ります。
　１年次生の皆さんは、高校までと大きく違った
大学生活を半年間経験して、秋学期も順調にス
タートできていますでしょうか。大学生活にも慣
れてきたと思いますので、新しいことにチャレン
ジするいいタイミングです。ぜひ、何かチャレン
ジしてみてください。

　2022年度の秋学期から経済学部の新たな取
り組みとして、2年次生向けの経済学ワークショッ
プⅡが開講されます。こちらはワークショップⅠと同
様、少人数クラスの講義です。3年次以降の専門
科目を学ぶ際に必要な、データ分析に関するさま
ざまな知識・技術を実習形式で身に付けます。ま
たBYOD(Bring Your Own Device)を前提と
した授業であるという特徴もあります。データ分
析のスキルを身に付けると共に、同学年の人との
つながりを形成する場としても期待できます。皆
さんの積極的な受講を楽しみにしています。

（学部学生相談主事　溝端泰和准教授）

　学部ウェブサイトでは最新情報を随時公開し
ています。2022年度春学期にはコロナ禍で渡航
ができなかったNZのオタゴ大学への留学がか
ない、学生たちが現地でうれしそうな表情を浮か
べている様子が報告されています。このように夢
だった留学がかなった学生たちがいる一方、コロ
ナ禍でオンライン留学しかできなかった学生が学
部にはたくさんいることを私たちは忘れてはいま
せん。彼らが充実した大学生活を送り、胸を張っ
て卒業していってもらえるよう、今後もできる限り
のサポートしていくつもりです。

（入試主任　水本篤教授）

　福祉と健康コースでは、11月に「ソーシャル
ワーク実習Ⅰ」を実施します。昨年度、社会福祉士
養成カリキュラムが変わり、実習時間が60時間
増えました。本学部では3年次に実施してきた
180時間（24日間）の実習に加え、60時間（８日
間）の実習を2年次に設定し、今年初めて実施し
ます。学生は実習に向けて春から準備を進めて
います。従来よりも10カ月も早く現場に出るた
め、知識、技術の面で心配な部分もありますが、
真摯にご利用者に向き合い、学びを深めてもら
いたいと思います。

（教学主任　種橋征子准教授）

　2021年度末に行ったC棟パソコン教室のリプ
レイスに際し、新たにPCクラスタのシステムを導
入しました。これは、夜間等パソコンが利用されて
いない時間に複数のパソコンをつなぎ、ディープ
ラーニング等の計算クラスタとして利用できるシ
ステムです。これにより、データサイエンスに関わ
る研究・教育環境が向上しました。この環境整備
を通じて、さまざまな研究のアイデアが生まれ、学
部生・大学院生・教員の研究活動が一段と活性
化することを期待しています。

（学部長　名取良太教授）

　２年次生の皆さんは、大学生活に慣れて気が
緩みがちになっていないでしょうか。自身が何を
必要とし、何をしたいのか、少し立ち止まって省
みてほしいと思います。私は、この２年次生の期
間に将来の進路を気にせずにいろいろな活動を
して過ごすことができました。ぜひ、皆さんも有
意義な時間を過ごしてください。
　３年次生の皆さんは、大学生活のことだけでな
く、将来の進路が頭にチラついているでしょう。自
身の将来を決めることですので、しっかりと考え
抜いてください。情報源としてインターネットを活

用することが多いと思いますが、ネットの情報をう
のみにして右往左往せず、自分を見失わないよう
にしてください。多様な意見を取り入れるため、教
職員にも相談してみてはいかがでしょうか。
　４年次生の皆さんは、特別研究に精を出して
いる人が多いと思います。大学生活の総決算の
つもりで、悔いの残らないように研究をしてくだ
さい。その苦労は、皆さんの将来にわたるポテン
シャルを高めることにつながります。あと半年
間、一生懸命やりきってください。

（化学生命工学部　細見亮太准教授）

自主勉強会
　心理学研究科では、大学院生による自主的な
勉強会がいくつか定期的に開催されています。
尚文館の心理学研究科院生研究室などに有志
が集まって、論文を輪読したり、自分の研究の困
りごとを話し合ったりしています。また心理検査
技術の向上や、公認心理師国家試験を目指した
勉強会もあります。開催方法も対面であったり、
オンラインであったりさまざま。学年や専門分野
を越えて交流することで視野が広がり、仲間が
いることで励みになるなど、大学院生たちの貴
重な学びとなっています。

（研究科長　串崎真志教授）

心理学研究科

　この2年間の学校行事は、中止や縮小を強いら
れてきましたが、ようやく以前の形に戻りつつあり
ます。校外学習が３年ぶりに実施でき、体育祭で
は３年ぶりに応援団による応援合戦が繰り広げら
れました。今後も十分に対策を講じた上で、より充
実した取り組みを行いたいと思います。

（教頭　吉村聡人教諭）

学校行事が復活しています

関西大学北陽高等学校

※役職・資格は9月30日時点

3月
修了成績発表
秋学期修了式
春季休業（～31日）
学年終・秋学期終了

8日
10日
21日
31日

※詳細はインフォメーションシステム等で確認してください。

11月 4日 大学創立記念日

11月 4日 大学創立記念日
12月 27日 冬季休業（～1月6日）

12月 27日 冬季休業（～1月6日）

1日 入学試験（～7日）2月

1月
授業再開
秋学期授業終了
秋学期試験（～30日）

10日
21日
23日

1月
授業再開
秋学期授業終了
秋学期試験

10日
21日
27日

3月 卒業式
春季休業（～31日）
学年終・秋学期終了

卒業成績発表
在学生成績発表
在学生履修届受付
20日
21日
31日

3月 学位記（専門職学位）授与式
春季休業（～31日）
学年終・秋学期終了

専門職学位課程修了者発表
在学生成績発表
在学生履修登録
22日
24日
31日

大学院

11月 4日 大学創立記念日
12月 27日 冬季休業（～1月6日）

1月
授業再開
＜法務＞秋学期授業終了
＜法務＞秋学期試験（～31日）
＜会計＞秋学期授業終了

10日
20日
23日
28日

専門職大学院

学部

3月 学位記（修士・博士）授与式
春季休業（～31日）
学年終・秋学期終了

在学生成績発表
在学生履修届受付
22日
24日
31日

留学生別科

12月 26日 冬季休業（～1月6日）
1月 7日 授業再開

9 10関西大学通信 2022.10 vol.501 関西大学通信 2022.10 vol.501

2022年度秋学期 学年暦
試験期間や休業期間などスケジュールを把握し、計画
的に学生生活を送ってください。

11月
大学創立記念日
日本語科目試験
（予備日：25日、成績発表：30日）

4日
24日

2月

秋学期授業終了
秋学期定期試験（予備日：4日）
秋学期成績発表
日本語集中演習
（～27日、成績発表：3月8日）

2日
3日
9日
13日



関大トピックス

2022.10  Vol.501

読書の秋
Let’s Go 関大図書館 !

編集後記
　今月号の特集・誌上教室では図書館を取り上げています。私も学生時代からお世話になりっぱなしです。当時、電子ジャーナルにはごく
一部しか移行しておらず、キーワード検索するには冊子体から抽出することが必須でした。一日中、図書館にこもって研究調査したことも
今となっては良い思い出です。人気小説の続きの巻が大学図書館では貸し出し中で次の予約を待ちきれず、住所地の図書館を巡り運よ
く残っていたなんてことも。図書館活用のキーポイントをぜひつかんでみてください。（広報委員・環境都市工学部准教授　長谷川功）

「朝ダンス」
　通勤でＪＲ環状線を利用しているが、毎週月曜日の朝は野田駅に
差し掛かると駅前にあるビルの屋上を車窓から眺めてしまう。白装
束の女性がビルの屋上で「朝ダンス」を踊っていることがある。休
み明けの月曜日の朝は憂鬱な気分で通勤・通学している人が多い
と思う。そんな人たちにエールを送るために彼女は「朝ダンス」を
踊っているようで、踊っている背後には「行ってらっしゃいませ」と

書いた横断幕が張ってあり、踊り終わると手を振って見送ってくれ
るのである。しかし、車内の乗客の多くが自分のスマホに夢中で、
彼女の「朝ダンス」に気付いていない。せっかく「朝ダンス」で憂鬱
な月曜日の朝に元気をくれているのに、なんともったいないことか
と思い、月曜日の朝は座席が空いていても、ドア付近に立って車窓
から外を眺めている。

冨山 浩嗣梅田キャンパス事務局長

　このたび関西大学統一学園祭実行委員会が結成され、第45
回統一学園祭を11月3日（祝・木）～6日（日）の4日間、千里山
キャンパスで開催することになりました。
　今年度のテーマは「0（ゼロ）からの祭起動」。0から学園祭を
創り上げ、新たな一歩を踏み出すことで、もう一度行動すると
いう希望をたくさんの人に与えよう、というものです。また「祭
起動（さいきどう）」には「祭り」「起こす」「動かす」という意味の
文字が使用されています。これは、関大生を含むたくさんの
人々の心を動かし、本学や周辺地域の皆さん、来場者の方々に
笑顔と活気を呼び起こすような学園祭を創り上げたいという意
味が込められています。
　3年次生以下の皆さんにとっては初めてとなる対面での学園
祭です。テーマにあるように、学生の力を結集して、学園祭を創
り上げていってください。
　なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況により、内容が
変更となる場合があります。

「0（ゼロ）からの祭起動」を
テーマに３年ぶりに対面での
学園祭を開催

▲
関西大学
統一学園祭
ウェブサイト

サッカー部が関西学生選手権で5大会ぶりに優勝
　第51回関西学生選手権大会決勝において、本学が
4-1で大阪学院大学を破り5大会ぶり9回目の優勝を決
めました。
　前半早々に先制点を許した本学は、前半のうちに逆
転に成功。後半に入っても攻撃の手を緩めず2点を挙
げ、突き放しました。サッカー部の深澤佑太主将（社4）は
「このメンバーで優勝できて素直にうれしい気持ちで
いっぱいです。自分たちのサッカーができれば先制され
ても取り返せるという自信があったので、焦りませんで
した」と語りました。

テニス部男子が快挙！

ヨット部女子が関西学生女子ヨット選手権で初の総合優勝

　第90回全日本学生選手権大会の男子シン
グルス決勝で、松田康希主将（商4）が6-0、
6-4のストレートで勝利し、見事優勝。本学とし
ては、1936年の第9回大会での倉光安峯さ
ん以来、実に86年ぶりの快挙を達成しまし
た。男子ダブルスでも松田・大植駿（文4）組
が87年ぶりに準優勝するなど、テニス部男子
が大活躍しました。

　新西宮ヨットハーバーで行われた関西学生女子ヨット選手権大会
において、スナイプ級の赤松佑香さん（商1）・佐田ひなたさん（人間
健康2）組が優勝、児玉沙耶佳さん（商4）・竹中麻結さん（社会安全
2）組が3位。また、470級では山田咲良さん（人間健康3）・竹村都羽
さん（文1）組が準優勝するなど活躍。初の総合優勝を果たしました。
　ヨット部の女子部員は現在12人。ここ数年部員数が増えており、
今大会、本学は最大の5艇が出場し、全艇が全日本出場枠を獲得し
ました。

初の総合優勝に喜ぶヨット部員 
（写真提供：ヨット部）

優勝杯と賞状を手に喜びいっぱいのサッカー部員
（写真提供：関大スポーツ編集局）シングルス優勝の松田主将（写真提供：関大スポーツ編集局）

3年前の
学園祭より

サイ
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関西大学は2022年に大学昇格100年を迎えました

感染拡大予防策を講じた上で、
取材や制作を行っています。


