
「父母（保護者）の一日大学」につきましては、現時点では、
本案内状のとおり開催予定です。
ただし、今後、新型コロナウイルス感染症の大規模な感染
拡大が認められる場合は、開催方法を変更・中止する可能
性もございます。
開催方法を変更・中止する場合は、本会HPおよび保護者ポー
タルで前日まで、随時お知らせいたします。
ご出席多数の場合、新型コロナウイルス感染症防止の観点

から、当日に急遽種々のご協力をお願いすることもあるか
と思いますので、あらかじめご了承願います。
父母・保護者の皆様には、ご負担とご迷惑をおかけいたし
ますが、事情ご賢察のうえ、ご理解とご協力を賜りますよ
う何卒よろしくお願い申しあげます。

※保護者ポータルへのログイン方法は3ページをご覧ください。

2022年度
「父母（保護者）の一日大学」ご案内

総会（午前） ／ 学部別教育懇談会（午後）

関 　 西 　 大  　学
関西大学教育後援会

重要なお知らせ

《千里山キャンパス 千里山中央体育館》

各種相談コーナー  （13:00 ～ 17:00）

ご子女の学生生活で気になる事がらについてご相談をお受けいたします。
開設時間および会場は相談コーナーごとに異なります。詳細は当日配付の「資料」をご確認ください。

※入学試験相談窓口では、本学大学院・学部受験のほか、編・転入学試験についてのご相談も承ります。また、法科大学院では専任教員による進学相談
   を行います。
※ 国際部では、上記留学相談コーナーのほか、本学の各種留学制度等についてご案内する「留学説明会」を開催いたします。開催時間・場所等については、
当日配付の「資料」のなかでご案内する予定です。

本会HP　https://www.kansai-u.ac.jp/pa/

ご相談内容〔担当〕

留学・国際学生寮〔国際部（国際教育グループ）〕

入学試験（学部・大学院）〔入試センター〕

障がいのある学生に対する修学支援相談〔学生相談・支援センター〕

健康〔保健管理センター〕

学費〔出納課分室〕

就職〔キャリアセンター〕

ご相談内容〔担当〕

公務員・IELTSTM ／ TOEFL®／ TOEIC®L＆R・日商簿記・
各種資格など対策講座〔エクステンション・リードセンター〕

教職〔教職支援センター〕

奨学金
課外活動および学生生活
ボランティア活動、ピア・サポート活動
課外体育活動
〔学生センター（奨学支援グループ、学生生活支援グループ、
 ボランティア活動支援グループ、スポーツ振興グループ）〕

国民年金 学生納付特例制度相談〔日本年金機構〕

当日の学内催しおよび散策案内

▶ メディアパーク 凜風館は、創立120周年記念
事業の一環として建設された総合学生会館で、
その名にふさわしく情報コンセントと無線LAN
が整備されたラウンジをはじめ、学生の課外活
動のためのスペースとしてミーティングルー
ム、小ホール、和室を備えています。2階、3
階は関大生協によるレストランやベーカリーカ
フェ、ブックストア、購買店等も設置され、充
実した学生サービスが展開されています。凜風
館は太陽光・風力発電装置や熱電併給設備等、
さまざまな工夫がなされた「地球にやさしい建
物」でもあります。また、1階にはグループワー
クや勉強会、その他学生が交流することなどを
目的とした空間として、コラボレーションコモ
ンズが設置されています。隣接するKUシンフォ
ニーホールは、最大362名収容可能な劇場型
ホールです。
皆様の「一日大学」のひ
とときを、是非凜風館、
KUシンフォニーホール
でお過ごしください。

映画の上映
▶ 凜風館において大学紹介
映画を上映いたします。

総合図書館
▶ 学術情報の宝庫である総
合図書館は、約220万冊の蔵書に加えて電子情報
にも対応する環境を整えています。

▶ 学生の能動的な学修を支援するためのスペース
として、総合図書館1 階にラーニング・コモン
ズが設置されています。ディスカッション、プ
レゼンテーションの練習等さまざまなグループ
ワークが可能であり、ライティング支援が受け
られるエリアもあります。また、コモンズ・カ
ウンターではノートPC、プロジェクターの貸
出も行っています。

▶当日は、館内を自由に見
学していただけます。た
だし、状況により入館を
お待ちいただくことがあ
ります。

課外教育施設
▶ 体育館、グラウンド等、
学生の課外活動施設・設
備を自由に見学していた
だけます。

博物館
▶ 関西大学博物館では、大
学昇格100年記念展示会
「真理の討究 学の実化」
を開催します。1918（大
正7）年に大学令が公布
されたのを機に、1922（大正11）年6月5日、本学
は大学として設立が認可されました。大学昇格
にむけての本学の取り組み、その陣頭指揮をとっ
た山岡順太郎の事績を中心に紹介します。

▶ 大学昇格100年にまつわる千里山キャンパス内
の6つのスポットを巡るスタンプラリーを実施中。
達成者には記念グッズを進呈します（無くなり
次第終了）。詳細は次の二次元コードからご確認
ください。

年史資料展示室
▶ 年史資料展示室では、1886（明治19）年11月
の関西法律学校創立から、一大総合学園に発展
した今日までの関西大学のあゆみをご覧いた
だくことができます。また、企画展示室では「山
岡順太郎の書と言葉」展を開催いたします。

高松塚古墳壁画再現展示室
▶1972年 3月に奈良県
明日香村で高松塚古墳
の壁画が発見されてか
ら今年で50年となり
ます。関西大学の教員
と学生が大きく関わっ
た歴史的大発見の記憶と継承を博物館常設展示
室で展示します。

なにわ大阪研究センター
▶ 同センターは、2016年4月に開設され、「大阪
を中心とした地域研究のハブ」を形成し、次世代
に継承すべき情報を発信すべく研究活動を行っ
ています。1階の展示室では、「芝居町道頓堀 
─中村儀右衛門と山田
伸吉」などの成果を
公開しています。ぜひ
展示室へお立ち寄り
ください。

総合学生会館 
メディアパーク 凜

りん

風
ぷう

館
かん
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2022 年度関西大学教育後援会総会　ご案内

千里山キャンパスご案内図

2022 年 4 月 1 日
会員の皆様

関西大学 　　　　　　学　長 前田　　裕
関西大学教育後援会 会　長 横田　英哲

拝啓　陽春の候　ますますご清祥のことと存じます。
　さて、関西大学教育後援会会則第 5条による 2022 年度定期総会を下記のとおり開催
いたします。万障お繰り合わせのうえ、是非ご出席くださいますようお願い申しあげます。

敬具　

定期総会の開催について

5月15日（日）   9：00 受付開始　10：00 開会

関西大学　千里山キャンパス　千里山中央体育館

（1）2021 年度事業報告について
（2）2021 年度決算について
（3）監査報告について

（1）2022 年度会長の選出について
（2）2022 年度監事の選出について
（3）その他

＊総会終了後、別紙のとおり、学部別教育懇談会を開催します。
　総会会場から学部別教育懇談会会場へは係りの者がご案内（誘導）させていただきます。
　学部別教育懇談会については、別紙をご確認ください。
＊総会終了時間により学部別教育懇談会のスケジュールが多少、前後することがございます。
＊昼食（弁当）を用意しております。学部別教育懇談会会場にてお受け取りください。なお、食事の際 
　は黙食でお願いいたします。
＊学部別教育懇談会と並行して、各種相談コーナー・催しや施設見学を実施いたします。詳細は４ページ
　をご確認ください。
＊ご出席の手続きおよびアクセスは３ページをご確認ください。

記

感染症予防対策
❶開催当日は、検温をしてご参加ください。
❷発熱（37.5 度以上）や咳など体調がすぐれない方は参加をご遠慮ください。
❸マスクをご着用のうえ、ご参加ください。
マスクは鼻および口を覆うようにご着用ください。
❹受付、各会場などに消毒液を設置いたしますので、適宜、ご利用ください。
❺各会場はできるかぎり密を避けるように配慮いたします。
❻面談・相談についてはできるかぎり少人数でお受けください。

① 日　 時

② 会　 場

③会務及び会計報告

④会長及び監事選出

右記のとおり感染症
予防対策をいたします。

ご協力をお願いいたします。

以上

※学部別教育懇談会会場、相談コーナー、学内催し会場等については、当日配付の「資料」でご案
内させていただきます。
※このご案内は2022年3月末現在で大学へ届けられているご住所へ送付いたしております。
自動車・バイクなどによる来学は禁止です。関西大学にお越しの際は、公共の交通機関をご利用
ください。詳しくは、別紙「自動車での来学禁止について（お願い）」をお読みください。
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開催当日、総合図書館前にテントを設置し、
学部別教育懇談会会場、催しや相談コーナー
のご案内をさせていただきます。ご不明な点
などございましたらご利用ください。

総合案内所総合案内所

千里山中央体育館

教育後援会総会会場教育後援会総会会場

「関大前駅」から千里山キャンパスへは上記
3つの門のいずれかからお入りください。
上記3つの門から総会会場への案内看板を
設置いたします。案内看板にしたがってお越
しください。
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千里山キャンパスの
ご紹介およびアクセス

❶教育後援会HPから保護者ポータルのログインページへ
　アクセスしてください。
 関西大学教育後援会HPへのアクセス方法
　 関西大学教育後援会HP
　　https://www.kansai-u.ac.jp/pa/

❸イベント一覧に掲載の「2022（令和 4）年度教育後援会総会・学部別教育懇
　談会について」をクリックし、出欠など入力フォームへお進みください。
＊入力フォームで出席の入力が完了すると、イベント一覧の右側に「出席」と表示されます。
　入力が完了するまでは「未回答」と表示されています。欠席の入力をすると「欠席」と
　表示されます。
　出席から欠席、欠席から出席への変更も可能です。

●出席のお返事は保護者ポータルからお申込みください。詳細については、下記「保護者ポータルの利用について」をご参照ください。
●インターネット環境をご利用になれない方は、同封の「返信ハガキ」に必要事項を記入のうえ、ご投函ください。
●ポータル・ハガキともに、欠席のご連絡は不要です。ご意見などがございましたら、通信欄に記入いただき、ご返信ください。
● 5月 6日（金）までにご返信願います。感染症予防対策などの準備の都合上、申込期日の厳守をお願いいたします。
●出席票はご記入のうえ、当日受付へご提出ください。

ご出席の手続きについて

■ 保護者ポータルの利用について

関西大学教育後援会HPへのQRコード▲
❷利用者 ID・パスワードをご入力ください。
※1 入学年度に利用者 ID・パスワードを記載した文書を送付させていただきました。
　 　1年次生は本案内状に利用者 ID・パスワード記載した文書を同封しております。
※2 大学が学生へ付与しているインフォメーションシステムの利用者 ID・パスワードとは異な
　 　ります。
※3  パスワードは大文字・小文字が混じっているので、入力の際は注意ください。パスワード
の入力がうまくいかない場合は、Wordなどで入力し、切り取ってパスワード欄へ貼り付
ける方法をお試しください。

保護者ポータルお問い合わせ先
利用者 ID・パスワードを失念された場合は、再発行の手続きが必要とな
りますので、下記へお問い合わせください。
TEL 06-6368-0058 ／メール koenkai@ml.kandai.jp
※ メールでのお問合せは、タイトルを「保護者ポータル」とし、（1）氏名（ご子女および
父母・保護者）（2）ご子女学籍番号もしくは学部・学年（3）父母・保護者住所をメー
ル本文に入力してください。

❶

❸

ここをクリック。

❷

ここへ ID・
パスワードを入力。

2022（令和4）年度教育後援会総会・学部別教育懇談会について

利用者 ID

保護者ポータル

パスワード
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