
液晶や太陽電池で注目されるシャープ株式会社の総合開発本部を訪れる機会があった。最初の印
象は、建物を間違え迷い込んだ国際研修センターでのアジア系研修員の輝く目の色と姿であった。
シャープの歴史や企業戦略を聞くうちに、創業者 早川徳次氏が、逆境の中で「早川金属工業研究
所」を設立したときの「きたい人はついておいで」という言葉が心に引っかかった。早川氏の言う
「きたい人」の意味する答えは、先ほどのアジア系研修員の輝く目の中に見た意欲と情熱にあった。
“自己の意欲をかきたてることのできない人は、ほかの才能がいかに感嘆すべきものであれ、凡庸
に甘んじるしかない”（Andrew Carnegie）。意欲をかきたてるには、情熱が必要とされる。そ
して、情熱には、凡庸と偉業との違いをもたらせる真の魔力があるともいわれる。
折しも卒業の時期である。卒業生諸君には、自己を信じ、自己の意欲をかきたてるためにも、ほ
とばしる情熱を仕事に、社会にぶつけてほしいと願っている。
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『カナダの経済―その軌跡と展望』

杉本　公彦　流通科学部 助教授 共著

昭和堂

『東南アジア文学への招待』

長岡　みゆき　国際学部 教授 共著
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『２１世紀型 中小企業の国際化戦略』

米倉　　穰　企業情報学部 助教授 著
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『予報・予知・予言』

次回4月号のESSAYは、谷口 高士 国際文化学科 助教授にお願いします。お楽しみに！
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阪神淡路大震災から７年が過ぎた。忌まわしい大震災の情景は今も

脳裏に焼きついて離れないが、あの地震を契機に地震予知の成否の議

論が盛んになってきた。

地震の研究は近年著しく進んだが、地震の予報を出すまでには至っていない。地震予知はなぜ進まない

のか。例えば天気予報はこのごろよく当たるようになったし、噴火予知もある程度は可能になってきた。

だが、地震は、予知に成功した例が世界的に見ても１から２例しかない。これにはいろいろな原因があろ

うが、主要な理由は我々の経験の少なさにある。天候に関する知識は噴火や地震に比べれば蓄積量が格段

に大きい。毎日・毎年の現象なので経験が多いし、気象衛星で雲の動きを連続的に観察できるのが大きな

強みである。

噴火は比較的まれな現象である。それでも北海道の有珠山は、一昨年の噴火が20から30年ごとに繰り返

してきたのと同じ様式の噴火だったので予知に成功し、事前に避難ができた。経験を当てはめて予知がで

きるという例である。これに対し三宅島の噴火は、同様に20年ほどの間隔で数回繰り返されていたのに、

今回は異なるタイプの噴火で、政府の噴火予知連絡会は振り回された。いまだにいつ終息するとも分から

ず、避難が続いている。

これら予知に成功している現象に比べると、被害が出るほどの地震ははるかにまれで、一つの震源で数

百年から千年に一度くらいしか起こらない。最も地震活動が活発な紀伊半島から四国沖の海底でも、大き

な地震は100から150年くらいの間隔がある。地震観測は100年余りの蓄積で、まだまだこの地震間隔に達

していないところがほとんどである。このため地震予知の研究は進んでいない。地震の原因が地下の断層

の活動だ、ということでさえ30から40年前には半信半疑の状態だった。

大きな地震では、地震の原因である断層が地表に現れることがあ

る。阪神淡路大震災のときも淡路島北部に写真のような断層（野島

断層）が現れた。この断層は以前から、いくつもの証拠によって過

去に繰り返し地震を起こしてきた活断層であることが分かっていた

もので、その活動周期は約千年と計算され、要注意とされていた。

今回は運悪く千年に一度のそれに出くわしてしまったのである。断

層で切られた地形や地層から過去の活動時期を決めるのはなかなか

難しいのだが、多くの断層で活動の周期や最後に活動した時期が突

き止められ、地震が起こる時期に近づきつつあるかどうか、ある程

度は判断できる断層が増えてきた。地震予知も、このような過去の

経験を積み上げる方式によってならば可能となりつつある。

気象現象は毎日・毎年の周期で繰り返し、火山活動は10から100年に一度、地震は千年に一度ほどの間

隔で起こる。そしてまれなほど予報が困難である。現象の難しさ、易しさの違いもあるが、この例は、科

学的研究でも何かの出来事を予言するには、経験の量が物を言う場合が少なくないことを示している。よ

く、自然科学は自然の法則性を追究する活動だと言われる。言い換えれば、あることが起こるのを予測で

きるということである。だが、自然界では様ざまな過程が重なり合い複雑に影響し合って起こるため、今

の科学のレベルでは予測が不可能か、極めて困難な場合が少なくない。それだけでなく、自然界では、ス

タート時の状況のわずかな差異から出発し、偶然が重なり、時がたつと予測不可能な状態に達してしまう

現象も多い。

地震よりもっとまれで、数千年から数万年の周期で起こる気候変動は、気候温暖化の影響を予測する必

要からその解明が急がれているが、変動の原因も、結果についてもいまだに分かっていないことが多い。

さらにまれな現象についてはどうであろうか。自然科学には、法則を求めるためというより、この世で一

度だけ起こった現象を調べ、そこで何が起こったかを明らかにするための研究もある。今から約6,500万

年前に起こった恐竜絶滅の研究はその好例であろう。恐竜がなぜ絶滅したかについては古くから様ざまな

学説があった。最近では、直径10kmほどの小惑星が地球に衝突し、その結果もたらされた気候激変が原

因だとする説が有力で、たくさんの証拠がある。衝突地点も特定され、悪夢のような状態が地球全体を襲っ

たことが分かってきた。

恐竜の絶滅は二度と起こらないにしても、小惑星の衝突はこれからも起こりうることである。そうなっ

たらまさに破滅である。アーサー・C・クラークのSFや映画にそんな話があったし、現実に、地球の近傍

を通過する軌道を持った巨大隕石や小惑星があって、それを探し出して監視する計画が進められている。

だが、近づいてからなら軌道計算から衝突の予測もできるが、何年も先のことは分からない。また、こん

なことがどんな頻度で起こるのか、生物の絶滅事件やその他の証拠によって過去にさかのぼって統計的に

調べよう、すなわち周期性を見いだそうという試みもある。だが、大規模な衝突事件はあまりにもまれで、

また、確認も難しく、今のところでは何も規則性が見付かっていないようである。

ノストラダムスの占星術による予言には科学的根拠はないが、何万年、何千万年に１回といった出来事

に関する科学的予知も、残念ながらいまだにノストラダムスからそれほど遠くにいるわけではない。

鎮西　清高 情報学部 教授

主担当科目：自然史科学・地表動態論Ⅰ

趣味：山歩き・地図を読むこと

著書：『岩波地球科学講座第5巻』
『日本の自然、日本の山』

阪神淡路大震災の震源になった野島断層
（兵庫県北淡町で吉山　昭 情報学部 講師撮影）
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インターネットなど情報通信ネッ

トワークが急速な普及を遂げ、国境を

越えた異文化コミュニケーションがます

ます容易に、活発になされる社会が到来しま

した。

複雑さを増す社会に対応するためには、コミュニ

ケーション能力と世界的視野を持つ国際人になるこ

とが必要です。

平成１３年度は、ネイティブの講師による、初め

て英語を学ぶかた対象の「英会話入門講座」、日常

会話ができるかた対象の「英会話初級講座」、「海外

旅行で役立つ英会話講座」、外国人に日本語を教え

るための「日本語教育入門講座」を開講しました。

受講者は、初めて英語を学ぶ年配のかたから中学

生まで幅広い年代にわたりましたが、人間だれもが

持つ学ぶことの喜び、楽しさ、充実感を大いに感じ

取っていただき、レベルアップの講座や、英語以外

の語学も継続して学びたいという感想が多数寄せら

れました。

平成１４年度は、こうした声にお応えすべく、昨

年より大幅に講座を増設し、フランス語会話や中国

語会話の講座も開講します。

本学の２号館は、情報社会をリードするエキ

スパートを育成する場として、最新のマルチメディ

ア環境を整えています。

この充実した施設を活用し、平成１３年度は、「パソコ

ン入門講座」「Excel入門講座」「ポストカード作成講座」

「デジタルカメラ体験講座」「ホームページ作成講座」を開講し

ました。

なかでも全くパソコンに触れたことのないかたがたを対象に

開講した「パソコン入門講座」は、パソコンの基本操作からイ

ンターネット・電子メールについてまで知識を広げていただく

ことを目的として、幅広い年代のかたがたに受講していただき

ました。

パソコンを使いこなす楽しさ、便利さを体験でき、今後もレベ

ルアップを図っていきたいという感想が数多く寄せられ、大変

充実した時間を過ごしていただけたようです。

平成１４年度は、さらに「パソコンでつくる暑中・残暑見舞

講座」｢パソコンでつくる年賀状講座｣などの講座を新設します。

多数のご参加をお待ちしております。

旅行業務取扱主任者受験講座では、まず国内

旅行の取り扱いのみ可能な国内旅行業務取扱主任

者資格（以下「国内」と略）試験に合格し、次に全種類

の旅行の取り扱いが可能な一般旅行業務取扱主任者（以下

「一般」と略）試験合格を目指すという順序で授業を進めて

います。

平成１３年度受講生のうち、試験合格者は一般・国内合わ

せて１５人で、中には年配のかたもいらっしゃいました。

講師の先生は、現在大手旅行会社の調査役で、ツアーコン

ダクターとして世界各国を飛び回った経験もあり、試験対策

だけでなく、実務に関する話題も豊富で、奥行きのある授業

が期待できます。

服部さんは国内旅行業務

取扱主任者受験講座に続い

て一般旅行業務取扱主任者

受験講座を受講し、見事一

般旅行業務取扱主任者試験

に合格。

一般旅行業務取扱主任者試験は、国内のとき

より難しかったので、独学では合格できなかっ

たと思います。講座は問題演習が中心で、テキ

スト以外特に何も買わずに済みましたし、授業

中に聞いた問題が試験に出るなど、ポイントを

押さえた講義がとても役に立ちました。先生が

旅行の話や仕事の話も織り交ぜてくださったの

で、楽しく勉強することができました。将来、

旅行業界への就職を希望しており、資格として

だけでなく、試験勉強を通じて得た知識を実際

に生かしたいと思います。旅行に興味がある人、

旅行業界に就職を希望する人にはこの講座をお

薦めします。

エクステンションセンターでは、各自の持てる力が有効に社会のニーズへ結
びつくよう、実に多彩なプログラムを用意しています。身近なテーマから法
律・経済・文化等への理解を深める「生活コース」をはじめ、円滑なコミュニ
ケーションを志向する「語学コース」、最新の研究成果を踏まえ、心身のリフ
レッシュについて実践的に学ぶ「健康・スポーツコース」、IT時代への積極対

応と活用法を学ぶ「マルチメディアコース」、刻々
と変化する採用事情に合わせ有意義なリクルート活
動を支援する「就職対策コース」、能力を具体的な
専門資格という形で示すことができるよう訓練する
「資格取得コース」等、目的も内容も様ざまな講座
がめじろ押しです。
今回は平成１３年度に開講した講座の中からいく

つかを選び、受講生の声を交えながら授業のようす
を紹介します。

プロフェッショナルな 
講師陣 

充実した 
教育環境 

プロフェッショナルな 
講師陣 

充実した 
教育環境 

無限大 

可能性 

Extension CenterExtension Center 平 成 13 年 度 人 気 の 講 座 B E S T 5
生活・語学・マルチメディアコース 就職対策・資格取得コース

1  パソコン入門講座 ※1

2  Excel入門講座

3  ファーストレディ養成講座 ※2

4  英会話初級講座

5  デジタルカメラ体験講座

1  公務員受験講座

2  宅地建物取引主任者受験講座

3  旅行業務取扱主任者受験講座

4  行政書士受験講座

5  販売士検定受験講座

※1 平成１４年度は「はじめてのパソコン講座」として開講
※2 平成１４年度は「エレガントマナー講座」として開講

外国語学部ドイツ語学科
服部真奈美
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株式投資入門講座
─株式投資の基礎・実際、

投資情報の収集・分析と評価─

101 ∞/11（土）・18（土）・25（土） 14:30～16:00 90分×£ 3,000 25名 近藤　一仁

船岡　政紀

嶺山　洋子

松本　　剛

藤田恵美子
浅尾　京子　

証券アナリスト・
いちよし証券経済研究所社長

経済アナリスト・
ファイナンシャルプランナー

トータル人事労務オフィス
社会保険労務士

本学国際学部講師・
臨床心理士

JALアカデミー
接遇インストラクター・
元日本航空客室乗務員

坂下　　晃 日本証券業協会
大阪地区協会事務局長

今から考える
リタイヤメントプラン講座
─これで安心あなたの老後：年金・保険・介護保険─

102 §/•（土）～29（土） 土 14:30～16:00 90分×¢ 4,000 25名

カウンセリング基礎講座 103 §/•（土）～29（土） 土 14:30～16:00 90分×¢ 4,000 25名

E.K.クラーク 本学国際センター
客員助教授英語で楽しむフラダンス（女性対象） 105 ∞/25（土）・§/¡（土） 10:40～12:10 90分×™ 2,000 10名

講　師講　座　名 講座番号 日 程　・　時　　間 回 受講料（円） 定員

エレガントマナー講座（女性対象）
自分を知る美しい身のこなし/
美しい言葉遣いと話し方・聴き方/パーソナルカラー/
好感を与えるメイクアップ/冠婚葬祭とパーティーマナー

104 §/¡（土）～29（土） 土 14:30～16:00 90分×∞ 5,000 25名

小学１・２・３年生のための
楽しい英会話講座（保護者同伴可）

201
¶/22（月）・23（火）・24（水）・25（木）

10:00～10:45
45分×¢ 2,000 20名

T.M.モリタ 本学国際センター
客員講師小学４・５・６年生のための

楽しい英会話講座（保護者同伴可）
202

¶/22（月）・23（火）・24（水）・25（木）
11:00～11:45

45分×¢ 2,000 20名

はじめての英会話講座 203 ∞/11（土）・18（土）・25（土） 10:40～12:10 90分×£ 3,000 20名

英会話初級講座 204 ∞/11（土）～§/29（土） 土 10:40～12:10 90分×• 8,000 40名 R.A.タニモト 本学外国語学部助教授

英会話中級講座 205 ∞/11（土）～§/29（土） 土 10:40～12:10 90分×• 8,000 20名 K.A.チャン 本学国際センター
客員講師

TOEIC入門講座 206 ∞/10（金）～§/28（金） 火・金 17:50～20:00 120分×15 20,000 30名
総合教育機関
ECC法人事業部講師

TOEIC 500点突破講座 207 ∞/10（金）～§/28（金） 火・金 17:50～20:00 120分×15 20,000 30名

TOEFL500（CBT173）点突破講座 208 ∞/10（金）～§/28（金） 火・金 17:50～20:00 120分×15 20,000 30名

はじめてのフランス語会話講座 209 §/¡（土）・•（土）・15（土） 10:40～12:10 90分×£ 3,000 20名 L. レヴィ 本学国際センター
客員講師

はじめての中国語会話講座 210 §/¡（土）・•（土）・15（土）） 10:40～12:10 90分×£ 3,000 20名 全　　理其 本学法学部助教授

外国語としての日本語入門講座
─日本語を教えてみませんか？─

211 ∞/11（土）～§/29（土） 土 10:40～12:10 90分×• 6,000 30名 大阪YWCA日本語教師会講師

生涯スポーツとしてのフィットネスⅠ
─フィットネスマシーンの効果的な利用法─

301 ∞/18（土） 13:00～16:00 180分×¡ 1,000 25名
金芳　保之
松本　芳明

本学国際学部教授

生涯スポーツとしてのフィットネスⅡ
─‘からだ’のコンディションを整えるストレッチング─

302 ∞/25（土） 13:00～16:00 180分×¡ 1,000 25名

はじめてのパソコン
（Windows2000）講座

401 ∞/10（金）・17（金） 17:50～20:00 120分×™ 3,000 32名

本学マルチメディア施設

「MELOP」インストラクター

402 •/27（火）・28（水） 10:00～12:10 120分×™ 3,000 32名

403 •/29（木）・30（金） 10:00～12:10 120分×™ 3,000 32名

Word入門講座
404 ∞/21（火）・28（火） 17:50～20:00 120分×™ 3,000 32名

405 ª/∞（木）・§（金） 10:00～12:10 120分×™ 3,000 32名

Word応用講座 406 §/¢（火）・11（火） 17:50～20:00 120分×™ 3,000 32名

Excel入門講座
407 §/18（火）・25（火） 17:50～20:00 120分×™ 3,000 32名

408 ª/ª（月）・10（火） 10:00～12:10 120分×™ 3,000 32名

Excel応用講座 409 ¶/™（火）・ª（火） 17:50～20:00 120分×™ 3,000 32名

パソコンでつくる暑中・残暑見舞講座 410 ∞/24（金）・31（金） 17:50～20:00 120分×™ 3,000 20名

パソコンでつくる年賀状講座 411 ª/17（火）・18（水） 10:00～12:10 120分×™ 3,000 20名

ホームページ作成講座
412 §/21（金）～¶/∞（金） 金 17:50～20:00 120分×£ 4,500 20名

413 ª/11（水）・12（木）・13（金） 10:00～12:10 120分×£ 4,500 20名

デジタルカメラ体験講座
414 §/¶（金）・14（金） 17:50～20:00 120分×™ 3,000 15名

415 ª/19（木）・20（金） 10:00～12:10 120分×™ 3,000 15名

公務員　国Ⅱ・地方上級
主要５科目完全マスター講座 501

4/22（月）～7/10（水）・9/25（水）～1/27（月）
月・水・金 17:50～20:00

7/25（木）・26（金）・29（月）・30（火）・31（水）・
9/17（火）・18（水）・19（木）・20（金）・2/20（木）・
21（金）・22（土）・24（月）・25（火）・26（水）・27（木）・
28（金）

9:30～11:40、12:30～14:40

120分
×
109

85,000 ──

（株）トラジャルウエスト講師

公務員 警察・消防・国Ⅲ（郵政）
平成１４年受験直前対策講座

502
¢/16（火）～∞/¡（水） 火・水・金 17:50～20:00
面接対策（2回・日程未定）有

120分×10 12,000 ──

宅地建物取引主任者
受験マスター講座

601
4/25（木）～7/4（木）・10/17（木） 木 14:30～17:40
7/29（月）・30（火）・9/10（火） 9:00～12:10、12:50～16:00 

90分×36 25,000 ── 相川　眞一
本学

エクステンションセンター
非常勤講師

行政書士受験講座 602

4/22（月）～7/15（月） 月・水 17:50～20:00

7/24（水）・26（金）・29（月）・31（水）・8/™（金）・19（月）・
21（水）・23（金）・26（月）・28（水）・30（金）・9/™（月）・
¢（水）・§（金）・ª（月）・11（水）・13（金）・17（火）・
18（水）・20（金） 9:30～11:40、12:30～14:40

9/24（火）、25（水）～10/ª（水）
月・水・金 17:50～20:00

120分×71 55,000 ── （株）トラジャルウエスト講師

一般旅行業務取扱主任者
受験講座

603
4/22（月）～7/10（水） 月・水 17:50～20:00
9/17（火）・18（水）・19（木）・20（金）

9:30～11:40、12:30～14:40
120分×30 40,000 ──

JTB西日本営業本部講師
国内旅行業務取扱主任者
受験講座

604
4/26（金）～7/9（火） 火・金 17:50～20:00
8/28（水）・29（木）・30（金）

9:30～11:40、12:30～14:40
120分×27 30,000 ──

社会保険労務士
平成１４年受験直前対策講座

605
7/29（月）・30（火）・31（水）・8/¡（木）・™（金）・

19（月）・20（火）・21（水）・22（木）・23（金）
9:00～12:00、13:00～16:00

90分×40 25,000 ── 嶺山　洋子 トータル人事労務オフィス
社会保険労務士

販売士検定２級受験講座 606 5/13（月）～6/26（水）・9/25（水） 月・水 17:50～20:00 120分×15 22,000 ── 吹田商工会議所
委託講師販売士検定３級受験講座 607 ∞/10（金）～§/25（火） 火・金 17:50～20:00 120分×14 20,000 ──

ビジネス実務法務検定３級受験講座 608 ∞/¡（水）～¶/£（水） 月・水 17:50～20:00 120分×18 25,000 ── 早稲田セミナー講師

609
∞/10（金）～¶/∞（金） 金 17:50～20:00
10/¡（火）～11/¡（金） 火・金 17:50～20:00

120分×17 20,000 ──
キャリエールホテル
旅行専門学校講師

講　師講　座　名 講座番号 日 程　・　時　　間 回 受講料（円） 定員

就

職

対

策

コ

ー

ス

資
　
格
　
取
　
得
　
コ

ー

ス

大阪学院大学・大阪学院短期大学　　エクステンションセンター（２号館２階）
〒５６４-８５１１大阪府吹田市岸部南二丁目36番１号　 Tel.（06）6381-8434（代表）

講師による事前説明会（参加無料）開催を予定している講座です。詳細な日時等はお問い合わせください。なお、TOEIC・TOEFLの£講座につい
ては、原則として申し込み前に語学力診断テスト（参加無料・事前申込不要）を受けていただくことになっていますので、次のいずれかの日時にエ
クステンションセンターまでお越しください。 ・平成14年£月26日（火）18時　・平成14年£月29日（金）18時
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受　講　申　込　要　領 

 ①申込 
抽　選 

②受講登録 
　書類送付 

定員を設けている講座について 
定員を超える応募があった場合 

受講登録・ 
受講料納入 受講開始 

①次のいずれかの方法で、平成14年£月30日（土）17時までにお申し込みください。
F A X：（06）6381-8495 ［24時間受付］
ホームページ： http://www.osaka-gu.ac.jp/ext_center/index.html［24時間受付］
窓　　口： エクステンションセンター［ª時～17時（日曜日を除く）受付］
※上記のいずれの方法も利用できない場合のみ、電話での申し込みを受け付けます。［10時～16時（土・日曜日を除く）］

②平成14年¢月•日（月）以降に受講登録書類をお送りいたします。抽選により受講いただけないかたに
つきましては、書類送付や連絡等いたしませんので、あらかじめご了承願います。

☆ご希望のかたには講座内容の詳細を記載したパンフレットを無料でお送りします。
☆一定の申込者数に満たない講座は、開講を取りやめる場合があります。
☆上記の受講料は、本学学生・卒業生や保護者等の特別料金となっております。

平成１４年度　春夏公開講座一覧

問 い 合 わ せ 先

生
　
活
　
コ
　
ー
　
ス

語
　
学
　
コ
　
ー
　
ス

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ス

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
コ
ー
ス

色彩（ファッションカラーコーディ
ネート）検定２・３級受験講座

再受講割引制度対象講座です。平成13年度に同一内容の講座を受講したかたが再度受講する場合、原則として受講料を™割引とします。対象者は、
申し込みの際その旨を申し出てください。
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［司会］ 今回は日本という国について

皆さんの感想、意見を聞かせてくださ

い。まず、どうして日本に留学しよう

と思ったのですか。また、日本にきて

やってみたいことは何ですか。

［エリン］ 日本語と法律を勉強したい

と思います。

［ヴァンハイ］ 日本の文化と生活に興

味があって、日本にきました。日本の

文化が好きだから日本について学んで

いきたいと思います。

［司会］ 日本にきて何か感じたことは

ありますか。

［ポール］ 僕は日本が大好きです。特

に京都と神戸の街が好きです。

［アルノ］ 道が狭いと思いました。そ

して、道を走る自転車の数の多さに驚

きました。自動販売機の数も多いです

ね。

［アンドール］特にありませんでした。

というのも、アメリカでのルームメー

トが福岡からきた日本人だったからで

す。日本に来る前から日本人の友達が

たくさんいたので、アメリカで日本の

生活に慣れていたのかもしれません。

［ヴァンハイ］ 僕は、いっぱいありま

す。例えば、食事のときです。「おい

しいですか」と聞かれ、そのとき「ま

ずい」と思っていても、はっきりと言

うのは失礼でしょう。だから「おいし

いです」と答えます。お世辞を言うの

に慣れていないので困ります。

［司会］ フランスでは自分の言いたい

ことがはっきり言えるけど、日本では

あまり言えないということですね。

［ヴァンハイ］ 人間関係の問題だと思

います。日本人は優しいので本当の意

見を言うのは難しい。

［司会］ ほかの人も何か困ったことな

どありますか。

［ウィリアム］ 日本の生活とか日本人

の性格は自分たちの国と比べて確かに

違います。だから日本で生活するため

にはそれに慣れなければならないと思

いますが、それには時間がかかります。

でも少しずつ慣れてきて、いい友達も

できました。特に大阪の人は親しみや

すいです。

［アルノ］ 僕もホストファミリーにと

ても親切にしてもらっています。日本

の生活は楽しいです。ただ、日本人と

話をしているときに、言いたいことが

うまく通じません。だから何回も同じ

ことを言わなければいけません。それ

は困ります。

［アンドール］ 困ったことはあまりな

いですね。日本人はみんなフレンドリ

ーだと思います。だから友達が簡単に

できます。

［司会］ 皆さん楽しい生活を送ってい

るようで安心しました。皆さんの中に

は今回の留学より前に日本にきたこと

がある人もいるようですが、そのとき

と比べて何か違いは感じましたか。

［ドロテエ］ 違いが多いです。６年前

に山形に留学したときは、外国人が珍

しいのか、よくびっくりして振り向か

れましたが、大阪にきてからはそんな

ことはありません。外国人に慣れてき

たのだと思います。

［アルノ］ そうは思いません。新潟に

いたとき、私は背が高くて目立ちまし

たが、振り向かれなかったですよ。

［ウィリアム］ 背のことについていえ

ば、道を歩いているとき、周りの人が

みんな私を宇宙人でも見るかのような

目で見ていると感じるときがあります

（笑い）。イギリスでも私の背の高さは

目立つほうですが、そんなに気にしな

い人が多いです。でも日本では、みん

な背のことを言います。電車に乗った

ときなどに私が日本語を話せないと思

って、「でっかい」とか言って珍しが

ります。外国人は、日本語が分からな

いと思っている人が多いようで、そう

いうことが生活をしていて不快に思い

ます。

［司会］ 大阪学院大学での日本語の授

業はどうですか。

［ウィリアム］ 日本語がちょっと上達

してきてうれしいです。私はイギリス

の大学で２年間日本語の勉強をしてい

ましたが、やはり日本で勉強したら漢

字とか語彙など早く覚えることができ

ました。経験豊かな先生がいますから、

日本語の授業は楽しいです。もちろん、

大阪学院大学の建物はきれいですし、

学ぶ環境も整っていると思います。特

にトイレは日本一ではないですか（笑い）。

［エリン］ 日本語がとても上達したと

思います。先生は優しくておもしろい

です。きれいな教室で授業を受けるこ

司会：阪田　安雄
国際センター所長
国際学部 教授

Dorothee E. Palla

ドロテエ・パラ

経済学部

Arnaud Lechat
アルノ・ルシャ
国際学部

外国人留学生が日本を斬る外国人留学生が日本を斬る

─ 座談会出席者 ─

国際センター所長 （司　　会） 阪田　安雄　国際学部 教授
セント・トーマス大学 （アメリカ） Erin E. Schlabach（エリン・シュラバーク）
セント・トーマス大学 （アメリカ） Paul P. Xiong （ポール・ション）
トリア大学 （ド イ ツ） Dorothee E. Palla（ドロテエ・パラ）
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校（アメリカ） Andor Zombori （アンドール・ゾンボリ）
オルレアン大学 （フランス） Arnaud Lechat （アルノ・ルシャ）
オルレアン大学 （フランス） Van-Hai Nguyen （ヴァンハイ・ングイェン）
ケンブリッジ大学 （イギリス） William J. E. Swan（ウィリアム・スワン）
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それは私にとっては不思議なことです

けど……。

［アルノ］ 日本の女の子にとって、パ

リは最も関心のある街のようです。な

ぜか分かりませんが、ブランドの店が

いっぱいあるからでしょうか。

［ウィリアム］ 昨日、ホストマザーと

話をしていたら、パリが大好きだと言

うのです。なぜかというとブランドの

店がいっぱいあるかららしいのです。

びっくりしました。パリには有名な博

物館や美術館、カフェなどがあります

が、わざわざブランドの店を見にいく

ためにパリに行きたいというのは、珍

しいです。イギリスではブランド物が

好きだという人は少ないです。

［ヴァンハイ］ 日本の交通費が高いの

にはびっくりします。制度ですからし

かたがありませんが、交通費が高いの

で大変です。でも日本のコンビニは便

利ですね。フランスにはそういった店

がありません。

［司会］ 最後にこれだけはしておきた

いということがあれば、お話しください。

［ウィリアム］ ケンブリッジの卒業論

文のために、日本の第二次世界大戦に

ついて研究しようと思っています。今

年はそれを準備しなければならないの

で、いろんな図書館を回って、資料を

集めなければなりません。

［司会］ どういうトピックスで第二次

世界大戦のことを調べるのですか。

［ウィリアム］ 日本とインドネシアの

関係についてですが、もう少し調べて

からテーマを決めたいと思います。特

に憲兵隊のことについては、資料がた

くさんありますので、東京に行って調

べる予定です。

［ドロテエ］私は広島へ行ってみたい。

原爆は、２０世紀におけるいちばんの

歴史的事件ですから、広島に行くつも

りです。それに、富士山にも登ってみ

たい。

［ウィリアム］ 広島より長崎がいいと

思いますよ。長崎はきれいな街で、有

名なステンドグラスの教会もあります

からね。

［アルノ］ でも、広島は新幹線で日帰

りできるので近くて便利だと思います。

［ポール］ 私も富士山に登ってみたい

し、いろんな日本料理も食べてみたい

（笑い）。

［司会］ だいぶんお金がかかりますよ

（笑い）。

［ウィリアム］ そうですよね。富士山

の山小屋などは高いというし、レスト

ランの料理もすごく高いと聞きました

よ。でも頑張ってください（笑い）。

［アンドール］ 韓国と台湾に行くつも

りです。後は富士山に登りたいです。

［ヴァンハイ］ 仙台に行ってみたいで

す。小さいときに仙台の写真を見たの

ですが、本当にきれいな街だと思いま

した。

［司会］ 今こうして話を聞いていて、

日本語が非常に達者なことに感心して

います。私も若いときアメリカに留学

しましたが、２年ぐらいたっても、皆

さんほどしゃべれなかったです。その

点で、皆さんは頑張っているなという

気がします。これからも、今話が出ま

したように、驚くことや嫌なことなど

も経験すると思いますが、それを積極

的に克服していってほしいと思いま

す。私も実際にアメリカにいる間に、

やはり皆さんと同じようにいろんな経

験をしてきています。留学したときに

学んだこと、それから体験したことが、

やはりこの年になると非常に役に立っ

てきています。皆さんも同じようにこ

の留学を生かして、将来この経験を上

手に使ってほしいと思います。それで

は今日はどうもありがとうございました。

とができてうれしいです。

［ヴァンハイ］ 日本の先生はフランス

の先生より優しいです。フランスの先

生は厳しくて、例えば、学生の成績が

悪いとしかったりします。日本の先生

が優しいのはいいのですが、留学生の

日本語を早く上達させるためには、も

う少し厳しいほうがいいかもしれませ

ん。

［ポール］ 僕にとっては授業が少し難

しいです。なぜなら、僕は日本に来る

前に、少ししか日本語を勉強しなかっ

たので、理解するのが難しいことがあ

ります。

［アルノ］ 私はクラスを決めるテスト

があまりよくなかったので、残念でし

た。そして今は初級クラスで勉強して

います。フランスでは４年間日本語を

勉強していたので今のクラスは私にと

って復習のようです。フランスでは日

本語をあまり話さなかったので、日本

で生活するようになってかなり話せる

ようになりました。

［司会］ 大阪学院大学の学生にはどん

な印象を持っていますか。

［ウィリアム］大阪学院大学の学生は、

親しみやすいのでたくさん友達ができ

ました。日本人学生は皆さんとても優

しくて、私たち留学生と一緒に沖縄に

行ったほどです。クラブ活動などでも

知り会う機会があります。

［アルノ］ 食堂にずっと座っていて、

やる気のなさそうな人がいますね。図

書館に行っても学生があまりいません。

［ヴァンハイ］ 初めは、元気でよく遊

ぶ、にぎやかな印象を受けましたが、

最近日本の学生に授業のノートを見せ

てもらってびっくりしました。僕には

分からない漢字ばかりがたくさん書か

れていました。今では、よく勉強する

というイメージが強いです。

［ポール］ 優しくて、フレンドリーな

人が多いので、あまり議論をする人が

いないと思います。アメリカでは毎日

議論をしていました。

［アンドール］びっくりしたのは、「禁

煙」という看板があるのに煙草を吸っ

ている人を見たことです。日本的じゃ

ありません。だいたい日本人はルール

を守りますね。そういう意味ではびっ

くりしました。

［司会］ あなたの国ではそういうのは

厳しいですか。

［アンドール］ そうですね。

［司会］ それでは質問を変えて、日本

での留学を終えて帰国してから何をす

るのか、話してもらえますか。

［ウィリアム］ 帰国したら４年生にな

りますから、まだ１年勉強しなければ

なりません。その後は働こうか勉強し

ようか迷っています。弁護士として働

こうかと思っているのですが、まだ決

めていません。

［司会］ 英国の場合、弁護士の資格は

二つあるでしょう。

［ウィリアム］ いちばんお金になるの

を（笑い）。

［ドロテエ］ 帰ってからまたドイツの

大学に行きます。その後はまだ決めて

いません。

［アルノ］ 私は４年生ですから、卒業

したら働こうと思います。でもまだ働

くところは決まっていません。

［エリン］アメリカの大学に戻ります。

あと２年で卒業します。その後日本に

きて英語の先生になりたいと思ってい

ます。

［ポール］ 大学を出たら多分コンピュ

ータの関係で保険会社に入ると思いま

す。

［アンドール］ 来年卒業したら、ハン

ガリーに帰って外務省に勤める予定で

す。そして、日本の大使館に入りたい

です。

［ヴァンハイ］ 私の目標は、日本語を

ペラペラしゃべれるようになることです。

［エリン］ 私はほかのアジアの国も見

てみたいです。

［司会］ 何か日本人に言いたいことや

日本人について印象に残っていること

はありますか。

［エリン］ 冬なのに短いスカートをは

いている女の子をよく見ました。寒い

のではかないほうがいいと思います

（笑い）。

［ウィリアム］ 日本の女の子は、伝統

的におとなしいお嬢様が多いような気

がします。あまり社会のことについて

意見を言わない。西洋でしたら自分の

意見を強く主張するのに、私の知って

いるその女の子は一言もしゃべらず、

優しく、おとなしかったですね（笑い）。

Andor Zombori
アンドール・ゾンボリ
国際学部

William J. E. Swan
ウィリアム・スワン
外国語学部
ドイツ語学科

Van-Hai Nguyen
ヴァンハイ・ングイェン
国際学部

Paul P. Xiong
ポール・ション
国際学部

Erin E. Schlabach
エリン・シュラバーク
国際学部
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混声合唱団『Chor Kreis』

第１回 演奏会
12月４日（火）、吹田市文化会館メイシアター中ホールにて記念

すべき第1回演奏会を無事開催することができました。3部構成の
ステージでは、映画『ザ　サウンド　オブ　ミュージック』でおな
じみのだれもが口ずさんでしまう曲から、合唱団ではまず行わない
マイクでのアカペラライブと、盛りだくさんの内容でした。

ふだん、大学内では卒業式・入学式といった行
事に参加し、新入生歓迎会や岸辺祭などで歌を披
露しています。これからも歌う楽しさ、素晴らし
さを少しでも皆さんに伝えていけるよう、日々の
練習に励みますので、応援のほどよろしくお願い
します。

演奏会のパンフレット作成
パンフレット、チケット、チラシはすべてパソコンを使って自分たちで作成しました。作業場
所は主に、レイアウトやデザインの面で効率的に優れたソフトを備えている３号館のMELOPで
した。しかし混声合唱団にはMELOP会員が２人しかいないため、作成時間と練習時間の確保に
は苦労し、当日ギリギリまで印刷していました。とにかく最低部数を作るのに懸命でした。大変
苦労した分、パンフレットが完成したときは感動しました。

大阪府の教員（中学校・英語）採用にたどり着くまでの過程は、「運」なしではありえなかったと

思います。実際、私が先生になることができるなんて思ってもみませんでした。

というのも、私はまるで「きりぎりす」のような高校生活を過ごしていたからです。高校卒業後

の進路について迷っていたときに大学の先輩から「大阪学院は楽しい」と聞き、これからの社会は語学力が必要に

なるだろうという思いから、推薦入試で外国語学部 英語学科に入学しました。そして、目標を堅持した友人に感化

され、私も教職課程を取り始めたものの、自身に掲げる目標は手探りのまま、自由な大学生という立場に浸り、緩

慢な時計の針を進めていました。しかし、そうした怠惰な生活を送っているうちに、将来に対する不安もちらちら

と目をかすめるようになり、3年次の中ごろから、気持ちを少し引き締めて授業や勉強に取り組むようになりました。徐々に

勉強に注ぐ気持ちを取り戻しつつ、4年次生になり、漠然とではあったのですが、教員の仕事に対して憧憬の念を抱くように

なりました。そして、生徒に英語を教えることができるかどうか自信のないまま、教育実習を迎えました。

今までゆったりとした学生生活を送っていましたので、実習当初は忙しい毎日で慌てましたが、少しずつ慣れていき楽しい

2週間を過ごすことができました。感情に素直な生徒たちに、ときにドキッとさせられたり、励まされたりと、いい刺激を受

け、自分自身考えさせられること、学ぶことが多くありました。充実した思い出が満ちあふれた母校という独特の空間で、生

徒たちと共有した思い出は、日がたつにつれて熟成され、いいものとなっていきました。実習を終え、日々を過ごしていくう

ちに、大変だったことは頭の隅に追いやられ、どんどん熟成していくいい思い出が頭の中を占領して、いつの間にか自分の中

で教員への夢が確立していきました。歩を進める道は決まった一方、今まであまり勉強していない私にとって、間近に迫った

教員採用試験での合格は皆無に等しいことでした。そうした中、私は半ばあきらめムードで、大阪府教育委員会に願書を提出

し、試験に臨みました。１次試験（一般常識・教職教養・論文）は、夏の暑さが功を奏し、試験開始から汗だくの、のぼせた

状態で受けていたのですが、１時間ほどたったころから走った後のように全身壮快になり、頭がさえ、集中して問題を解くこ

とができました。しかし、結果の期待は全くなかったので、合格通知が届いたときは驚きました。まさかの2次試験（英語の

筆記・実技・面接）は、浮足立って受けました。英語の試験が行われたのは私の母校で、しかも、使用した二つの教室は、私

が高校１年生と3年生のときの教室でした。また、面接で使用した施設も何回か訪れたことのある場所であり、合格への期待

がなかったからかもしれませんが、緊張感はさほどありませんでした。英語での討論では、ほかの受験生の英語の流暢さを目

の当たりにし、自分の英語の貧困さを痛感しました。いいようのない悔しさでいっぱいになり、これほど今まで勉強してこな

かったことを自責したことはなかったと思います。一か月ほどして、試験結果のＧ判定による合格通知を手にしたときは、予

期せぬ朗報に驚愕し、自分の運が少し恐くなりました。

こうした状況にある私ですが、これからはコツコツと一生懸命怒力して、地に足をつけ、しっかりと自分の道を歩んで行こ

うと思います。教員になると、きっと苦労は絶えないと思いますが、立派な教師、人間を目指し、日々向上していきたいと思っ

ています。

外国語学部 英語学科 4年次生
工古田　真輝

学生から教師へ

校　　種 志願者数 受験者数 １次合格者 2次合格者 G判定率（％） 最終倍率

小 学 校 3,922 3,419 1,167 685 20.0 5.0

中 学 校 3,732 3,297 693 247 7.5 13.3

高等学校 2,279 1,929 353 100 5.2 19.3

計 9,933 8,645 2,213 1,032 11.9 8.4

平成１４年度　大阪府・大阪市公立学校教員採用選考テスト結果

※表中記載のG判定率とは、第２次選考において一定の基準に達したと判定された率を示す。

流通科学部 ４年次生
阪上　順一（部長）

国際学部 ２年次生
平子　剛（部員）



学生相談センターでは、生活・進路・学業や人間関係をはじめ様ざまな心の相談に応
じています。人はだれでも悩みや苦しみがあり、時には自分を見失うことさえあります。
悩みや苦しみと本当に向き合ったとき、自分が今まで感じなかった大きな存在になって
いることに、気づいたことはありませんか。悩みや苦しみは、新たな「自分」を作り出
す生みの苦しみではないでしょうか。人は悩みつつ成長していくようです。悩みは、新
たな｢自分｣作りの糧のようなものです。悩みは一人で向き合うのもいいですが、一人で

は向き合えそうもない深い悩みもあります。学生相談センターは、悩みと向き合い新しい自分作りのた
めに、いつでも皆さんの来室を待っています。
自分のことは自分がいちばんよく知っているといわれますが、果たしてそうでしょうか。自分に分か
る「自分」や、自分にも他人にも分かる「自分」は最も確かな存在でしょう。でも他人に分かって自分
には分からない「自分」があるかもしれません。さらに他人にも自分にも分からない「自分」があるか
もしれません。他人にも自分にも分からない「自分」の世界が案外広いように思われます。一度今まで
気づかなかった「自分」探しをしてみてはどうでしょうか。その世界は無限に広がっているかもしれま
せん。こんな自分がいたのかと驚くかもしれません。
だれでも夢を見るものです。夢は、自分に分からない世界から分かる世界に、言い換えれば無意識の
世界から意識の世界に送ってくるメッセージだと思われます。何度も見る同じ夢、気になって忘れられ
ない夢は、自分にも分からない「自分」探しの大きな手掛かりになるでしょう。そんな夢があれば、一
度学生相談センターに持ってきていただき、一緒に深く味わってみませんか。「自分」探しには箱庭も
いいかもしれません。決められた空間に人形や動物や木などのミニチュアを置き、作品を作るのですが、
思いもかけない自分の心の世界発見につながるかもしれません。自分の知らないもう一人の「自分」と
の感動の出会いがあれば素敵ですね。
では、「一期一会」の心で、あなたとの出会いをお待ちしています。

『自分』探し
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相談したいときは
★ 直接、学生相談センター「3号館6階」まできてください。
★ 保護者や友人と一緒でも、また保護者のみでも相談できます。
★ 電話での相談や予約も、受け付けています。
★ 相談内容の秘密は厳守されます。

相談時間
学業・進路・就職・生活全般　　月～土曜日 ９：00～17：00
心理相談　　　　　　　　　　　月～土曜日　10：00～16：00
※日・祝祭日および事務休業日はお休みです。１回の相談時間は、原則として１時間以内ですが、
継続して利用できます。どんなことでも結構ですので、気軽に学生相談センターを訪ねてくだ
さい。

学生相談センター受付電話（06）6382－0266

非常勤カウンセラー　　山本　三郎
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クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

アメリカンフットボール部 ¢月•日（月）～¶月¡日（月） 西日本学生アメリカンフットボールリーグ 西宮スタジアム・西宮球技場　ほか

空手道部 £月31日（日） 川西市源氏祭空手道大会 川西市立総合体育館

¢月20日（土）～30日（火） 関西学生春季テニストーナメント予選 各大学テニスコート

硬式庭球部 ∞月¢日（土）～12日（日） 関西学生女子テニス４部リーグ戦 各大学テニスコート

∞月25日（土）～§月™日（日） 関西学生春季テニストーナメント本戦 各大学テニスコート

£月30日（土）・31日（日） 西京極球場（対 大阪商業大学）

¢月13日（土）・14日（日） 関西六大学野球連盟　春季リーグ戦 南港中央球場（対 神戸学院大学）

硬式野球部 ¢月23日（火）・24日（水） ※同一対戦校との試合で1勝1敗の 南港中央球場（対 龍谷大学）

∞月•日（水）・ª日（木） 場合は、第3試合を翌日に行います。 舞洲球場（対 京都産業大学）

∞月24日（金）・25日（土） GS神戸球場（対 大阪経済大学）

¢月¡日（月） 関西学生男子連盟杯予選 能勢カントリー倶楽部

¢月15日（月）・16日（火） 関西学生女子連盟杯 ザ・カントリークラブ

ゴルフ部 ¢月22日（月）～24日（水） 関西学生男子連盟杯 太平洋クラブ六甲コース

∞月13日（月）・14日（火） 関西学生女子春季1部校学校対抗戦 奈良万葉カンツリー倶楽部

∞月20日（月）・21日（火） 関西学生男子春季1部校学校対抗戦 宝塚ゴルフ倶楽部

¢月¡日（月）～30日（火） 走行会（ダートトライアル） プラザ阪下
自動車部

∞月¡日（水）～31日（金） 全関西ダートトライアル選手権大会 プラザ阪下

ソフトテニス部 ∞月27日（月） 関西学生ソフトテニス選手権大会 各大学コート

ハンドボール部 ¢月¶日（日）～∞月16日（木） 関西学生ハンドボール春季リーグ戦 東淀川体育館　ほか

クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

企業診断研究会 ∞月30日（木）～§月¡日（土） 学外展示 岸部市民センター

写真部 ∞月30日（木）～§月¢日（火） 学外展 心斎橋ピルゼンギャラリー

クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

吹奏楽部 ∞月¢日（土） 関西学生吹奏楽連盟　第３８回合同演奏会 尼崎市総合文化センター アルカイックホール

独立団体

文化会

体育会

※現在未定の行事・大会につきましては、随時詳細が決まり次第ホームページでお知らせしております。
http://www.osaka-gu.ac.jp/new_club/report/index.html



退職記念講義

〔¡月23日（水）15号館地下¡階 01会議室〕
松本　仁助 国際学部 教授の退職記念講義が行われました。
初めに島岡 宏 国際学部長が挨拶され、その後、「民話から叙事詩へ・文学の発展

過程－『妻の再婚直前における夫の帰国物語』を例として－」というテーマに基づ
き、講義が行われました。
非常に興味深い話に、学生や教員の皆さんは熱心に聞き入っていました。講義後

には花束贈呈や記念撮影が行われ、思い出深い最終講義になりました。

スキー＆スノーボード講座

〔™月20日（水）～23日（土）
長野県菅平高原スキー場 〕

「基礎からきちんとマスターしたい」
と14人の参加者が菅平に集いました。
現地では¢人のインストラクターに、基
礎から応用までそれぞれのレベルに合
った指導を受けました。参加した学生
たちは、「コツがつかめた」など自分の
スキルアップに満足したようすでした。

就職ガイダンス

平成13年¶月から始まった『就職ガイ
ダンス』と『就職応援セミナー』、『筆記試
験対策』、『業界研究セミナー』、『直前就
職ガイダンス』、『学内会社説明会』など
の各種セミナーが無事終了しました。
今後は、学生個々の就職活動が本格

的に始まるわけですが、不安を感じる
場合は、一人で悩まず早めに相談して
ください。
また、保護者からの相談もお待ちし

ておりますので気軽に就職センターへ
お越しください。
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〔¡月26日（土）・™月ª日（土）ゴルフ練習場〕
技術・人間性の向上、またゴルフ人口の底辺拡大の一助を成すことを目的に、第

¡回・第™回ゴルフワークショップを開催しました。講師には本学ゴルフ部監督で
ある平野勝之プロ（ミズノ所属）を、第™回ワークショップには特別講師として渋
谷稔也プロ（フリー）をお迎えしました。両日合わせて61人もの関西地区の高校
生・中学生ゴルファーが参加し、技術向上に向けて熱心に取り組んでいました。
なお、レッスンに加え、両プロによる講演会も行い、「ただ上手なだけのゴルファ

ーになるよりも、エチケット・マナーを身につけた立派なゴルファーになってくだ
さい」「基礎体力を十分につけ、基本を大切にしたプレーを心がけてください」との
言葉が参加者にかけられました。

新春夢トーク

［¡月17日（木）15号館地下¡階 01会議室］

充実した大学生活を送り、チャンスを生かして夢を実現させた先輩たちが自らの体

験を語る新春夢トークが今年も開催されました。発表者・テーマは次のとおりです。

末広 良さん（経 済 学 部¢年次生） 画商ビジネス～私の目指すもの～

榎本 公介さん（経 済 学 部¢年次生） 全日本大学野球選手権大会出場

國司 理恵さん（外国語学部¢年次生） ヴェクショー大学交換留学

出路 英子さん（流通科学部£年次生） クラリオンスカラーシップ
出路 幸子さん（経 済 学 部™年次生） ミュージックオーディション ™位

井上 純子さん（国 際 学 部¢年次生） 大阪府警察官採用試験合格

会場内の100人を超える出席者は、夢と希望の話に熱心に耳を傾けていました。

卒業式

〔£月19日（火）体育館〕
平成13年度卒業式が執り行われます。

式当日、白井善康総長から学位記なら
びに卒業証書が授与され、卒業生へ向
けてお祝いと励まし、そして社会人と
しての心構えなど、はなむけの言葉が
贈られます。
また、卒業謝恩パーティーが、午後

∞時からリーガロイヤルホテル（大阪）
光琳の間で開催されます。
実社会へ向けて新たな第一歩を踏み

出す皆さんの今後のご活躍を期待して
います。

ゴルフワークショップ

短期大学プレゼンテーションコンテスト

〔¡月17日（木）™号館地下¡階 03教室〕
第¡回短期大学プレゼンテーション

コンテストが開催されました。ゼミナ
ールでの日ごろの研究成果を発表する
場として､経営実務科を中心に、今回初
めて開催されましたが、•人の参加が
あり、環境問題などを題材に見事なIT
リテラシーが発揮されました。来場し
ていただいた多くのかたがたのご指示
に応え、さらなる飛躍を期待いたします。

学内講演会

［¡月21日（月）™号館地下¡階 02教室］
マサチューセッツ工科大学（MIT）

のジョン R. ウィリアムス教授をお迎
えし、学内講演会が開催されました。
教授はまずアメリカにおけるMITの概
要を述べ、今アメリカでは教育が第2
の産業であることから、これからは日
本でも大学を生涯学習、起業家育成の
場として発展させていく必要があると
強調されました。
当日は多数の学生、教職員が会場を

訪れ、講演終了後には活発な質疑応答
や意見交換も行われました。

人事

経営科学部　川田　孝行　教授

退職〔平成14年¡月§日付〕
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会迎歓生入新
４月８日 ）月（ 31 ： 00 ～

：所 場 71 ジーテス設特前水噴館号
：象 対 生入新

４月 １日 ）月（

２日 ）火（

３日 ）水（

４日 ）木（

５日 ）金（

め始年学 ）通共（
会明説金学奨 学大（ ２ ）上以生次年
切締録登修履 （ 学大期短 ２ 上以生次年 ）
ーテンエリオ ンョシ ）院学大（ 至〔 ９日 ）火（ 〕
切締録登修履

外以部学報情学大（ ２ ）上以生次年
切締録登修履
部学報情学大（ ２ ）上以生次年
）通共（式学入

ンョシーテンエリオ期前
学大（ １ ）生次年 至〔 ９日 ）火（ 〕

ンョシーテンエリオ期前
学大期短（ １ ）生次年 至〔 ９日 ）火（ 〕

ELBATEMIT
４月８日 ）月（

９日 ）火（

10日 ）水（

21 日 ）金（
61 日 ）火（
17日 ）水（
22 日 ）月（

03 日 ）火（

会明説金学奨 学大（ １ ）生次年
スンダイガ学留 ）学大期短・学大（

会明説金学奨 学大期短（ １ ）生次年
会明説加参アィテンラボルークス ）学大期短・学大（

始開業授期前 ）通共（
付配表認確録登修履 （ 学大期短 ２ 上以生次年 ）
付配表認確録登修履 学大期短（ １ ）生次年
切締出提願正訂修履 ）学大期短（
切締出提願正訂修履 ）学大（

グロプンータンイ外海びよお修研外海期夏
）学大期短・学大（会明説集募者加参ムラ

至〔 62 日 ）金（ 〕
限期付納費学分期前・括一間年 ）通共（

課 生 学

式学入
４月４日 ）木（  部Ⅰ 01 ： 00 式開 、部学報情、部学語国外、部学法、部学科営経、部学科通流

科究研学法・科究研学商院学大
 部Ⅱ 11 ： 03 式開 、部学報情業企、部学際国、部学済経

科学化文際国・科務実営経学大期短
科究研学際国・科究研学済経院学大

：所 場 は様皆の者護保（館育体 51 館号 ２階 30 。すまけだたい覧ごを様模の式学入てに室教 ）

課 務 庶

91611.oN
5201

81
4201

egolroh’L

１成平 ３  者格合験試格資種各 度年

の次、てし講受を）む含を会習講POLEM（座講験試格資の学本
。すまげ上し申い祝おりよ心。たしまれさ格合に事見がたがたか

成平＜ 41 年２月 82 ＞べ調ータンセンョシンテスクエ・在現日

〔 者任主扱取務業行旅内国 〕
英康林小生次年3部学科通流
己裕国元生次年3部学科営経

幸正野上悟真原福生次年3部学済経
道良木青生次年3部 学 法
広征田池生次年3部学語国外
紀文村木生次年4部学際国

川生次年3 﨑 実真崎山晶千
耶摩木綱生次年1

験試定検
〔 定検士売販 ２級〕

夫哲端川也和口溝生次年3部学科通流
一健瀬岩
聖俊本網生次年4部学済経

規本松裕邦菅小生次年3

※ 、はていつに験試定検 。すまいてし載掲を者格合の上以級2

験試家国
〔 士書政行 〕

典和山中生次年3部学済経
史恭口山生次年4部 学 法

希美本藤司真野上生次年3
浩一阪脇生次年3部学際国

〔 者任主引取物建地宅 〕
代花千本杉生次年4部学済経
毅弘下山生次年3
人悠田島生次年4部 学 法

夫和部安子香知良世生次年3
子知田桑修田吉

子純多喜
吏健場待生次年3部学際国

〔 者任主扱取務業行旅般一 〕
美奈真部服子桂木今生次年3部学語国外

郎一雄上井生次年3部学際国

号前 （ 511 。たしまりあが所箇正訂に）授教部学際国郎一藤工（YASSE）号
正誤

.2P
寺恩知遍万百→院恩知遍万百

』系大学文典古『波岩→』系文学文本日『波岩
.3P

森の糺→森の糾
……のスチナ・座クッロ草浅→……のスチナの座クッロ草浅

＞ルーュジケス＜
31 ： 00 ～ 31 ： 50 グンニプーオ

拶挨長員委行実吾敬井藤
31 ： 50 ～ 41 ： 04 舞演

・部道柔・部法拳氣合・部道手空・部道剣
部法拳本日・部法拳寺林少

41 ： 04 ～ 61 ： 02 介紹ブラク
・部楽奏吹・団唱合声混・部道柔 ッフンカリメア ルーボト ・部

ア ラペカ 」etnallirb「ルクーサ
61 ： 03 ～ 71 ： 00 ）長課長次・シヤバコードンケ（ブイラトンレタ
71 ： 00 ～ 71 ： 04 ）会究研スレロプ（介紹ブラク
71 ： 04 了終

）（
）（


