
「マサコ」「ロット・ディー」、これらはアジアを中心に売り上げが急増している味の素製スー

プ用調味料の商品名である。日本では「ほんだし」に当たる。東南アジアでは食生活の多様化

と簡便化から、手軽に本格料理の味が楽しめる調味料に人気が集まり、飛ぶように売れている

そうである。味の素の成功は、「世界の人々に愛される商品を持つ企業を目指したい」という

長年の国際化戦略にあった。食品は生活に根ざした商品だけに、食習慣や味覚の相違が大きな

問題となる。海外の消費者に商品を認知してもらうには、現地の食文化に調和することであっ

た。味の素は、商品の味、デザインなどの企画は現地スタッフに任せ、製造には日本で培った

技術を生かす戦略を貫いてきたそうである。異なる食文化の尊重と融合という味の素の国際化

の理念は、今日の陳腐化しつつある国際化の考え方に再考を喚起しているようでもあるが？
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『電波資源のエコノミクス

─米国の周波数オークション─』

鬼木　甫
経済学部 教授 著

現代図書

『中小企業経営の構図』

田中　道雄
流通科学部 教授 共著

税務経理協会

『統計情報の公開と統計解析』

成島　辰巳
経営科学部 教授 著

三学出版

『近代スポーツの超克
─ニュースポーツ・身体・気─』

松本　芳明
国際学部 教授 共著

叢文社

『新世紀スポーツ文化論・Ⅱ
（体育学論叢Ⅴ）』

松本　芳明
国際学部 教授 共著

タイムス

『構成標識と理解支援メカニズム』

山本　博樹
流通科学部 助教授 著

風間書房 ESSAY

船本　修三
FOCUS

就職センター
～就職は自分探しの旅～

VOICE

頑張ってます！！ 学友会
CAMPUS LIFE

CAMPUS NEWS DIGEST

INFORMATION

新刊紹介



次回11月号のESSAYは、島津 展子 外国語学部 教授にお願いします。お楽しみに！
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本学卒業生の高橋尚子さん（平成７年３月卒業）が、2000年９月24日（日）に

開催されたシドニーオリンピック女子マラソンにおいて金メダルを獲得した

のは、まだ記憶に新しいものがあります。日本女子陸上界初めての金メダル

獲得という快挙は、日本中を歓喜の渦に巻き込みました。さらに、高橋尚子さんがマラソンレースにおいて終始主導

権を握り最後まで押し切ったレース展開と１位でゴールしてから見せた彼女の笑顔は、世界中に感動を与えました。

高橋尚子さんが金メダルを獲得した翌日に発行されたオーストラリアの新聞記事（The Daily Telegraph, Monday,

September 25, 2000.）には、興味を引くものがありました。それは、英国のスポーツ記者パトリック・コリンズから

送信された「新しいイメージと受け継がれるべき遺産」と題する記事で、その新聞の24面の経済欄に掲載されたもの

ですが、これを要約するとおよそ次のようになります。

パトリック・コリンズは、2000年シドニーオリンピックがもたらすであろう遺産が何であるかを知りたいならば、

1964年東京オリンピックにさかのぼってみることが必要であるとし、次のように述べています。

彼が２・３週間前にロンドンのデパートでテープレコーダーを買おうとすると、セールスマンがソニー・日立・三

菱などの日本製を薦める。そのとき同時に、そのセールスマンの会社は、英国製の新製品を売り出そうとしていたの

であるが、この新製品に対して日本名をつけるというのである。そこで彼は、そのセールスマンに「英国製なのにな

ぜ日本名をつけるのですか」と尋ねると、これに対してセールスマンはいぶかしげに彼を見て「お客さんが日本のブ

ランド名を信用しているからですよ」と答えるのである。

ここ40年間に、日本の製品は、品質と信頼性の点から世界中で素晴らしい評価を得てきた。もちろんかつては、日

本製というのは、安っぽくて貧弱なイメージを想定させるものがあった。しかしながら、1964年の東京オリンピック

を境にして、日本製に対するそのようなイメージは払拭されることとなったのである。これがオリンピックによる経

済効果である。したがって、オーストラリアにも、このシドニーオリンピックを境にして、かつての日本のような経

済効果がもたらされるものと大いに期待することができるのである。

そして最後に彼は、現在の日本のイメージを女子マラソン金メダリスト

高橋尚子に見ることができるとし、次のように述べています。

シドニーオリンピック金メダリストの態度や姿の中に、その国の現在の

情況を明らかにするものがある。例えば、オーストラリアのイアン・ソープ

の話し方には、偉大さと真摯な態度が見られた。米国のマリオン・ジョーン

ズの笑顔は、光り輝やいていた。しかしながら、彼を最も魅了したのは、

マラソンランナー高橋尚子が競技場に戻り、観衆の喧騒なまでの歓声と驚

きの爆発の中でゴールし、ウイニング・ランしているときの彼女の姿であっ

た。彼は、彼女が疲労しているにもかかわらず、競技場の観客の歓迎に対

して喜びあふれる笑顔で接したとき、彼女の背にオーラを見たのである。

それはパーフェクション以外の何ものでもなかった。

ポパーは、エディプス効果について次のように説明しています。

「予測するということが、予測された出来事の上に影響を及ぼすことがあり

うるという考え方は、ずいぶん古くからある。伝説的人物エディプスは、それ

まで一度も会ったことのなかった父親を殺害するのだが、それはある予言の直

接の結果であり、その予言のために父親はエディプスを捨て子にしたのだった。

こうした理由から私は、予測が予測された出来事に及ぼす影響（あるいはより

一般的にいって、ある情報事項がその情報の言及する事態に及ぼす影響）に、

『エディプス効果』という呼称を与える提案をしたい。その影響が、予測された

出来事を生じさせるような傾向のものであろうと、それを阻止する傾きを持つ

ものであろうと、いずれもそう呼ぶのである」（カール R. ポパー著、久野　収・

市井三郎訳『歴史主義の貧困』中央公論社、1961年、31頁。）

予測の信頼性は、予測そのものが行動的意味を持っているため、これを測定することには多くの困難を伴います。

例えば、経済不況予測は、経済構造改革や生産・消費調整などの不況を防止する行動を引き起こす原因となるかもし

れません。あるいは、経済不況予測は、特定財の買い占めや有価証券の恐慌的売却等のような実際に不況を作り出す

か深化させる行動を執らせる原因となるかもしれません。さらに、企業倒産予測は、人々がこれを信じたならば、実

際に企業倒産を引き起こすことになるかもしれません。投資家や債権者が、諸困難に直面している企業に対する資金

提供を拒絶することによって、その企業を倒産に至らしめることになるからです。こうした予測の行動的意味、すな

わち予測が予測された事象に対して及ぼす影響は、ポパーがエディプス効果と呼称するものと同一意味内容を持つも

のと見ることができます。

高橋尚子さんが小出義雄監督の指導を仰ぐようにな

ってから、監督は彼女に対していつも次のように言い

続けてきたそうです。「あなたは、練習を一生懸命に

やれば世界一の実力を持つようになり、オリンピック

で金メダルを取ることができますよ」そして、2002年

５月11日（土）に本学で開催された『トークショー』

において、高橋尚子さんは、次のように述べています。

「強く願えば、夢は必ず実現します。それは私がシド

ニーオリンピックで実証しました」

船本　修三 企業情報学部 教授

主担当科目： 会計基礎論・会計情報システム論

趣味：野球・バスケット・音楽鑑賞

著書：『簿記会計論の基礎』
『会計情報システムの基礎理論』

『高橋尚子さんと予測のエディプス効果』



☆就職の際、特に求められたものは？ 
１　位　企業への熱意と労働意欲 
２　位　明朗さ 
３　位　責任感 
４　位　実行力、バイタリティー 
その他　協調性、プレゼンテーション 
　　　　能力など 

☆就職活動を振り返っての反省点は？ 
１　位　自己分析が不十分だった 
２　位　一般常識・作文の勉強不足 
３　位　就職活動を始めるのが遅すぎた 
その他　新聞を読んでおけばよかった、 
　　　　企業情報の収集不足だったなど 

☆面接でよく聞かれたことは？ 
　（志望動機・自己ＰＲ以外） 
１　位　大学で打ち込んだこと 
２　位　アルバイトの目的・内容 
３　位　学生生活で得たこと 
４　位　趣味 
その他　卒業論文・ゼミナールの内容、い 
　　　　ちばん印象に残っていることなど 

就職支援セミナー 
（７月～11月） 
・先輩からのメッセージ 
・内定獲得者からのメッセージ 
・新聞の活用 

・ネットで就職情報をゲット 

　など 

筆記試験対策 
（７月～12月） 
・適性検査 
・就職模擬試験 
・経済常識試験 
・能力試験（SPI） 

　など 

保護者就職説明会（７月） 
　一般企業から講師を迎え、企業が求める人物 
像などについてご講演いただきます。また、OB・ 
OGによるパネルディスカッションや就職説明 
など、保護者を中心に説明を行います。もちろ 
ん学生も参加できます。 

学内会社説明会・ 
学内公務員説明会 
（3年次2・3月、4年次6月） 
　学内で行う合同セミナーです。各企業の人事 
担当者から、会社・団体の説明や業界の動向、 
職務などの説明をしていただきます。本学の学 
生のためにお話ししていただけますので、企業 
のかたと懇意になるチャンス。事実、このセミ 
ナーがきっかけとなって採用に至ったOB・OG 
も数多くいます。 

『先輩たちはこんな業界に就職しました』 

OB・OGの声（Ｈ13年度アンケート結果より） 

４ 年 次 

卒　業 

これらが先輩たちの生の声です。このアンケートを君はどう生かしますか？ 

24時間就職活動を支援。求人 
検索・会社説明情報を提供。 
行事案内配信サービスも行っ 
ています。 
※申し込みは２号館メディアセンターにて 

合同セミナーの案内や会社説 
明会の情報を業種別に張り出 
します。行事案内は必ずココ 
で確認！ 

Web Phoenix

約10,000社に及ぶ企業に関 
するデータやそこで活躍する 
OB・OGから寄せられた情報 
を集めた企業ファイルを整備。 
試験対策や先輩の有無など、 
企業研究をバックアップ。 

企業ファイル 
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16号館２Ｆには情報がいっぱい！ 

卸・小売業 
46.8％ 

金融業 
7.9％ 

製造業 
9.8％ 

サービス業 
21.8％ 

不動産業 
4.0％ 

公務員 
2.4％ 

農・林・漁・鉱業 
0.4％ 

建設業 
3.6％ 

運輸・通信 
3.1％ 

 電気・ガス・ 
熱供給・水 
0.2％ 

〔大学・短大〕 

君の夢は何ですか？ 
　中学→高校→大学と今までの進路選択は学びたいことの選択でした。 
でも、大学を卒業してからの進路はすごくたくさんあるのです。夢を 
実現するために必要なことって何だろう？それを探ることが卒業後の 
進路を決める手掛かりになります。学力・資格・才能・人間性と求め 
られるものは様々。キャンパスはそんな力を充電する場所であり、夢 
の実現をサポートする場所です。「進路を決めること＝何かを手にして 
社会に出ること」。利用できる施設・設備・多様なプログラムは君の計 
画と行動力にかかっています。積極的に働きかければキャンパスは無 
限のサポートをしてくれます。 
　将来の自分に夢を持っていますか？ 

　企業の人たちは就職活動をしている君たちのことを 
「学生」と認識しながらも「４月から一緒に働くかも 
しれない社会人」として見ています。そこで、基本的 
なマナー（話し方、書類・手紙の書き方、電話のかけ 
方など）が必要なのです。 
　これらを教えてくれるのが「就職ガイダンス」や「就 
職支援セミナー」です。セミナーにはOB・OGの体験 
談が聞けるものや、各業界のスペシャリストを招いて 
の業界研究セミナーなどもあります。1年次から参加で 
きる行事もありますので積極的に参加してみよう。 

就職ガイダンス（6月～12月） 
　就職ガイダンスは、３年次の夏から冬にか 
けて年５回実施しています。進路に対する意 
識づけから就職状況の概要、履歴書の書き方 
や面接の受け方など就職活動の進め方まで実 
践的な内容で、それぞれの時期に合わせた説 
明をします。そこで活動の流れを知り、実際 
に企業を受験するための準備を整えます。ま 
た、女子学生・クラブ学生対象のガイダンス　 
なども実施しています。 

迷ったら……？ 
　進路を決めている人もそうでない 
人も、迷ったらまずは就職センター 
（16号館２Ｆ）へ。就職活動中の学生 
だけでなく、１・２年次生も利用でき 
ます。 

個人相談……随時 
模擬面接……事前予約制 
資料閲覧……自由 

1・2年次からできること 

将来の夢を 
　　実現するには？ 

エクステンション 

センター 

正課授業とは別に資格取得を 
サポートする講座を開講。 
（ex. 公務員受験講座、簿記検定 
 受験講座など） 

国際センター 
留学や海外研修などをサポート。 
（ex. 海外インターンプログラム、 
 海外研修など） 

M E L O P

マルチメディア施設。会員に 
なるといつでも自由に利用で 
き、パソコン実務講座も開講。 
（ex. Word・Excel講座、初級 
 シスアドなど） 

　例えば、本学では上記のような講座や研修で 
皆さんをサポートしています。もちろん、３・４ 
年次生も受講できます。ただし、気をつけなけ 
ればならないのは、就職活動において評価され 
るのは資格そのものだけでなく、何かを目指し 
て費やした努力や姿勢なのです。自分にとって 
一つでも「頑張った」と誇れる何かを見付けよう！ 

２ 年 次 

３ 年 次 

～就職は自分探しの旅～ 

　１・２年次は夢を実現するために必 
要なものを身につける、就職の鍵を握 
る大切な準備期間です。それは資格で 
あったり、クラブやボランティアなど 
の課外活動であったり、様々です。 

16号館２Ｆ 
就職センター 

自 

己 

分 

析 
就職センターの 
行事案内 

～ 就職センター ～ 

クラブ アルバイト 

サークル 資格取得 

ボランティア活動 

科目選択 
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※各セミナー・ガイダンスの開催時期は平成14年度のものです。
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［司会］ 今回は学友会とは何か、どうい

うメンバーが何をしているのかなど、学

友会の活動などについて学生諸君や保護

者のかたに理解してもらいたいと思って

います。

そこでまず初めに、学友会は現在どう

いう位置づけで、どのような役割を果た

しているのですか。

［大江］ 大阪学院の学生全員が学友会の

会員ということになっているのですが、

位置づけというか関連性ということでは、

各クラブの活動内容などを書類にして提

出してもらい、管理・チェックをしてい

ます。文化会本部・体育会本部とは、そ

れぞれ仲良くさせてもらっています。

［司会］ そうすると、各クラブやサーク

ル活動の管理をするというか、面倒を見

るというのが主体になっているのです

ね。学友会を構成しているメンバーはど

うやって選出されるのですか。

［寒川］ 新入生歓迎会のときに会長を選

出し、学生総会で承認されます。

［司会］ そうすると、学友会のメンバー

は体育会本部や文化会本部などのクラブ

組織があって、そこからメンバーが代表

として選出されるのではなく、一般の学

生からきてもらうと。そして、きてもら

ったメンバーを学生総会のときに承認し

てもらうという趣旨ですね。そうすると、

独立した組織という考えですから、関係

を維持していくのは難しいでしょう。

［鈴木］ 全組織が並列に並んでいる見方

で運営しています。

［司会］ 構成メンバーは会長が一般学生

から募集し、学生総会で信任を得てメン

バーになっているわけですね。

［鈴木］ 会長が立候補するわけですが、

そのときにメンバーを連れてくるという

こともあります。

［司会］ そうすると、会長に立候補した

人は一般の学生から勧誘するだけでな

く、クラブの人を勧誘して入ってきても

らうこともあるんでしょうね。そうする

と、かなりクラブとの関連性は強くなり

ますね。だいたい学友会の位置づけは分

かりましたが、１年を通じてどのような

活動をしているのですか。

［藤井］ 学友会の活動といえば、会長が

いわれたようにクラブの活動内容に関す

る書類を集めたりすることもありますが、

例えば、アカペラのサークルがコンサー

トを開催する際に書類を学友会へ出せば

所定の場所に看板を出すなど、いろんな

企画があります。

［司会］ アカペラのコンサートなど、そ

ういう企画は普通クラブのほうがやるわ

けですよね。そういうクラブの企画に対

して、学友会が看板を揚げたり援助する

というか、手助けをするのも一つの大き

な仕事ということですね。

［漆島］ また、春と秋の年２回、献血活

動を行っています。秋の献血はなかなか

人が集まらないので苦労しています。

［藤井］ そのほかには、クリスマスパー

ティーや１年次生だけでやる１年次生企

画も手伝っています。

［司会］ 献血運動や１年次生の歓迎パー

ティーの裏方を企画していることは分か

ったのですが、何か苦労はありますか。

［藤井］時代に反映されているというか、

予算が減っているところですね（笑い）。

それだけでなく、人の問題もあります。

［司会］ 人の問題は足りないということ

ですよね。今、学友会のメンバーは何人

いるのですか。

［藤井］ 27人です。

［司会］ いろんなイベントなどを運営する

には少なすぎるのですか。

［藤井］ イベントにもよりますが、少し

ずつメンバーも増えてきているので、で

きないこともないのですが……。

［漆島］ イベントによっては人が足りず

困っていることもあります。

［司会］ 何かイベントをするのに人数が

足りない場合、補っていく方法というの

はありますか。

［大江］ 文化会本部・体育会本部のかた

にお手伝いをお願いすることもあります。

［司会］ そういう意味では、学友会とク

ラブの組織の連携が取れていれば、ある

程度人数的なものはうまくいくでしょう

ね。それがいちばん大事ですね。イベン

トを実施するのはクラブが主体であり、

サポートするのが学友会であると。クラ

ブと学友会の関係が良好であればいいと

思いますが。

［大江］ 体育会本部や文化会本部とは良

好な関係です。

［司会］ 後はお金の面が問題になるわけ

ですね（笑い）。

［大江］ 少なくはなっていますが、何と

かやっています。

［司会］ 今後は苦しいということを口だ

けでなく、書面で証明することも必要で

すね。それが、何か活動をする際に全く

足りないということになれば、大学と学

友会との関係も密接にしなければなりま

せんね。そういった意味では、学友会と

大学で定期的に何か話し合いをしている

のですか。

司会
植藤　正志 教授
広報部長

鈴木　智行
法学部 4年次生



9No.118
1055

8
1054

L’horloge

学友会から学生が求めているものは何か

を見にいく。それができれば、もっとよ

くなるような気もしますね。

［大江］ そういう点で、積極的に取り組

みたいのはマナーの面です。たばこの喫

煙場所やポイ捨てでも、正直な話、どの

ように取り組んでも効果が見られないの

が現状です。いろいろ案を話し合ってい

るのですが、改善できる素晴らしい案は

出ていません。

［司会］ いちばん大切なのは学友会とい

うものをみんなに知ってもらって、何を

しているのかを分かってもらうこと、そ

れが何かを成功させる秘訣だと思いま

す。例えば、食堂の食器の散乱も昼食時

間に27人のメンバーが出ていって注意す

るとか。

［寒川］ 以前に考えたのですが、けんか

になるだろうということになりました。

［司会］ そういうときに、学生課の職員

に頼んでついて行ってもらうとか。いろ

んなイベントをサポートするのと同時に、

大学生活をよりよくするため地道に努力

していることを全面に打ち出すことです

ね。要するに学友会は全般的な学生生活

の向上をサポートすることが基本になっ

ていると思います。その中で、学園祭や

クラブの催しなどが入っているわけです

から。範囲を広げて道徳やマナーのこと

にも力をを入れてほしいと思います。

［寒川］看板などは出してきたのですが、

あまり変わっていません。

［司会］ せっかくいろんな活動をしても

あまり効果が出なければ困りますね。少

しずつ効果が出るよう地道に努力してく

ださい。せっかくの学友会ですから学園

祭のサポート等の役割では少し小さい感

じがします。

［石田］ 学友会のホームページを立ち上

げるのもいいのでは。学友会・体育会・

文化会が中心となって、毎朝午前10時40

分から地域のゴミ拾いをしていますね。

一つの小さいことかもしれませんが、大

学近辺のたばこのポイ捨ても前より減っ

たような気がします。これは地域のかた

にも喜んでいただいていることで、こう

いう活動をホームページに載せることも

一つだと思います。学生のマナー向上に

も効果があると思います。

すぐにできないかもしれませんが、小

さなことから取り組めば、大きな実にな

ると思いますから、新しい考えで何かや

っていただければと思います。職員・教

員も、それについては協力してくれると

思いますし、何かあれば意見を出しても

らえばいいと思います。

［司会］ 学友会として、いろんな人と話

し合う機会を持つということで、今の状

態から脱皮できると思います。今何が必

要とされているかを学生の目で見て判断

してほしいですね。これは、教職員が見

る目とは全く違うと思います。そういう

意味では、学友会の役割は大きな意義を

持っています。

本音のところが分かるわけですから、

それらをベースにして話し合ったり、改

善する方向を見付け出したりすべきで

す。それが、よりよい学生生活につなが

ると思います。そのためには、団結力が

必要になると思います。これから学友会

で何かしたいことはありますか。

［大江］ モラル、マナーの面で、今以上

に学友会の活動を一般学生に呼びかけて

いきたいと思っています。先生の授業で

会報を配っていただくことはできないの

でしょうか。

［司会］ 相談してみないと分かりません

が、悪いことではないので実行できれば

いいと思いますが。

学友会のやっている仕事を理解しても

らうためには、会報を配ってみたいとい

うことであれば、学友会の会報を「出し

ていいのですか」ということではなく、

「こういう内容のものができたから出し

てよろしいですか」という話にならなけ

れば前には進まないと思います。しかし、

実績が物をいうわけです。少しずつ改善

して、学生課に頼んで配ってくれる先生

を見付けてください。

私たちの生活というのは、少しずつ改

善をしてよい方向に向かうことが目的で、

ガラッと変えて取っ払ってやるというの

は社会生活の中で非常に難しいもので

す。忍耐と努力が必要かもしれませんが、

そういうことをしていることを積極的に

示すことが学友会の価値を高めることに

なります。

［石田］ 学友会が活動する際には学生課

へ相談に行き、調整を図っているのでは

ないですか。学園祭についても学生課を

通じて話し合いを行い、学友会がメイン

になってやっていますよね。

［大江］ 企画部長が岸辺祭の実行委員長

となり、メンバーを一般募集し、そのメ

ンバーで岸辺祭実行委員会を作り、岸辺

祭を開催しています。そこに文化会本

部・体育会本部のかたにも入っていただ

き運営しています。

［石田］ 模擬店なども学友会が何かの形

でフォローしているのですか。

［大江］ 岸辺祭実行委員会に模擬店の部

がありまして、委員長が仕切っています。

［司会］ 学友会の仕事は年間通していろ

んなイベントのサポートがあることと、

体育会本部・文化会本部との関連につい

ては、何となく理解できましたが、学友

会と一般学生との関連についてはどうで

すか。

［大江］ 正直にいえば、一般学生との関

連性は薄く、皆が学友会員なんですけど、

それを意識している人が少ないと思いま

す。そこで、私たちが「意見箱」を設置

し、一般学生の意見を聞いています。意

見は結構出してくれるのですが、むちゃ

な意見が多く、学校側に却下されたりし

ています。

［司会］ 例えば、どういう意見があるの

ですか。

［大江］ 学祭にむちゃなタレントの名前

が挙がったり、図書館の開館時間を延長

してほしいという意見、食堂のメニュー

にヘルシーなものを出してほしいという

意見などが出ています。

［司会］ 一般学生の持っている不満や意

見を学友会が集めて、担当者にお願いに

行くということですね。一般の学生に対

して学友会を理解してもらおうという努

力は、「意見箱」以外にどうしているの

ですか。

［大江］ 学友会で会報を発行しているの

ですが、あまり広がっていないのが現状

です。

［司会］ いろいろ行事をサポートして大

学生活の向上を図っているということで

すが、問題は大半の学生が参加していく

ための啓蒙を学友会が中心となって進め

ることです。そういう話はしているので

すか。また、無関心な学生に対して、何

かやろうということを植えつけるために

は何が必要だと思いますか。同じ年代の

人から見て、本学の学生諸君に対して目

を向けさせるアイデアは何かありません

か。

［石田］ 今、学園祭は、文化会クラブ・

体育会クラブ・独立団体等の参加になっ

ており、クラブ関係だけの学園祭的な部

分がありますが、一般学生に参加を訴え

ていくためには何が必要でしょうか。今

年よりも来年はもっと一般学生を増やそ

うという気持ちが必要だと思います。一

方で、学友会で会報を出しているという

ことですが、これは以前からやっている

のですか。

［大江］ 今年の６月からです。

［漆島］ これから、一般学生やクラブ生

に会報を広げていければと思っています。

［石田］ こういう目新しい取り組みを年々

増やしてもらって、クラブ生プラス一般

学生も集まってくるという形で頑張って

いただきたい。さっき、食堂の話も出ま

した。今年の４月から新しくマクドナル

ドと、どみぐら亭ができましたが、どう

いう反響ですか。

［漆島］両方とも人気はあると思います。

特にマクドナルドのフリードリンクは学

生に人気があるようです。

［石田］ どみぐら亭はどうですか。

［藤井］ 味も求めますが、おなかがすく

ので量ですね（笑い）。これは絶対。ど

こかの食堂が値段をそのままで量を増や

せば、多分人気が出ると思います。

［司会］ 様々なものに対して、満足して

いるものには文句はいわないと思います

が、物足りないものは学生にとって何か、

それをチェックしていることを一般の学生

に知らせることも大きな役割ですね。

一方で、クラブ主催のイベントをサポ

ートしたりすること以外に、学生生活を

よりよいものにするためには何が必要

か、何が足りないかを集計することがで

きれば、一般学生もクラブ活動と同じ種

類の中の組織という考えを改めていくの

ではないですか。いろいろな面で学生生

活がよくなるようなものを見付け出して

改善できるように主導権を握っていくと、

学友会の認識も一般学生から見て変わる

ような気がします。

［大江］ そういう意味合いも込めて「意

見箱」を設置し、一般学生のニーズを聞

いていこうと取り組んでいるのですが、

何が不満という意見よりも、むちゃな意

見が多いのが現状です。

［司会］「意見箱」というのは受動的で

あり、その中に意見が入らなければ学友

会の人は動けません。学友会を学生の中

に浸透させ協力してもらうためには、受

け身でなく積極的に前に出ていくために、

大江　伸和
法学部 4年次生

寒川　巧士
国際学部 4年次生

藤井　敬吾
国際学部 4年次生

学友会発行の会報「FROM G」
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私は本屋で盲導犬訓練士という職業があることを初めて知りました。実際の盲導犬を今まで見た

ことがなかったけれど、その日から私の関心は盲導犬と盲導犬訓練士に向けられました。

現在、盲導犬の訓練施設は全国に九か所あり、その中の一つである京都の関西盲導犬協会に連絡を取り、ボランテ

ィアとして受け入れてもらえることになりました。そして、パンフレットでは分からない実際の訓練センターを、自

分の目で見るチャンスを得ることができました。

訓練センターでの基本的な作業は掃除・洗濯・散歩・犬の手入れな

どです。しかし、それだけではなく、点字や視覚障害についても教えてもらい

ました。アイマスクを使っての歩行・食事・トイレなどの体験をしたことで、

私たちの生活の中に視覚からの情報がいかに多いかということを知りました。

また、「そこ」「あそこ」「向こう」といったふだん私たちが何げなく使っている言

葉も視覚障害者には弊害となっていることに気づきました。

私は今まで視覚障害者と呼ばれている人とのコミュニケーションを持ったこ

とはありませんでしたが、訓練センターではその機会も多く、大変勉強になり

ました。

視覚障害者にとって盲導犬は目の代わりとなるよきパートナーであり、視覚障害者は盲導犬を頼りに道路を横断し、駅のホ

ームを歩きます。その盲導犬を育てるということに対する訓練士の責任は計り知れないものであると思います。

現在、日本に盲導犬は約８５０頭いますが、欧米諸国の数は日本の数倍であり、盲導犬を含む大使犬に対する町の受け入れ体

勢も整っているそうです。盲導犬に関して日本は少し発展途上なのではないでしょうか。

また、私が今力を注いでいるのは英語の勉強です。なぜなら、これからは今以上に海外とのつながりも増えていくだろうし、

海外には見習うべき素晴らしい訓練士が数多くいるからです。

私は今年の春休みに一か月間、語学研修のためニュージーランドへ行って

きました。1人で行く海外はもちろん初めてでしたし、ホストファミリーと

の交流など不安はたくさんありました。しかし、広大な土地と異文化に生で

触れるという貴重な体験は、忘れることのできないものになりました。たっ

た一か月だったけれど、その一か月で英語の大切さを学び、英語を好きにな

ることができました。

卒業後、私が盲導犬訓練士になれるかどうかは分かりませんが、3年間自

分なりに頑張りました。そして、この先も夢に向かって頑張ろうと思ってい

ます。たとえ夢がかなわなかったとしても、頑張った自分自身に私は満足で

きるのではないかと思います。

経営科学部 4年次生
松本　陽子

学友会の諸君が会報で書くとしたら、

「大学で一体何を勉強するのか」。学生の

本分を主張する。そういう学生の勉学に

対する興味や、自分の分野を中心にした

体験を基礎に啓蒙することも必要です。

そうすることで、かなり少ない科目数で

も効果的な学習ができると思います。一

般の学生がどう考えているのかも見定め

る必要はあると思います。

学生の本分は大学の学生生活を楽しく

送るということです。今、学友会がやっ

ている仕事はそれでしょう。それを皆に

知ってもらって、実行するということだ

と私は理解しています。学生の本分とい

うことは勉強です。勉強というものを基

本にした上で学生生活をよくしていかな

ければ、楽しく学生生活を送って４年間

で卒業するということはできません。

学友会には学友会の目的があると思い

ますし、いろんなことをしていますが、

まずは勉学に対する心構えが第一だと思

います。それは、マナーにも通じます。

それを学友会がクラブの人たちとの関連

性や、一般の学生との関連の中で示して

いく必要はあります。

今後、学友会として学生の持っている

不満や改善してもらいたい面はどういう

ところかをとらえて、皆に知ってもらう。

そして、皆がそうだとなれば、それから

解決していくことになる。そのステップ

を踏む必要性はあると思います。

他校がやっていることですが、大学の

講義をよくしようという運動です。静か

に講義の内容を聞いて理解するというこ

とです。逆には講義に対する注文を教師

に出しています。良い悪いは別として、

常識の範囲内で学生の意見を聞いてく

る。しかし、学生の意見は必ずしも正確

ではないかもしれないから、そこを学友

会のメンバーの諸君が本当なのかどうな

のかと確かめ、改善して示していくこと

によって、よりよくなるようなものにし

なければなりません。そういうことが学

友会の一つの大きな仕事になるかもしれ

ませんね。

学園祭やイベントのサポートをするこ

とと、もう一つは本来の学生の仕事であ

る勉学に対する環境の向上ということで

す。今まで学友会がやっていることはあ

まりよく知らなかったのですが、確かに

今までやっている活動は皆の結束力でや

らなければできないものですね。今後は

本業の部分でうまくできるような提案を

学生どうしでできればよいですね。最後

に、今後の学友会としての活動予定はど

うなっていますか。

［寒川］今年いちばん大きなイベントと

しては岸辺祭です。多くの一般学生にも

学園祭に参加してほしいです。出店する

模擬店の数も減っているのですが、ここ

で少し巻き返しを図りたいと思います。

［司会］魅力のあるイベントを考えてく

ださい。そのほかに何かありますか。

［寒川］献血運動があります。

［司会］問題はよく知ってもらうという

ことですね。知ってもらうためには、知

らせないと知ってくれませんから、伝達

できる方法をよく考えてください。会報

を配ることが難しいのであれば、口コミ

という方法もあります。いろんな方法を

使って正確な情報を正確に流していくこ

とが自分たちのやっている仕事を理解し

てもらう最良の方法です。いろんな人に

直接情報が伝わるような方法、いわゆる

情報伝達の問題です。どうやって情報伝

達の網目を細かく作り上げるかという問

題だと思います。そのネットワークをど

のようにして作るか、これが学友会の大

きな仕事であるのかもしれませんね。

将来的には、いろんな学生の元へ学友

会の仕事がどういうものか的確に伝わる

ような組織になればいいと思います。

今日はありがとうございました。

漆島　香
経営科学部 3年次生

盲導犬訓練士を目指して
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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 ª月¡日（日）～12月15日（日） 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

硬式庭球部
ª月™日（月）～•日（日） 関西学生夏季テニストーナメント本選 各大学テニスコート

10月ª日（水）～19日（土） 関西学生チャレンジテニストーナメント 各大学テニスコート

硬式野球部 ª月～10月（未定） 関西六大学野球連盟秋季リーグ戦 西京極球場・南港球場　ほか

•月¶日（水）～ª日（金） 関西学生選手権・関西学生女子選手権 阿騎野ゴルフ倶楽部

ª月ª日（月）～13日（金） 関西学生男子秋季¡部校学校対抗戦 蒲生ゴルフ倶楽部

ゴルフ部
ª月19日（木）・20日（金） 関西学生女子秋季¡部校学校対抗戦 三木ゴルフ倶楽部

ª月24日（火） 関西学生男子月例大会・関西学生女子月例大会 スポーツ振興加西カントリー倶楽部

ª月27日（金） 近畿オープン 学生の部 キングスロードゴルフクラブ

10月28日（月） 関西学生男子新人戦・関西学生女子新人戦 ぜんカントリークラブ

サッカー部 ª月上旬～10月末（未定） 関西学生秋季リーグ戦 参加大学グラウンド

•月£日（土）・¢日（日） 全日本学生ダートトライアル選手権大会 高田スポーツランド

自動車部 •月（未定） 全日本学生ジムカーナ選手権大会 鈴鹿サーキット

ª月（未定） 走行会（ジムカーナ） 名阪スポーツランド

少林寺拳法部 10月中旬（未定） 全日本学生少林寺拳法大会 日本武道館

ソフトテニス部
ª月22日（日）・23日（月・祝） 大阪学生ソフトテニス新進優勝大会 関西大学・桃山学院大学

ª月29日（日） 関西学生ソフトテニス新人大会 各大学テニスコート

ハンドボール部 ª月上旬～10月中旬（未定） 関西学生ハンドボール秋季リーグ戦 伏見体育館　ほか

フェンシング部 未定 牧杯 大山崎町体育館

クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

経営研究会 •月∞日（月）～¶日（水） 日本学生経営学会主催全国大会 大阪商業大学

法律学研究会 未定 第１回学外展示 岸部市民センター

文化会

クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

吹奏楽部 •月12日（月） 大阪府吹奏楽コンクール 森ノ宮青少年会館

独立団体

体育会
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※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ます。
http://www.osaka-gu.ac.jp/new_club/report/index.html

ラ　グ　ビ　ー　部

私たちラグビー部は昨夏、本学の提携校であるケンブリッジ大学クイーン

ズカレッジから来日したラグビーチームコーチ・部員とともに合同練習・合

宿を行いました。しかし、その成果の表れとなる秋季リーグ戦での成績はＣ

リーグ５位と残念な結果に終わりました。そのため、今年は１月から基礎体

力をつけるためウエイトトレーニングを中心に行い、さらにグラウンドでの

走り込み、タックルなど実践的なメニューを取り入れてきました。そして、

その成果が春季オープン戦で発揮でき、素晴らしいスタートを切ることがで

きました。

今年の夏もケンブリッジ大学クイーンズカレッジのラグビーチームコーチ

と地元のクラブチームが来日する予定です。春季オープン戦に続いて秋季リ

ーグ戦でも最高の結果を残せるよう、チーム一丸となって頑張りますので、

ご声援のほどよろしくお願いします。

今年は従来３月から取り組むウエイトトレーニングを１月から始

めたことで、今まで以上に体力的にも変化が出てきました。ウエイ

トトレーニングは週３回必ず実施し、部分ごとの筋力を高め、また

個々の選手にあったメニューをアスレチックトレーナーに考案して

いただき、それを各自が一つひとつやり遂げています。今年は１年

次生が11人入部し、それぞれが目標を持って取り組んでいるので、

我がラグビー部はますます強くなることでしょう。

また、今年の夏もクイーンズカレッジラグビ

ーチームのコーチから指導を受けるとともに、

ケンブリッジのクラブチームとの合同練習・合

宿が予定されています。自分たちの力を試し、

昨年以上に多くのことを学べる機会にできるよ

う全力で頑張りたいと思います。

経営科学部 4年次生 川崎 研作（主将）

春季オープン戦の結果
● ５月19日（日）

本学 54－10 大阪府立大学
● ５月26日（日）

本学 56－10 大阪国際大学
● ６月９日（日）

本学 29－７ 流通科学大学
● ６月23日（日）

本学 36－19 追手門学院大学

今後のスケジュール

８月 ラグビーワークショップ

ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ

ラグビーチームコーチ来日

合同練習・合宿

９月

10月
秋季リーグ戦

11月

12月

マネージャーの仕事は、部員のために最高の

環境ができるように整えることです。例えば、

部員の飲料水を作ったり、けがの手当てをした

りと簡単なようにも思えますが、一人ひとりの

体調管理やけがのテーピングなど、毎日の変化

に対応しなくてはならない大切な仕事で、これ

は同時に自分自身の勉強にもなっています。勝

つことの喜びを一緒に味わえたとき、部員が

「勝利」という形で感謝を表わしているようで、

胸がいっぱいになります。

これからは“暑さ”との戦いとなり、けがも

増えますが、そんなとき適切な処置をしてマネ

ージャーとしてできる限りのことを精いっぱい

やり、部員が最高と思える環境が作れるよう務

めていきたいと思います。

外国語学部 ドイツ語学科
3年次生
塩野 麻理（マネージャー）

外国語学部 英語学科
2年次生
中村 愛美（マネージャー）



カウンセラー・国際学部 講師　松本　剛

相談したいときは
◆ 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まで訪ねてください。

学生相談センター受付電話（06）6382－0266

前期が終わろうとしていますが、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。

新入生の皆さんはもう大学に慣れましたか？最終年次の皆さんは進む道が見定まりましたでしょうか？皆さんは今、どんな

ふうに毎日を過ごしているのでしょうか。考え直してみたいことや、だれかに相談してみたいことはないでしょうか。

皆さんもすでにご存知のように、大学は高校までと違って、皆さん自身の責任で行動し、考える場面が大幅に増えます。そ

れだけ皆さんは大人として扱われるわけです。そこには「自由」があります。大学生活は自分でいろいろな絵を描ける文字ど

おりのキャンパスだといえるでしょう。

しかしその反面、自分で判断することが苦痛に感じられるときもあるかもしれません。そして、それは何か具体的な事柄に

かかわっていることもあるでしょうし、もっと大きな自分の生き方にかかわるようなことと関係している人もいるかもしれま

せん。性格的なことで悩む人もいれば、元気が出ない自分に腹立たしい思いをしている人もいるでしょう。

エリクソン E.H.という精神分析派の心理学者は、「青年期の課題はアイデンティティを確立することだ」と言っています。

自分らしさを確立することこそ、青年期に成し遂げる課題だというのです。私の学生生活を振り返ってみても、それまでの自

分の生き方に何となく違和感を感じたり、「自分とは何者なんだろう」と自問自答して不安になったことを思い出します。「自

分はこれからどうやって生きていくのか」ということを嫌でも考えさせられる時期が大学時代だといえるでしょう。学生相談

センターには、具体的な相談は特に何もなくても、「何となく毎日が充実していないような気がして」と言って利用する人も

います。このような相談は、皆さんの年代にとってとても大事で必要なものだと思います。

学生相談センターは、キャンパスから少し離れたところにあります。といっても不便なところではありません。JR岸辺駅

から歩いて１分の３号館という、とても便利なところです。「とりあえず困ったら学生相談センターを利用してください」と

私はよく話しています。単位のことや進級・卒業のこと、就職や進学のこと、時にはキャッチセールスやクーリングオフの相

談など、学生相談センターにはいろいろな相談があります。カウンセリングルーム（学生相談センターの前身）が開設された

ころから比べると、学生相談センターは、ずいぶん敷居が低くなって、困ったときに気軽に利用してもらえる施設になったと

思います。

面接室は防音にも気配りがされていて、相談内容についての秘密は厳守されます。その中には「箱庭」が利用できる相談室

もあります。箱庭とは箱の中に砂が入れてあって、その中におもちゃを並べることによって、自分のイメージを形にする心理

療法の一つです。さっきの「何となく……」といった自分の感じを、箱庭を通してイメージで表すことで自分に納得のいく生

き方と出会っていった人もいます。言葉でいえないけれど、確かに自分の中にあるものと出会い、それが自分を豊かにしてい

くきっかけになったのでしょう。箱庭とよく似た方法には、雑誌の気に入った、あるいは気になる写真を切り抜いて、画用紙

に張るコラージュという技法もあり、これも学生相談センターで実際に体験できます。

何となく自分の心の中にあるものと出会ったり、整理してみたいと思うことはありませんか。学生相談センターには、そん

なあなたに付き合うことが少しだけ上手なカウンセラーという人がいます。
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校友　高橋尚子さんトークショー

〔∞月11日（土）体育館〕

「夢について話をしましょう」をテーマに、校友の高橋尚子さんと積水化学女

子陸上部監督の小出義雄氏をお迎えし、トークショーを開催しました。お二人と

一緒に、夢をかなえたいと願う在学生¢人も出席し、高橋さんの学生時代やシド

ニーオリンピックの思い出話を交えながら、¢人の学生の将来に胸膨らませるト

ークで盛り上がりました。最後に高橋さんから、「強く願っていれば、夢はきっと

かないます。皆さん頑張ってください！」とエールが贈られ、来場者は強く感銘

を受けていました。

学内講演会

〔∞月14日（火）™号館地下¡階01教室〕

ヨーロッパアルプスの最高峰モンブランがそびえ立

つフランスシャモニーの観光局から、ベルナール・プ

リュドム氏ならびに横山日出現氏を講師としてお迎え

し、「シャモニー（フランス）の大自然とスポーツ」と

題して講演が開催されました。お二人からは、美しい

映像を通してシャモニーの登山の歴史や自然、ウィン

ター・サマースポーツなどが紹介され、モンブランな

どの4,000ｍ級の山々や、ダイナミックに流れ落ちる氷

河を望むシャモニーの町に、自然の息吹を感じること

ができました。

陸上競技（中・長距離）ワークショップ

人　事

〔∞月11日（土）併設高校Bグラウンド〕
講師に積水化学女子陸上部監督の小出義雄氏をお迎えし、ランニ

ング走法や走る楽しさを学ぶことを目的とした陸上競技（中・長距
離）ワークショップが開催され、陸上部に所属する中・高校生55名
のほか、¢名の中学校・高等学校陸上指導者が参加しました。
開講式の後、小出監督からウォーミングアップ、クールダウンの

大切さ、けが予防やけがをした際にどのような練習をしたらよいか
について高橋尚子さんのエピソードなどを交えながら分かりやすく
説明され、参加者は真剣に耳を傾けていました。
その後、ランニング走法の実技では、小出監督自身が参加者と直

接対話をしながら、各個人のフォームをチェックするなどの個人指
導が行われました。
参加者は、小出監督独自の個々の長所を伸ばす指導を受け、走る

ことの楽しさを学び、充実した笑顔を見せていました。

経済学部
L.B. クラウス 客員教授

〔平成14年§月¡日～¶月31日〕
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学生相談センターにきてみませんか？



August ～ 
就職ガイダンス

〔§月25日（火）・27日（木）15号館™階〕
大学£年次生・短大¡年次生を対象

に第¡回就職ガイダンスを実施し、就
職センターの利用方法や、活動の流れ
などを中心に説明がありました。まだ
まだ早いと思っていた学生もいました
が、話を聞くうちに少しずつ進路に目
が向けられたようです。10月からは適
性検査や支援セミナーなども実施され
ますので、開催日時を就職センターの
掲示板で確認し、積極的に参加するよ
うにしてください。

私立大学情報教育協会「教育の情報化フォーラム」
開催される

〔§月21日（金）・22日（土）関西学院大学〕
平成14年度「教育の情報化フォーラム」（私情協）が開催され

ました。これは私立大学におけるＩＴを活用した教育について
大学改革の視点から討議を行うものです。21日（金）にはテー
マ別自由討議（¢テーマ同時に実施）が実施されました。IT化
の先駆的な事例として、本学から電子化教材作成のための支援
環境というテーマで、教育支援システム「Caddie」について紹
介し、教材のデジタル化支援について問題提起を行いました。
分科会に参加された大学から教育の情報化について様々な質
問があり、熱心な議論が行われました。

短期大学英語スピーチコンテスト

〔§月27日（木）¡号館地下¡階02教室〕
第•回短期大学英語スピーチコンテストが開催されました。コンテストでは•人

の出場者が、将来の夢や日ごろ感じている様々な話題をテーマに、熱のこもったス
ピーチを聞かせてくれました。
この催しは、11月下旬に開催される近畿・大阪私立短期大学英語弁論大会への出

場選考を兼ねて行われることもあり、会場には出場者を応援する大勢のかたがたが
詰めかけ、緊張感と熱気に包まれる中、非常にレベルの高い争いとなりました。
接戦の結果、優勝は国際文化学科¡年次生 都 さゆりさん（スピーチのタイトルは

「Eating Habits」）、™位は国際文化学科¡年次生 山崎 由紀子さん、£位は国際文化
学科™年次生 高橋 裕子さんでした。
都さんの近畿・大阪私立短期大学英語弁論大会での健闘を祈りたいと思います。

2002 フェニックス フェスティバル
～ハワイアンコンサート～

〔§月20日（木）∞号館地下™階アトリウム〕
今回は、ハワイアンミュージック界のレジェンド「ザ・ブ

ラザーズ・カジメロ」をお招きし、ハワイアンコンサートが
開催されました。二人の織り成す見事なハーモニーに本場の
フラダンスが添えられ、満員に埋め尽くされた会場は一足早
い夏の空気に包まれ、ハワイさながらの熱い夜になりました。
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学内講演会

〔§月12日（水）™号館地下¡階02教室〕
ハワイ大学よりドリック A. リトル博士

をお迎えし、“Rhetorical Language
Makes a Good Speech Great ”「ス
ピーチをより効果的にするための表現
法」と題し、ご講演いただきました。
『修辞法』（「隠喩」「対照」「三韻律」
「反復」）を巧みに用いたことでアメリカ
国民の高い評価を得たブッシュ大統領
の演説を題材に、スピーチやプレゼン
テーションで実際に活用できる効果的
な表現法を解説してくださいました。

フェニックスセミナー

［¶月§日（土）™号館地下¡階 02教室］
カリフォルニア大学からローレンス B.

クラウス名誉教授を客員教授としてお
招きし、フェニックスセミナーが開催
されました。「韓国の経済発展～北東ア
ジアの奇跡」と題し、現在様々な分野
で発展を遂げている韓国の経済につい
てご講演いただきました。クラウス氏
はこれまで発展してきた産業を具体的
に挙げ、最後に今後のアジアの中での
韓国の役割を力強く述べられました。
当日は本学学生をはじめ、一般市民の
かたがたにもご参加いただきました。

保護者就職説明会

〔¶月§日（土）・¶日（日）
15号館™階03教室〕

株式会社 オンワード樫山 総務部人財
課 課長 今林 繁 氏をお招きし、「企業
の求める人物像」をテーマに、採用す
る側から、就職の準備と心構えについ
て分かりやすくお話しいただきました。
また、OB・OGによるパネルディスカ
ッションを実施し、体験談を交えなが
ら説明を受けることで、より就職意識
が高められたようでした。合わせて™

時間に及んだこの説明会、保護者のか
たがたは終始熱心な面持ちで耳を傾け
ておられました。

平成14年度　教育懇談会　会場一覧
開催日 開催地 会場名

岡山 ホテルグランヴィア岡山
•/23（金） 香川 全日空ホテルクレメント高松

和歌山 ホテルグランヴィア和歌山
•/29（木） 京都 ホテルグランヴィア京都

•/30（金）
愛媛 松山全日空ホテル
高知 高知第一ホテル

ª/£（火） 福岡 博多全日空ホテル

ª/¢（水）
東京 八重洲富士屋ホテル
広島 ホテルグランヴィア広島

ª/∞（木）
静岡 浜松名鉄ホテル
福井 福井ワシントンホテル

庶　務　課

開催日 開催地 会場名
ª/ª（月） 兵庫 神戸ハーバーランドニューオータニ

ª/10（火）
富山 富山全日空ホテル
奈良 三井ガーデンホテル奈良

ª/11（水）
愛知 名古屋マリオットアソシアホテル
石川 ホリデイ・イン金沢

ª/12（木）
島根 松江東急イン
徳島 ホテルクレメント徳島

ª/13（金）
ª/14（土） 本学 大阪学院大学™号館
ª/15（日）
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2002 フェニックスフェスティバル 「古典芸能の夕べ」～大阪学院大学薪能～
10月21日（月）17：30 始
場　所：17号館前 特設舞台
入場料：無料
対　象：保護者・在学生・一般

問 合 先：フェニックス フェスティバル係　Tel（06）6381-7122
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August ～ 

•月 29日（木）

ª月∞日（木）

24日（火）

25日（水）

26日（木）

30日（月）

10月¡日（火）

25日（金）

前期末卒業合否発表（大学・短期大学）

前期追試験・再試験受験申し込み（大学・短期大学）〔至30日（金）〕

前期追試験・再試験（大学・短期大学）〔至ª日（月）〕

後期オリエンテーション（大学）〔至30日（月）〕

卒業式（共通）

後期オリエンテーション（短期大学）〔至30日（月）〕

夏期休暇終了（共通）

後期授業開始（共通）

岸辺祭〔至29日（火）〕（全学休講）

TIMETABLE

エクステンションセンター

平成14年度 秋冬公開講座について
ご好評いただきました春夏公開講座に引き続きまして、10月中旬より秋冬公開講座を開講いたします。
パンフレットをご希望のかたは、氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記のうえ、下記のいずれかの方法に
てお申し込みください。

F A X：（06）6381－8495

ホームページ：http://www.osaka-gu.ac.jp/ext_center/index.html
窓　 口：エクステンションセンター

※講座の申込受付はª月初旬より開始予定です。

就職センター

就職活動を進めていく中で、多くの疑問や迷いが生じてくると思います。そんなあなたの強い味方が「就職

センター」です。履歴書やエントリーシートの添削のほか、個人相談（随時）や模擬面接（要予約）も行ってい

ます。もちろん、就職活動中の学生だけでなく、¡・™年次生の相談も受け付けていますので、気軽に利用し

てください。

教　務　課

ª月24日（火）からª月30日（月）までのオリエンテーションにおいて、履修科目登録後、必ず学内のパソコ

ンで登録内容を確認してください。その際、OGUNETのユーザーIDとパスワードが必要になりますので、登

録がまだの学生や、ID・パスワードを忘れた学生は™号館¡階のメディアセンター受付で手続きを済ませて

おいてください。

短期大学事務室

¶月中旬から下旬に実施される前期試験の結果は、ª月26日（木）からのオリエンテーションで配付する

「成績表」で発表します。

この結果をもとに、卒業要件を確認しながら後期の履修計画を立て、慎重に科目を選択してください。なお、

時間割は前期と同様、Webにより登録しますが、履修登録後、学内に設置されているパソコンを利用して、

個人履修情報を確認することができますので、大いに活用してください。
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L’horloge

平成15年度　入学試験概要

〈推薦入学〉
（大学）
10月§日（日） 特別推薦入学（スポーツＡ日程）

───── 面接・出願書類を総合評価して判定します。（事前
平　成　15 年

¡月26日（日） 特別推薦入学（スポーツＢ日程） に実技審査・要）

11月¢日（月･振） AO入試（スカラシップ・自己アピール）─── 課題文・面接・出願書類を総合評価して判定しま
す。（事前にインタビュー・要）

11月£日（日）
公募制推薦入学（A日程)

11月¢日（月･振） 基礎力調査（または簿記基礎力調査）と調査書の
11月16日（土）

公募制推薦入学（B日程）
───────── 総合点により判定します。

11月17日（日） ※簿記基礎力調査は11月¢日（月・振）に実施。
12月15日（日） 公募制推薦入学（C日程) （流通科学部・経営科学部・経済学部・企業情報学部が対象）

（短期大学）
10月§日（日） 特別推薦入学（スポーツＡ日程）

───── 面接・出願書類を総合評価して判定します。（事前
平　成　15 年

¡月26日（日） 特別推薦入学（スポーツＢ日程） に実技審査・要）

11月¢日（月･振） AO入試（自己アピール）────────── 課題文・面接・出願書類を総合評価して判定しま
す。（事前にインタビュー・要）

10月29日（火）
11月£日（日） 公募制推薦入学（A日程）
11月¢日（月・振） 課題文・面接または基礎力調査（または簿記基礎
11月16日（土）

公募制推薦入学（B日程）
───────── 力調査）・調査書の総合点により判定します。

11月17日（日） ※課題文・面接は10月29日（火）、12月15日（日）に
12月15日（日） 公募制推薦入学（C日程） 実施。簿記基礎力調査は11月¢日（月・振）に実施。

〈編入学（£年次）〉（™月£日（月）・¢日（火）は大学のみ）
¶月24日（水） 編入学試験（A日程）

───────────
推薦は面接と書類審査、一般は小論文と面接で選

平　成　15 年

£月™日（日） 編入学試験（B日程） 考します。

〈一般入学試験〉（大学のみ）
平成15年¡月26日（日）、™月¡日（土）～¢日（火）、™月16日（日）・17日（月）、£月™日（日）

〈大学入試センター試験利用入学試験〉（大学のみ）
願書受付：平成15年¡月•日（水）～¡月27日（月）（Ａ日程）、平成15年™月10日（月）～™月24日（月）（Ｂ日程）

※詳しい内容等につきましては、入試ガイド、本学ホームページ（http://www.osaka-gu.ac.jp/admission）を参照、
または入試事務室へお問い合わせください。

入試事務室

オープンキャンパス 開催案内

開催日 開催時間
¶月20日（土・祝）
•月£日（土）

10：00～16：00
•月25日（日）
ª月•日（日）

事前予約不要

10月13日（日）

＜実施内容＞
入試説明会、進路適性検査（7・8月実施）、模擬試験（ 9・10月実施）、
資格取得講座説明会、留学制度説明会、就職説明会、ミニ講義、
パソコン実習・体験コーナー、キャンパス見学ツアー、
個別相談など
※実施内容については、開催日により多少異なります。


