
10月から始まった後期は、今やたけなわというところです。華やかに幕を開けた学園
祭「岸辺祭」は突進というテーマのもと全員が一丸となり、今までにない盛り上がりを
見せました。¡年次生はすっかり大学にも慣れ、上級生は勉学にも余暇にも学生生活を
満喫している様子です。
マスメディアでは、拉致問題や不良債権問題など暗い報道があり、深刻に考えさせら
れ、学生たちも熱い討論を繰り広げています。一方で、™人の日本人がノーベル賞を受
賞するなど明るいニュースもあります。本学関連では校友である高橋尚子さんの活躍ぶ
りは言うまでもありません。経済についても日本の輸出は若干回復し、2004年のアテネ
オリンピック関連の対ギリシャ輸出もあるそうです。今後の日本に大いに期待！！
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『華僑・華人事典』

長岡　みゆき
国際学部 教授 共著

弘文堂

『全訂新版 秘書実務

─実習マニュアル』

西澤　眞紀子
国際文化学科 教授 共著

嵯峨野書院

『IT社会の構造と論理
─情報化論批判─』

吉田　正岳
国際学部 助教授 共著

晃洋書房

『エグゼクティブ・セクレタリー
─役員秘書の仕事〔第2版〕』

西澤　眞紀子
国際文化学科 教授 著

白桃書房

『流通ビジネスモデル
─経営革新と情報システム』

宮下　淳
流通科学部 教授 共著

中央経済社

ESSAY

島津　展子
FOCUS

教育懇談会
VOICE

私たちの教育実習体験
CAMPUS LIFE

CAMPUS NEWS DIGEST

INFORMATION

新刊紹介

12月 24日（火）

25日（水）

27日（金）

¡月•日（水）

後期補講（大学）〔至26日（木）〕

冬期休暇開始（短期大学）〔至¡月¶日（火）〕

冬期休暇開始（大学院）〔至¡月¶日（火）〕

冬期休暇開始（大学）〔至¡月¶日（火）〕

後期授業再開（共通）

TIMETABLE
¡月 24日（金）

27日（月）

28日（火）

30日（木）

後期補講(大学院)〔至25日(土)〕

後期授業終了(共通)

後期試験開始(大学)〔至２月19日(水)〕

後期補講(短期大学)〔至29日(水)〕

学年試験開始(大学院)〔至２月12日(水)〕

後期試験開始(短期大学)〔至２月15日(土)〕
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「好きな余暇の過ごし方は」と問われて、旅行と答える人がいち

ばん多いとどこかで読んだことがある。海外旅行者はアメリカ同時

多発テロの影響で一時的に減少したが、昨年末あたりから回復し、

再び増加の傾向にあるという。ある大手旅行会社の試算によると、今年一年間で海外へ行く日本人は

1,664万人に上るらしい。総人口の１割以上に当たる数だ。ちなみに1970年に海外へ渡った日本人は66

万人というから、30年余りでおよそ25倍になった勘定である。海外旅行者のこのような急増は豊かさゆ

えであろうが、パッケージ・ツアー、いわゆるパック旅行の成長に支えられていることも明らかだ。初

めての土地で言葉が分からなくても、日程を組んだり、行く先々の予約を取ったりといった面倒な準備

をしなくても、世界各地へ連れて行ってくれる。旅慣れない人や気軽に旅行をしたい場合にはもってこ

いだろう。「カナダでオーロラを見る旅」「美しき東欧の古都巡り」などパンフレットを見るだけでわく

わくするようなたくさんのツアーがある。

旅を意味するtravelという英語は、もともと骨を折るとか、苦労するという意味を持っている。この

ことからも、昔の旅がどれほど大変なものであったか察せられる。交通機関が発展するまで様々な苦労

や困難を乗り越えて旅を楽しむことができたのは、経済的・時間的に余裕のある一部の人々に限られて

いた。旅とは特権階級のものだったのだ。18世紀の英国で流行したグランド・ツアーがよい例である。

グランド・ツアーは、時間とお金をたっぷりかけたヨーロッパ大周遊旅行で、良家の若者が教養を深め

国際感覚を身につけるために行った。家庭教師を伴い１・２年、時にはさらに長い年月をかけてローマ

の遺跡巡りをしたり、フランス文化に浸ったりしたのだから、何とも豪華な旅ではないか。

当時描かれた絵画を見ると、グランド・ツアーを楽しむ若者や旅のよ

うすが分かる。左の肖像画は旅に出かけた一行を描いている。古代ロー

マの遺跡を背景にして中央に立っているのが、第８代公爵ハミルトンで

20歳になるまでの４年間をヨーロッパを巡って過ごした。このハミルト

ン公爵は病弱であったらしく、わざわざ専属の医者が家庭教師を兼ねて

旅行に付き添った。それが公爵の左に座る人物で、反対側の少年はその

息子である。英国のグランド・ツアーは、将来、国の指導者となるよう

な優れた人材を養成するための習わしであった。若い頃に時間をかけて

異文化を肌で感じることを重視しているという意味では、今日の留学制

度に通じるのだろう。

優雅なグランド・ツアーの習慣を持つ英国が、安価と簡便をモットーとするパッケージ・ツアーをも

生み出したというのは、大層興味深いことだと思う。発案者はトーマス・クックで、旅行好きにはなじ

み深い名前だ。世界屈指の旅行会社として今日多くの旅行客を送り出し、トラベラーズ・チェックの発

行や両替、鉄道時刻表の出版など幅広い旅行ビジネスに手を

広げるあのトーマス・クック社の創始者となった人物である。

1841年にクックは禁酒運動の集会への参加者を募った。そし

て鉄道会社に交渉し、団体料金で参加者をまとめて汽車に乗

せ、集会開催地まで運んだ。これが世界初のパッケージ・ツ

アーである。その後も、ロンドン万博ツアー、ヨーロッパ周

遊ツアーを次々と企画し、大きな反響を呼んだ。クックが考

え出したパッケージ・ツアーのおかげで、中産階級も苦労せ

ずに旅を楽しめるようになったのである。右の版画は『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース』紙

（1861年６月１日）に掲載されたもので、パリの北駅に到着したクックのツーリストたちを描いている。

団体ツアーが盛んになって、小説家のＥ.Ｍ.フォスターが「個人旅行の時代は終わりつつある。」と述

べたのは1920年のことである。フォスターは単に旅行の形態だけを言っているのではない。むしろ旅行

者の見方や態度を問題にしている。定められたルートをガイドに導かれるまま動くお仕着せのパッケー

ジ・ツアーでは、旅行者は受動的になりがちだ。多くの人々がそのような旅行に慣れてしまったために、

未知の世界に果敢に飛び込もうとする旅人本来の態度が失われつつあることをフォスターは嘆いている

のである。

確かにだれでも団体旅行に参加すると、他人任せになってしまうことが多い。自分と未知の土地との

間に、ガイドや旅行会社というクッション材を挟むことによって、旅はより安全かつ手軽になる。しか

し、時によってはこれらのクッション材がじゃまをして、未知の土地を本当の意味で味わうことができ

なくなる。私は台湾一周のパック旅行に参加したことがある。短時間で多くの観光地を訪れ、移動は飛

行機や貸し切りバスと快適だったが、どんな道路を通って台湾を横断したのか、ガイドに先導されて歩

いた家並みはどんなだったか、ほとんど覚えていない。むしろそれよりずっと昔、友人と一緒に重いカ

バンを引きずりながら、ホテルを探してさまよったイタリアの街が驚くほど鮮明に記憶に残っている。

旅を満喫するためには、小さな冒険をすることが必要だと思う。ただし、この冒険というのは、無謀

なことをして身を危険にさらすという意味ではない。私たちがこれまで培ってきた見方を危険にさらす

のである。未知の世界に飛び込んで、その地のやり方を学び取る。そうすることによって私たちが慣れ

親しんだ考え方を問い直し、物事の新しい見方を獲得する。これこそが旅の醍醐味ではないだろうか。

絶えて久しいグランド・ツアーの究極的な目的もここにあったに違いない。

パッケージ・ツアーには利点がたくさんある。それらを享受しながらも、ささやかな心の冒険を楽し

むことのできるよりよい方法はないだろうか。最近では団体ツアーの枠を越えた自由な旅ができるツア

ーもあると聞く。旅の醍醐味を見付け出すための、探求の旅に出ようではないか。

島津　展子 外国語学部 教授

主担当科目： 英作文Ⅱ、英米言語文化、国際事情

趣味：旅行

著書：『ヴィクトリア朝─文学・文化・歴史』（共著）
『「大いなる遺産」─読みと解釈』（共著）『旅の醍醐味』
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～ 教育懇談会 ～ 
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教育懇談会にご参加いただいた皆様
に、ご子女の「出席状況表」と「成績表」
を配付し、これらをもとに学生個々の修
学状況・学生生活・就職等のご相談やご
質問にお答えしています。今回は、特に
多くいただいた質問をまとめてみまし
た。ご参加いただけなかったかたも、ご
参照ください。なお、ご質問・ご相談は
随時受け付けておりますので、各事務室
までご遠慮なくお問い合わせください。
（月～土曜日 ª：00～17：00）

Ｑ．子供が大学に行っていないようで心配なのですが。
Ａ．大学では学生が各自で時間割を組みますので、毎日１日中授
業があるとは限りません。履修している科目については、欠
席をしないように指導しています。特に演習科目や語学関連
科目は単位の修得に出席が重視されます。また、出席さえし
ていればよいのではなく、積極的な授業への参加も必要です。

Ｑ．各年次、どれくらいの単位を修得しておく必要がありますか。
Ａ．履修した科目をすべて修得できるに越したことはないのです
が、4年間で128単位を修得することが卒業要件の一つなので、
下表に示す単位より修得単位数が著しく少ない場合は、4年
間での卒業が困難になります。毎年∞月と11月に保護者のか
たへ成績表を送付しておりますので、ご確認ください。

Ｑ．パソコンを使った授業にはどのようなものがありますか。
Ａ．情報学部以外でも「情報基礎演習」、「情報処理演習」（企
業情報学部を除く）、「情報管理演習」（企業情報学部のみ）
というように、授業でパソコンの基礎・応用が学べます。
また、このほかにもパソコンでプレゼンテーションなどを
行う演習クラス、インターネットや専用ソフト・マルチメ
ディアを活用した語学クラスなどもあります。また、
Web上で講義に関する資料の閲覧や質問ができる教育支
援システム「Caddie（キャディー）」を利用した科目も
増えています。本年10月からは、学内の情報が学外からで
もアクセスできる「Cyber Access（サイバーアクセス）」
をスタートしましたので自学自習に活用してください。

Ｑ．本学の大学院に入学したいと思いますが、どのようにすればよいでしょうか。

Ａ．∞月上旬の学内選抜試験と、ª月下旬および™月上旬の一般選抜試験があります。学内選抜試験を受ける人は、まずゼミナール

の先生によく相談してください。

Ｑ．本学の入学試験について教えてください。

Ａ．学内選抜試験は、一定の条件を満たし、当該学部長から推薦を受けた人を対象とします。選考方法は、書類選考および面接・口

述試験です（学科試験免除）。一般選抜試験の選考方法は、筆記試験と面接・口述試験です。

Ｑ．長期留学制度にはどのようなものがありますか。

Ａ．交換留学制度があります。留学先は、アメリカとスウェーデンに各£校、

フランスとドイツに各¡校あります。留学期間は約¡年間ですが、在学留

学になるので、休学せずに留学することができ、¢年間（短期大学の場合

は™年間）での卒業が可能です。留学中に修得した単位は、60単位（短期

大学の場合は30単位）を上限として認定されます。また、留学中、本学の

授業料の半額と留学先大学の授業料の全額が免除されます。派遣する人数

は派遣先大学¡校につき¡～™名です。

Ｑ．では、短期の留学制度はありますか。

Ａ．海外インターンプログラム、語学研修、スポーツ研修があります。海外インターンプログラムは、海外での就業体験を目的とし

たプログラムで、近年注目を集めています。現在はカナダ・アメリカ・イタリア・オーストラリア・オランダ・シンガポールで

実施しています。期間は、™週間～™か月、内容も多岐にわたっており、プログラムにより異なります。語学研修は、アメリ

カ・イギリス・中国・ドイツ・ニュージーランド・フランスで実施しています。期間は各コースとも約£週間で、集中的に語学

力を向上させることが目的です。スポーツ研修は、カナダのウィスラーで実施しており、夏はアウトドアスポーツ、冬はスキー・

スノーボードを大自然の中で約10日間体験します。どのコースも、研修終了後に所定の手続きをすれば、共通科目（™単位）が認

定されます。

Ｑ．課外活動について知りたいのですが。
Ａ．本学では、課外活動は大学生活を過ごすうえで大切なものと考えています。様々な分野で特殊な技能や知識、あるいは先輩・後
輩との人間関係を通して経験する協調性・責任感などを身につけることは、将来社会人として当然要求されるものであり、また
学生時代のよき思い出とするためにもクラブ・サークルへの参加を大いに奨励しています。
現在、本学には体育系・文化系合わせて56のクラブと65の公認サークルがあり、全学生の約£割が所属し活動しています。な
かでも特に力を入れているのが「ユニバーシティークラブ」と呼ばれる12のクラブです。ユニバーシティークラブには関西¡部
リーグで活躍しているゴルフ部や関西六大学野球に所属する硬式野球部をはじめ、陸上競技部・アメリカンフットボール部・バ
レーボール部・バスケットボール部・サッカー部・ラグビー部・リーダー部・チアリーダー部・吹奏楽部・混声合唱団があり、
それぞれが大学の代表として活躍しています。

【学生関係】

Ｑ．奨学金にはどのようなものがありますか。
Ａ．大きく分けて™種類の奨学金があります。一つは給付型奨学金で、大阪学院大学・大阪学院短期大学奨学金がこれに当たります。
もう一つは貸与型奨学金で日本育英会奨学金、そのほか地方自治体・公共団体の奨学金があります。

【奨学金関係】

年次（終了時） 1年次 2年次 3年次 4年次

目安となる修得単位数 34～40単位 66～76単位 104～122単位 ─

Ｑ．就職に有利な資格を教えてください。
Ａ．就職に絶対有利な資格というのはなく、進路設計に合わせた資格取得が大切です。一般に実務能力が必要とされる情報処理（パ
ソコン）関連資格は、ぜひ取得することをお勧めします。本学には、会員制のマルチメディア施設「MELOP」があり、コンピュー
タ初心者向けの基本操作から応用まで、実務に役立つ多様な講習会を常時実施しています。

Ｑ．どのような種類の講座を開講していますか。
Ａ．本学では、「春・夏（¢～ª月）」と「秋・冬（10～£月）」の年™回講座を開講しています。

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、就職対策コー
ス、資格取得コースを設定し、在学生だけでなく、保護者のかたにも楽しく受講してい
ただけるように多種・多彩な講座を開講しています。詳しくは「講座ガイド」をご参照く
ださい。
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Ｑ．実際に就職活動を始めるのはいつからですか。
Ａ．企業を受験するのは、早ければ£年次の™月頃です。ただし
企業を受験する時期になったからといって、何の準備もせず
に受験しても内定を得ることはできません。企業を受験する
際に社会へ出ても恥ずかしくないマナーを身につけ、良識あ
る人物に成長することが最低限の条件です。¡年次から出席
できる就職ガイダンスに積極的に参加し、単位の修得はもち
ろんのこと、資格取得や海外研修、またボランティア活動な
ど様々なことに力を注ぎましょう。それが就職活動において
企業に自分をアピールする際に必ず力になるはずです。そう
いう意味では就職活動は¡年次から始まっているのです。
£年次の§月からは、就職ガイダンスや支援セミナーなどの
行事も定期的に開催されますので、どんどん参加してくださ
い。また、本格的な企業へのアプローチが始まってからは、
就職センターで履歴書添削などの個別相談や模擬面接なども
行っていますので時期に合わせた利用ができます。

Ｑ．公務員を希望しているのですが、学部は関係ありますか。
Ａ．公務員への就職率が高いのは法学部ですが、基本的に学部

は関係ありません。公務員といっても警察・消防・地方公
務員や国家公務員など種類は様々です。しかし、どの試験
区分を受験する場合でも、必ず難易度の高い試験がありま
すので、¡年次から筆記試験対策に取り組む必要がありま
す。また筆記試験だけでなく、民間の活動と同じように面
接試験もありますので、コミュニケーション能力も身につ
けておきましょう。

一般的な活動の流れ 

３
年
次 

４
年
次 

６
月 

10
月 

７
月 

12
月 

２
月 

３
月 企業研究 

情報誌登録 公務員試験 会社説明会参加 企業へエントリー 内 定 

ガイダンス開始 Uターンガイダンス 面接等採用試験受験 

採用試験 

Ｑ．配付された「成績表」の成績で卒業はできますか。
Ａ．本年度前期までに修得した科目ならびに修得単位数を一覧表にしたものが「成績表」
です。前期試験（¶月に実施）の結果についても、履修結果（不合格科目・未受験科
目を含む）として表示しています。
修得単位数別の卒業状況を示すため、図Ⅰで1年次前期で修得した単位数に卒業率
（上段）と留年率（下段）を集計しました。16単位以上修得していれば、99％の学生
が卒業していますが、10単位を下回ると卒業が危ぶまれます。

図Ⅰ．１年次前期における修得単位数別卒業状況 
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図Ⅱ．１年次における修得単位数と出席率の相関 
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◆＝経営実務科 
◆＝国際文化学科 

Ｑ．「出席状況表」に出席率が記載されていますが、どのようにとらえたらよいので
しょうか。

Ａ．本年度前期授業（¢月～¶月）の出席状況です。授業の出席調査は、毎学期、各科
目について行っており、各自が履修登録した科目の出席状況を表示しています。
出席率と修得単位数の関係を示すため、図Ⅱでは™年次生全員の¡年次における
¡年間の平均出席率（横軸）による修得単位数（縦軸）を分布図にしています。この
図から出席率と修得単位数との密接なつながりがお分かりいただけると思います。

短期大学では、10月末に保護者のかたへ成績表・出席状況表を送付しております
ので、教育懇談会に欠席された場合のご参考としてご利用ください。

Ｑ．Ｕターン就職を希望していますが、求人はありますか。
Ａ．地方での就職活動は大阪などの大都市に比べ、企業数自体

が少ないので大変厳しくなります。ただし、各都道府県の
大阪事務所などがありますので、そちらへの登録をお勧め
します。また、地方で就職活動するためには授業を欠席す
ることが必然的に増えますので、なるべく£年次までに単
位を多く修得しておく必要があります。
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も学校の先生の大事な仕事なんだと思い

ました。私から伝えたい、受け取ってほ

しいという思いがあったので、今回の教

育実習では道徳の授業が特に印象に残り

ました。

［司会］ 新聞やマスコミで万引きやいじ

めでの自殺などが報道されていて、今の

中学生は何かしらマスコミの影響を受け

ていると思いますが、やはり教師が熱い

心で語れば生徒たちにも人として心が伝

わると思います。教師冥利に尽きる体験

ですね。

［山本］ 指導教諭の道徳の研究授業があ

ったので、道徳はやらせてもらえなかっ

たのですが、その授業の中ですごく印象

に残っていることがあります。そのクラ

スには障害を持った生徒が一人いまし

た。「友達」というテーマで先生が「み

んな友達たくさんいますか」と聞いたと

き、ほとんどの生徒が「いる」と言って

いたのですが、障害を持った生徒が「先

生に言いたいことがある」と言って手を

挙げ、英語で「Everyone doesn't like me」

と言ったんです。そうすると先生がすご

く怒ったんです。その生徒には補助の先

生がついているのですが、授業中ずっと

その生徒をしかっていました。

［司会］その生徒の障害はどの程度なの。

［山本］軽度の障害なのですが、もっと

ほかのやり方はなかったのかと反発心を

抱きました。その生徒があえて英語でい

ったのにも意味があると思ったんです。

でも補助の先生はずっとしかっていて心

が痛みました。

［辻］僕が行った学校でも問題があって、

不登校の生徒や障害を持った生徒がいま

した。実習中、校長先生と教頭先生の前

で自分のことについて話す機会があり、

それがきっかけになったのか分かりませ

んが、実習２週目から担任の先生は授業

にはきていただいたのですが、何も口を

挟まずに、授業や道徳を私自身でさせて

いただきました。そのときに「障害を持

った生徒に対しての悪口」という問題が

あり、自分なりの考えと経験談を話しま

した。不登校の生徒については、実習初

日に少し話をする機会があったのです。

その生徒は口数は少ないけれど、話しか

けたり自分の友達が学校に行きづらかっ

たときのことを話したりして、２週間を

通じて少しずつ自分のことを話してくれ

るようになりました。最終日に悪口の問

題が挙がりクラス全員で話をしたとき、

その生徒が自ら手を挙げ発言してくれた

のです。実習後も学校に行く機会があり、

その生徒を見ると以前とは見違えるよう

に学校に来るようになり、先生からいじ

めもなくなったと聞きました。

［司会］ とても感動的な経験だね。ある

意味では現職の先生たちができなかった

ことを２週間で成果を出せたことは、非

常に大きいことだと思います。

［真下］ 私の行った学校はひたすら勉強

で、道徳の時間も資格の勉強をしていま

した。数年間でこんなに変わってしまっ

たのかと思い、遊ぶ時間もなく暗くなる

まで勉強しており、かわいそうに思いま

した。

［金子］ 僕の行った高校でも不登校など

様々な問題を抱えた生徒がいました。担

任の先生も学校に登校するようにいろい

ろ努力をしていますが急には治らないの

で、僕に学校に来るようにしてほしいと

いう話はありませんでした。しかし、不

登校の生徒だけでなくクラスの生徒全員

に自分の経験、例えば高校時代や大学生

活の話をすることによって、高校生と同

じような悩みを大学生も抱えていること

を伝えました。直接問題の解決にはなり

ませんが、多少なりとも生徒に刺激を与

えることができたと思います。

真下　佳子
法学部 4年次生

辻　巨樹
経済学部 4年次生

［司会］ 今回の座談会は、教職課程を履

修している皆さんに集まっていただきま

した。まず初めに教職課程を履修しよう

と思ったきっかけを聞かせてください。

［築城］ 当初は学校の先生ではなく、児

童英会話の先生になりたかったんです。

英会話の先生には教員免許は要らないの

ですが、せっかく大学に進学したのだか

ら教員免許を取っておこうと思い教職課

程を履修しました。

［真下］ 私の両親が教育の仕事に携わっ

ていることもあって、何となく先生にな

りたいなと思っていました。教職課程を

履修したきっかけは大学で取れる資格を

取っておこうと思ったからです。

［司会］ ほかにもいろいろ理由があると

思いますが、教職課程を教えていていち

ばん思うのは、本当に教師になりたい人

と、免許だけを取っておこうという人に

分かれることです。そこで、教育実習に

行ってみて教育観が変わり、実際に教え

る仕事に就きたいと感じましたか。

［石原］ 私は初めから教師になりたいと

思っていました。２週間という短い教育

実習でしたが、大変な部分と生徒と触れ

合う楽しい部分を見ることができ、とて

もやりがいのある仕事だと改めて感じま

した。

［辻］ 実習先が地元の中学校だったので、

生徒と触れ合う時間も多く勉強や私生活

での悩みなどいろいろ話してくれました。

生徒と一緒にいることで、自分の気持ち

も純粋でいられるのではないかと思いま

した。教育実習に行って教師という仕事

に対して改めて魅力を感じました。

［金子］ 父親が教師をしていることもあ

り、親の勧めもあって教職課程を履修し

ました。しかし教育実習に行ってみて、

自分に合っていないと感じました。むし

ろ、これだけ責任のある仕事を今の自分

にできるかなと思いました。

［司会］ 責任感の重さからということで

すね。

［伊藤］ 私の場合は、高校生のころから

教師になりたいと思い始め、教育実習は

教師になるための過程だと思って勉強し

てきました。しかし、教育実習を経験し

て、教師になりたいという強い気持ちか

ら、まだ経験不足で人に教える立場では

ないと感じました。

［山本］ 私も両親や祖父母が教師をして

いたので、大学に進学するのなら教職を

取るのが暗黙の了解のようになっており

履修しました。両親を見ていたのであこ

がれていましたし、授業や実習を繰り返

していくうちに、授業をすることが楽し

くなり、モチベーションも上がってきま

した。教師になりたいと決心がついたの

は教育実習が終わってからです。今回教

師になれなくてもあきらめずにチャレン

ジしたいと思います。

［司会］ 必ずしも採用試験に合格するだ

けでなく、臨時講師や時間講師などあり

ますので、その気持ちを忘れずに頑張っ

てください。

それでは、教育実習に行って「ここは

うまくいった」とか「もっと準備をして

おくべきだった」などの成功談・失敗談

があれば聞かせてください。

［石原］ 教科を教えるには、まずその教

科の勉強ができて当たり前という前提が

あります。教壇に上がれば生徒から見る

と教育実習生も先生になるので、教科の

下調べをしっかりしてくることを実習先

の先生によく言われました。

［伊藤］ 私が行った学校は普通科と特進

科があり、特進科のクラスで実習をしま

した。予想していたより授業がスムーズ

に進み、時間が余ってしまうこともあり、

いろいろ準備をすればするほどよいと思

いました。

［司会］ 教材研究やクラスルームマネジ

メントの難しさが実感できたということ

だと思います。そのほかに、学級運営な

どでショートホームルームや道徳の時間

で印象に残ったことはないですか。

［佐久間］ 私は中学校へ教育実習に行っ

たのですが、自分の学生時代のことを考

えながら実習をしました。授業が終わっ

てから担任の先生と毎晩12時ごろまで残

り、次の日の準備や指導案作成などの作

業をしていました。

教科の授業はある程度うまくいったと

思うのですが、ある日、担任の先生から

「道徳と学級活動のどちらがいい」と聞

かれ、「ぜひ道徳をやらせてください」

と答えました。福祉にも興味があったの

で、自分の経験を生徒にも伝えたいと思

い道徳の授業を選びました。反省会のと

きに、先生から「道徳の授業、すごくよ

かったよ」と言われました。先生に「ど

こがよかったのですか」と尋ねると 、

「道徳の授業を何年やっても生徒の心を

動かすなんてなかなか難しいのに、よく

やった」と言われ、人の心を育てること

司会
伊勢野　薫
外国語学部 助教授

石原　芽里
国際学部 4年次生

伊藤　倫子
法学部 4年次生

佐久間　寿彦
経済学部 4年次生
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教育実習に生かしていければいいです

ね。

最後になりましたが、来年教育実習に

行く後輩にアドバイスをお願いします。

［伊藤］ 私が履修した高校の地理歴史・

公民、中学校の社会、図書館司書の資格

を取るのに必要な単位数は、220ぐらい

あるんです。社会科全般を取るには、卒

業必要単位数128単位プラス100単位ぐら

い覚悟したほうがいいと思います。

私は履修の偏りで３年次だけで100単

位修得したのですが、とても過酷でした。

同じ日に10科目のレポートがあったりも

しました。３年次はまさに大学に入り浸

りといった感じでしたね。

［真下］ 教育実習に関することなのです

が、本当に教師を目指すのであれば、勉

強も必要ですが、幅広くいろいろな情報

を得るように好奇心を持って学んでほし

いと思います。生徒は教科書以外の雑学

も期待していると思うし、それも勉強に

つながっていくと思うので、しっかり身

につけていってほしいと思います。

［司会］ 自分の価値観を広げ、幅広い視

野を持つことは大切だと思います。「常

に向上心を持て」ということですね。か

っこよく言えばね（笑い）。

［佐久間］ 教職を履修するには時間・体

力そして知識も必要ですが、人として成

長するという体験もできるので、教師に

なりたいからというだけではなく、一つ

の経験の場として教職を履修してもよい

と思います。

［築城］ 模擬授業のときは自由にしてい

たのに、実際教育実習に行くと「ひたす

ら日本語訳をやってくれればいいから」

と言われ、とても戸惑いを感じながらも

いわれたとおりにして後悔したので、実

習中に１度ぐらいは自分の思うようにや

ってみるのがいいと思います。それから、

実習中はアルバイトはできませんね（笑

い）。

［司会］ そんなふとどきな学生はいない

と思うけど（笑い）。

［辻］ １年次のときに先輩に教職を取っ

ていると就職に有利だと言われました

が、僕は教師を目指すという前提に教職

課程があると思うので、本当に教師にな

りたい人、人間的に成長したい人の課程

だと思います。大学もそういうことを説

明会でもっと伝えてほしいと思います。

［司会］ 皆さんいろいろ話してくれてあ

りがとうございました。私は外国語学部

の学生しか教えていませんが、本学で教

員を目指している学生は、絶対にいい加

減なことをしないし、どこに出しても恥

ずかしくない本当にいい学生だと思って

います。社会科の先生も同じように思っ

ているはずなので、教職を履修した体験

を大切にしてください。私のゼミナール

の学生にいつも「ビッグになれ」と言っ

ています。皆さんもぜひビッグになって

また帰ってきてください。

今日はどうもありがとうございました。

0

［司会］ 教科教育法を教えている立場か

ら聞きたいのですが、授業でやったこと

で非常によかったこと、授業でやらなか

ったことでしてほしいことなど、提案が

あれば遠慮なく言ってください。

［伊藤］ 教職を履修している学生は多く

いるわけでもないのに、今まで話をした

こともない人がいたりするので、１・２

年次のときから模擬授業やグループごと

のディスカッションなどの授業があれば

実習生同士で意見交換ができ、モチベー

ションが高まると思います。私から見て

も資格だけを取りにきている学生と教師

になりたいと思っている学生は目に見え

て分かります。あまり交流がないので資

格だけを取りにきているんだと偏見を持

っていましたが、きちんと話してみると

真剣に考えていて納得できる部分もあり

ました。教育実習生同士や先生との深い

コミュニケーションを４年次最後の教育

実習が終わってからだけではなく、もう

少し早い段階からプログラムに入れてほ

しいと思いました。

［山本］ 英語科は２・３回目の授業から

模擬授業を考えてくるようにといわれ、

終わるとすぐにまたするからといわれ、

合計10回ぐらい模擬授業をしました。と

ても大変だったので先生が私たちのこと

を気に入らないからいじめているんだと

も思いましたね（笑い）。そのおかげで

実習のときには適度な緊張を保つことが

できたので赤面するようなこともなかっ

たし、自分の言いたいことを順序立てて

いうこともできました。

［伊藤］ 私は人前に出ることが好きなの

で大丈夫だったのですが、内気な男子学

生が多いんですよ。だれとも話さない学

生もいて人ごとながら心配になりまし

た。模擬授業は一応あったのですがやり

たい人だけで、何人かはレポートが免除

されるから発表するといった形でした。

社会科教育法も授業を作る方法は教えて

くれたので問題はなかったのですが、も

っと模擬授業があったほうが役に立った

と思います。

［司会］ 英語科の学生は模擬授業がたく

さんあったので問題ないようですが、少

なくとも２年次の前期から４年次の後期

まで同じメンバーで授業を受けるので、

その中で一つのコミュニティーを作るべ

きだと思います。社会に出たときにだれ

とでもコミュニティーを作れるという、

そういう努力をすることは教師になる人

にとって非常に大切だと思います。

［金子］ 教職の説明会が１年次の後期だ

ったので、４年次の後期になっても履修

しなければならない教科科目が残ってい

ます。入学したらすぐに履修計画をしっ

かり立てないと後が大変ですね。１年次

の前期に説明会をしていただければ、も

っと効率よく履修できたはずだと思いま

す。

［司会］ 今後、説明会の時期や回数にも

配慮が必要ですね。

［佐久間］ ３年次から教職を取るという

人も多く、卒業単位に含まれない教職科

目は通常プラスアルファの部分ですが、

それがないと教員になれないという人も

いますよね。公民を取っていて採用がな

いという人に「なぜ公民を取ったの」と

聞くと、「地歴社会の免許を取ろうとし

たら時間が足りなかった」と。もっと授

業数を増やしてほしいですね。大学に入

って卒業単位を取るというのは当たり前

ですが、取れなかった場合に救済処置が

あってもいいですよね。そのほかに、社

会体験をする場をもっと増やしてほしい

ですね。

［司会］ 体験の場が欲しいということで

すね。そのことに関してはそんなに難し

いことではないと思います。３年次のと

きに近隣の中学や高校で観察実習をし

て、実際の教育現場を見てみるといいで

す。その後、学生同士で話し合いをして

築城　恵美
外国語学部 4年次生

金子　浩行
国際学部 4年次生

山本　慈乃
外国語学部 4年次生
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私たちフリーアート部は、現在15人の部員が活動しています。基本的な

活動内容は、毎年学内で開催される文化・学術祭や岸辺祭の展示に向けて作

品を仕上げることです。学外では展示会場を借りて学外展示も行います。学

外展示は、友人やクラブの先輩がたが主な来客なので、どうすれば一般のか

たにも多数ご来場いただけるかが現在の課題です。

このほか、自分たちの個性を生かした作品を1冊にまとめた「FREEDOM」

という冊子を発行しています。少しでも絵に興味を持っていただき、自分た

ちの作品を見ていただけたらという思いからこの冊子ができました。今年か

ら岸辺祭の展示でも配付しています。

自分たちの個性を生かしたよい作品を作れるように部員一同頑張りますの

で、皆さん、ぜひ展示会にお越しください。

部長挨拶
皆さんは、フリーアート部と聞いて何をするのだろう？と思う人が多いの
ではないでしょうか。フリーアートという言葉のままで、何をしてもいい
のです。自由に自分なりの作品を作ればよいのです。それが絵でもいいし、
彫刻、粘土、スプレーなど自分がアートであると思えばかまいません。そ
れが一人ひとりの個性として表れるのです。
どんなものであれ、相手に作品として伝わるかどうかは本人次第ですから

（笑い）。自分の気づいていない才能を引き出すきっかけになるかもしれま
せん。私たちはフリーアート部に入り、一人ひとりが充実した学生生活を
送っています。皆さんも大学生活を充実させるために、クラブに入部した
り、趣味を見付けたりと何か自分にあった物を発見して、新しい自分を見
付けてみてはいかがでしょうか。

国際学部 ３年次生 高柳 尚紳哉

私はこの夏、19日間のイタリア・インターンプログラムに参加しました。このプログラムは物流業界の

大手企業で国際貨物業務の実務体験をするというもので、4日間の国内事前研修後、2週間のイタリアでの

研修が行われました。

初め英語圏ではないイタリアでのインターンシップに抵抗はありましたが、業務

に携わる人々は英語を使い、現地には数名の日本人もいると聞き、参加を決意しま

した。そして、何よりこれからの自分の将来に大きく影響を与えるだろうと期待し

ていました。

まず、国内で国際貨物業務についての基本を学びました。わずか¢日間でしたが、朝から

夕方まで分単位のスケジュールが組まれており、物流の全体像（国際輸送と輸出入航空貨物

業務）について説明がありました。研修中には、関西国際空港や大阪南港にある通常一般人の入れない地域を視察し、また、輸出入に

携わる企業のかたから、予備知識のない私にも理解しやすいよう資料や映像を用いて説明を行っていただきました。そして、全体的な

流れをつかんだ後、イタリア研修に臨みました。

イタリアでの業務は、基本的には日本と変わらず、また、自信のなかった英語での説明も事前研修の成果もあって、ほぼ理解するこ

とができました。

研修初日には、NCA（NIPPON CARGO AIRLINES）の事務所訪問や、イタリア・マルペンサ空港の上屋（税関蔵置場）なども視察

することができました。初めの¡週間は、国際貨物部から業務の説明があり、実務体験をしました。航空貨物部は短時間で貨物を輸出

入しなければならないので、作業がとめどなく行われていましたが、日本人とイタリア人とでは仕事の進め方が少し異なっていました。

一つの仕事を終えてから次の仕事に移るイタリア人と、同時進行で業務を行う日本人。すべてのイタリア人がそうだとはいいませんが、

人種の違いで物の考え方・仕事の取り組み方に相違があるのには驚きました。

２週目は、海運部にて引っ越しの立ち会いや、通関業者の訪問などを行いました。事前研

修では、航空貨物輸送の説明しか受けていなかったため、理解し難かったのですが、日本人

研修員のかたから全体像の説明があり、遅れは取り戻せました。そして、港の視察により実

際貨物が動いているのを見て、より多くのことが理解できました。

この19日間を通して、私は国際物流の全体の流れと各業務について深く学ぶことができま

した。これまでは漠然としていた将来の展望が広がり、目標も定まりました。初めは単なる

好奇心から始まったことですが、私にとっては将来への大きなステップとなりました。

今回このプログラムに参加するにあたり、本当に多くのかたにお世話になりました。この

ような素晴らしいプログラムに参加する機会を与えてくださった企業のかたと、全面的にサ

ポートしてくださった大阪学院大学のかたがたに心より感謝いたします。

皆さんも初めは、このようなプログラムに参加することには抵抗があるかもしれませんが、これを読んで少しでも興味を持った人が

いれば、説明会などに足を運んでみてください。自分から積極的に行動したことは、必ず貴重な体験となり、財産となるでしょう。

国際学部 3年次生
村上　裕子

未来の自分を探して

『柿』

外国語学部 ２年次生 白井　郁江
『やけくそ』

経営科学部 ２年次生
平松　慎也

『Ｋの渦』

流通科学部 ３年次生 川生　浩之
流通科学部 ３年次生 t橋　幸一



カウンセラー・国際学部 助教授　安田　一之

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

「寂寞
せきばく

を敵として友として　雪のなかに　長き一生を送る人もあり」これは私が青春時代によく口にしていた啄木の歌であ

る。寂寞はもの寂しくて、気持ちが満たされないようすという意味で、寂しく満たされない心を抱いて、奥深い雪の中で、こ

の長い一生を過ごす人もいるのだという啄木の感慨を歌ったものである。しかし、よく考えてみれば何も雪の中でなくても、

寂寞を抱いて一生を送る人はいるし、また、啄木の時代だけでなく現代でもそのような人は多くいるのだ。現にこの私も寂寞

を抱いているし、悲しみも悩みも抱えて生きている。

生きるということは未知の時間に突入していくことであり、だれでも多少なりとも不安や恐怖は持っているものと思われる。

朝、家を出たらいつ事故に遭うかも分からないし、いつ地震に見舞われるか分からない。また、身体の不調にいつ見舞われる

か、これも分からない。自分の持ち物と思っている身体ですら、いつ痛みが襲ってくるか分からないのだ。まさに分からない

ことばかりの中で、何となく多分大丈夫だろうと思って生きている。それが人生だ。

そう考えると人間は不安と恐れの中で、悩みながら生きているといえるのではなかろうか。だから人間から悩みを取り去ろ

うと思わないほうがかえって賢明なのかもしれない。生きることはすなわち悩むことと理解した方が本当だと思える。悩みを

友として生きるほうが現実的であろう。だからあえていえば、悩みや不安を心の中に抱いて生きるのが人間だといえる。カウ

ンセリングでもそこは心得ていて、人の悩みを共に考えるが、悩みそのものは取り去ろうとはしない。悩みを人に聞いてもら

うことでその人らしい個性が生まれてくるし、生きる活力も生まれてくる。ただ悩みを人に聴いてもらうことで心が軽くなり

考えが深まるので、その軽くなり深まった心で自分の問題に直面し、さらに思考を深めるのだ。自分の悩みを抱えて生きるこ

とに人の心の大いなる成長があるのだ。

先に挙げた啄木の歌を、次のように言い換えてみたがいかがなものか。「悩みをば 敵とし友とし 街のなかで 長き一生を 送

る人もあり」現代風啄木の世界とまではいかないが、悩み多き現代人に贈る私の歌である。啄木にはまた次のような歌もある。

「あたらしき 心もとめて 名もしらぬ 街など今日も さまよいて来ぬ」何となく気分が晴れぬ日に、気持ちを新たにしようと思

い、名も知らない初めての街をさまよい歩いたというのだ。これも自分の心を新鮮にする一つの方法である。自分の心を友と

してさまよい歩くのだ。きっと何かが得られると思う。気分が優れない日に試してみてはどうだろうか。

さらに啄木は「しっかりと なみだを吸える 砂の玉 なみだは重き ものにしあるかな」とも歌った。たまには自分の涙の重

さを感じて、人生の重さに触れるのもよし。
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悩みを友として

クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

合氣拳法部 12月¡日（日） 硬式空手道全国選抜優勝大会 未定

空手道部 12月¡日（日） 川西市空手道選手権大会 川西総合体育館

ゴルフ部 12月£日（火）～§日（金） 関西学生男子・女子マッチプレー選手権 ザ・カントリークラブ

自動車部 未定（™月～£月） 全関西学生ジムカーナ選手権大会 名阪スポーツランド

スキー部 ¡月11日（土）～16日（木） 全日本学生スキー選手権大会 旭川スキー場

日本拳法部
12月¡日（日） 全日本学生拳法選手権大会 大阪府立体育会館

12月15日（日） 白虎会優勝大会 枚方市総合体育館

バドミントン部 11月28日（木）・12月3日（火）・4日（水）・6日（金） 大阪学生バドミントン新人戦大会 大阪市中央体育館・東淀川体育館

ラクロス部 11月30日（土） 関西学生ラクロス新人戦 未定

陸上競技部 ™月12日（水） 学連記録会 長居陸上競技場

クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

アメリカ民謡研究部 12月19日（木） 秋期定期演奏会 光明アムホール

E.S.S. 12月¡日（日） 大阪学院大学杯スピーチコンテスト ™号館B1-02教室

経営研究会 12月¶日（土）・•日（日） 日本学生経営学会主催秋季全国大会 熊本学園大学

軽音楽部 12月§日（金））） 定期演奏会 光明アムホール

茶道部
未定（12月）） 秋季茶会 １号館01-01教室（和室）

未定（¡月） 初釜 １号館01-01教室（和室）

書道部 ™月14日（金）～16日（日） 関西学生書道連盟展 八尾プリズムホール

心理学研究会 12月12日（木） 学外展示 岸部市民センター

文化会系クラブ

クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

混声合唱団Chor Kreis 12月£日（火） 第２回定期演奏会 吹田メイシアター（中ホール）

吹奏楽部 12月14日（土） 定期演奏会 尼崎市総合文化センターアルカイックホール

放送局 12月14日（土）・15日（日） NHK全国大学放送コンテスト 京都アスニー

独立系クラブ

体育会系クラブ

※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



校友 高橋尚子さん
「第29回 ベルリンマラソン」優勝！

ª月29日、ドイツにて行われた「第
29回 ベルリンマラソン」に校友 高橋尚
子さんが出場しました。それに伴い本
学では学内で応援会を実施し、陸上競
技部員をはじめ約200人の学生・教職員
が集まり、熱い声援を送りました。
™時間21分49秒のタイムで見事優勝し、
会場は大いにわき上がりました。
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夏期海外研修

夏期休暇中、アメリカ・イギリス・
ニュージーランド・中国・フランスで
の語学研修を実施しました。参加者た
ちは、海外での生活を体験し、実際に
現地の人たちとコミュニケーションを
取る機会に恵まれ、さらに語学力向上
への意欲を高めて帰国しました。

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号館前　特設舞台〕
観世流シテ方 大江家七代御当主 大江
将董 師のご支援を賜り日本の伝統芸能
である「能」を薪能形式で執り行いまし
た。また、昨年に引き続き、人間国宝の
茂山千作 師による狂言の披露もありま
した。かがり火で映えわたった会場は
たくさんの観客で埋めつくされ、秋の
夜長に日本の伝統芸能を楽しんでいま
した。

教養講座 中村勘九郎 講演会

〔10月27日（日） １５号館™階０３教室〕
歌舞伎俳優 中村勘九郎氏をお迎え

し、講演会を開催しました。聞き手で
ある演劇評論家の塚田圭一氏とのトー
クに集まった観衆は、熱心に聴き入っ
ていました。

第41回 岸辺祭

〔10月25日（金）～28日（月）〕
『突進』をテーマとして岸辺祭を開

催しました。"今井雅之トークショー"、
"the brilliant greenコンサート"と様々
なイベントが繰り広げられ、次世代へ、
そして世界へ突進する力を広げる機会
となりました。

第2回 ラグビーワークショップ

〔¶月28日（日） 千里山グラウンド〕
ケンブリッジ大学クイーンズカレッ

ジラグビー部コーチであるスティーブ
ン・ロジャース氏を講師に招き、ワー
クショップを開催しました。当日は94

人の中・高校生、17人の指導者が参加
し、各自が一層のレベルアップを目指
しともに汗を流しました。

第14回 国際コロキウム

〔•月30日（金）・31日（土）
オルレアン大学（フランス）〕

オルレアン大学、バイロイト大学（ド
イツ）、本学からの参加者が、テーマで
ある「船と港」について発表を行い、お
互いの意見を交換しました。本学から
は、流通科学部 伊佐健治教授、国際学
部 片山邦雄教授、国際学部 山口修助教
授が発表されました。

新役職者〔™年任期〕 人事

流通科学部長
宮下　淳　教授

新任〔平成14年10月¡日付〕

経 済 学 部 前田　高志 教授
国際センター E.K.クラーク 客員助教授

K.A.チャン 客員講師
T.M.モリタ 客員講師

退職〔平成14年ª月30日付〕

経営科学部長
植藤　正志　教授

情報学部長
樹下　行三　教授

国際学部長
島岡　宏　教授

国際学研究科長
谷口　幸男　教授

企業情報学部長
郡司　健　教授

情報学部
R.D.ロギー　講師
担当科目　

外書講読、プログラミング入門Ⅱ、
ゼミナールⅠ・Ⅱ

国際センター
J.F.スミエ　客員助教授
担当科目
メディア英語、英会話Ⅳ

国際センター
H.A.サルバドール　客員講師
担当科目
パブリックスピーキング、英会話Ⅳ

前期卒業式

〔ª月25日（水）5号館地下2階アトリウム〕
平成14年度 前期卒業式が執り行わ

れ、大学171人、大学院™人、短期大学¶

人、計180人が卒業しました。
白井善康総長から学位記・卒業証書

が一人ひとりに授与され、これから社
会へ羽ばたく卒業生にお祝いと励まし、
そして社会人としての心構えなど、晴
れの門出に際してのはなむけの言葉が
贈られました。

就職支援セミナー

〔10月15日（火）™号館地下1階〕
第４回 就職支援セミナー「内定獲得

者からのメッセージ」を開催しました。
パネルディスカッション形式で行われ、
就職活動を終えた学部４年次生・短大
２年次生から就職活動の現状や体験談
など生の声を聞くことができました。
これから就職活動を始める学生にとっ
てよい刺激となったようです。

オープンキャンパス

今年度のオープンキャンパスは、新たに教
員による学部・学科紹介や資格取得講座説明
会・留学制度説明会・保護者のための就職説
明など多くのイベントを増やしました。来場
者は熱心に学部・学科相談をし、説明会を聴
いていました。日ごろ抱えている不安や迷い
が解決したのか、時には笑顔も見え、大盛況
のうちにオープンキャンパスを終えることが
できました。
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国際センター

海外提携大学から次の∞人が留学しています。（平成14年10月～平成15年¶月）

就職センター

12月™日（月）から§日間、「業界研究セミナー」を開催します。各業界の担当者から、企業・業界の現況について

講演いただきます。学年に関係なく興味がある人はどなたでも参加できます。詳細は就職センター前の掲示板にて確

認してください。

2002 フェニックス フェスティバル
～Early Christmas Crystal Concert～ Jazz At The Phoenix

自宅から「Caddie（キャディー）」や「学内情報サービス」が利用できる
「Cyber Access（サイバーアクセス）」サービス開始！

庶　務　課

12月12日（木）18：00開場 / 19：00開演
場　所：∞号館地下™階アトリウム
出　演：TOKU 日野皓正（スペシャルゲスト）
入場料：無料
問合先：フェニックス フェスティバル係　Tel（06）6381-7122
対　象：保護者・在学生・一般市民

自宅から学内ネットワークにアクセスできる接続サービスを10月¡日からスタートしました。このサービ

ス名は「Cyber Access」、学内LANに構築・運用している様々なシステムを自宅から利用することができ

ます。なかでも、教育支援システム「Caddie」が自宅で利用できるようになり、学生の「学び」のスタイ

ルも変わると期待しています。本学では、この「Caddie」システムを中心として、大学教育における「知

の集積」を目指しています。

セント・トーマス大学大学院（アメリカ）から トリア大学（ドイツ）から

Douglas R. Jacobson
（ダグラス・ジェイコブソン）

専攻：国際経営学
所属：経済学部

Christina Sicking
（クリスティナ・ジッキング）

専攻：法学
所属：法学部 法律学科

Sven H. Baars
（スヴェン・バース）

専攻：日本学
所属：国際学部

オルレアン大学（フランス）から

Malyna Su
（マリナ・スー）

専攻：英語・日本語
所属：国際学部

Guillaume Wencek
（ギヨーム・ヴェンセック）

専攻：英語・日本語
所属：国際学部

OGUNET

学内情報サービス2002 教育支援システム「Caddie」 

学内LAN

ISDN、ADSL、フレッツＢ、CATVなど 
すべての接続形態に対応！！ 

自 宅 

入試事務室

平成15年度　入学試験概要

〈一般入学試験〉

（大学）
「英語」・「国語」・「数学」から自由に選択できます（学

¡月26日（日） A日程（総合学力試験） ──────────
部によっては必須科目の指定があります）。
※同一の試験で™学部出願が可能、ただし、学部グルー
プ内に限ります。

™月¡日（土）
A日程（必須型™教科入試）───────── 全学部「英語」と「国語」の™科目で実施します。

™月™日（日）

™月£日（月） A日程（選択型™教科入試）
─────────

£科目受験することも可能です。その際は、選択した
™月¢日（火） 必須¡科目＋選択¡科目　　 複数科目のうち高得点の科目を自動的に採用します。

™月£日（月） A日程（£教科入試）
────────── 必須の™科目と選択科目の£科目合計で判定します。

™月¢日（火） 必須™科目＋選択¡科目

™月16日（日）
B日程（™教科入試）──────────── 全学部「英語」と「国語」の™科目で実施します。

™月17日（月）

「英語」と「国語」のいずれか¡科目を選択できます

£月™日（日） C日程（¡教科入試）────────────
（外国語学部・国際学部は「英語」¡科目で実施）。
※同一の試験で™学部出願が可能、ただし、学部グルー
プ内に限ります。

（短期大学）
¡月26日（日）
™月¡日（土） A日程（¡教科入試） 両学科とも「英語」と「国語」のいずれか¡科目を選択
™月™日（日） できます。

──────────※A日程の™月¡日・™日とB日程の選択科目の受験に
™月16日（日）

B日程（¡教科入試） ついては、「英語」と「国語」を異なる時間帯に行いま
™月17日（月）

すので、両方とも解答することができます。その際
£月™日（日） C日程（¡教科入試） は、高得点の科目を自動的に採用します。

〈大学入試センター試験利用入学試験〉（大学のみ）
本学の学部が指定する教科・科目を受験された方を対象とします（2002年度センター試験の得点も利用可能）。

A日程 願書受付：¡月•日（水）～¡月27日（月） ™教科・科目（外国語・選択科目）の合計点と出願書類に
B日程 願書受付：™月10日（月）～™月24日（月） より総合判定します。なお、個別学力試験は行いません。

※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。


