
連休が終わると、学生の活動は勉学のみならずスポーツにおいても最高潮である。天

気はよく、空気はさわやかで、日も長くなる。さて、今日では企業間の競争は国内のみ

ならず、国際的にも厳しくなっている。外国人もたくさん日本企業で働いている。日産

のカルロス・ゴーン社長のように強烈な刺激を与える人物もいる。日本人でもノーベル

賞を受賞したり、大リーグ シアトル・マリナーズのイチローのように国際スポーツ界で

活躍する人もいる。ここまで有名になる人は例外であるには違いないが、学生諸君も一

人ひとりが明確な目標意識を持ち、この時期に奮闘することが求められている。広報部

もまた、そのような大学の姿を伝えるため頑張りたい。
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大阪府教育委員会と協定締結

ESSAY

吉田　正岳
FOCUS

学生食堂
VOICE

スクールボランティア
活動
キャリアアッププログラムの開設

CAMPUS LIFE

CAMPUS NEWS DIGEST

INFORMATION

新刊紹介

『法人税法精説（平成14年版）』

武田　T二
流通科学部 教授 著

森山書店

『企業と政策 ─ 理論と実践の
パラダイム転換』

田中　道雄
流通科学部 教授 共著

ミネルヴァ書房

『個人情報保護法と人権
― プライバシーと表現の自由

をどう守るか』
後藤　登
流通科学部 助教授 共著

明石書店

『暗号 ― ネットワーク社会の
安全を守る鍵』

笠原　正雄
情報学部 教授 共著

共立出版

『Animal Symbolism in Mesopotamia

― A Contextual Approach ―』

渡辺　千香子
国際文化学科 助教授 著

ウィーン大学 東洋学研究所

この広報は、古紙配合率70％

再生紙を使用しています。

∞月 22日（木）
§月™日（月）
¶月•日（火）

ª日（水）
12日（土）
15日（火）
16日（水）

前期末卒業説明会（大学）
創立記念日
前期授業終了（大学院）
前期補講（大学院）〔至11日（金）〕
夏期休暇開始（大学院）〔至ª月30日（火）〕
前期授業終了（大学・短期大学）
前期補講（大学）〔至18日（金）〕
前期補講（短期大学）〔至17日（木）〕

TIMETABLE
¶月 18日（金）

19日（土）
28日（月）

31日（木）

前期試験開始（短期大学）〔至26日（土）〕
前期試験開始（大学）〔至30日（水）〕
夏期休暇開始（短期大学）〔至ª月30日（火）〕
(ただし、後期オリエンテーションが
ª月26日（金）から始まる予定です。）
夏期休暇開始（大学）〔至ª月30日（火）〕
(ただし、後期オリエンテーションが
ª月22日（月）から始まる予定です。）



平成15年¢月10日（木）、大阪学院大学と大阪府教育委員会は、大阪府の教育および本学の教育と研究の充実・
発展のため連携協力する協定書を交わしました。

連携協力の内容は、教育の情報化および人の交流の推進を図ると
ともに、教育上の諸課題に適切に対応することです。具体的には、
教育の情報化として、【教職員研修プログラム】において大阪府教
育センターと協力し、インターネットを活用した教員対象の遠隔研
修の推進を図ります。また、人の交流として、大学生と児童・生徒
の交流を図る【大学生参加プログラム】および高校生に学習機会を
提供する【高校生参加プログラム】を実施します。
このたびの大阪府教育委員会との協定締結は、平成13年度から吹
田市教育委員会と連携しスタートした地域連携事業を、大阪府内の
公立学校まで拡大したものです。
そこで、これまでの™年間における吹田市教育委員会、吹田市立

教育センターや箕面市教育センターとの連携について、その内容を紹介します。

１. 吹田市教育委員会との連携

平成13年度から本学は吹田市教育委員会と連携し、学生を吹田市内の
小・中学校に派遣する「スクールボランティア活動」を開始しました。こ
の活動を修了した学生は、［学外研修（ボランティア）］™単位を認定してい
ます。¢月には説明会を開催し、約200名の学生が参加しました (写真右)。

（¡）スクールボランティア活動の内容

初年度の平成13年度は、実に多様な要請がありました。
小学校では校外学習での安全確保を目的とした引率、プー
ル指導、クラブ指導、運動会支援、学習が遅れている生徒
の個別指導などです。また、宿泊を伴う臨海学習や校庭に
テントを張りキャンプをする「ミニキャンプ」にも積極的
に支援を行ってきました。さらに、吹田市内小学校§年生
で行う水上大会や陸上大会での模範演技、計時、誘導など
の大会運営の支援も行ってきました。中学校ではボランテ
ィア活動の多くがクラブ指導でした。

™年目となる平成14年度、11月末現在における支援内容
を右表に示しました。幼稚園における保育および吹田市立
教育センターの図書データのデータベース化支援が新たに
加わりました。
初年度に比べ、平成14年度は確実に活動の規模・地域も

拡大しています。この表から改めて、体育的な行事の支援
のニーズが多いことが分かります。また、昨年度は比較的
小規模校からの支援依頼が強く、本学のスクールボランテ
ィア活動に対するニーズが高くなっています。本学では、

主に£年次生および¢年次生の学生を派遣しており、学生時代に取り組んだ様々な経験を生かすことが、ボラン
ティア活動の特徴でもあります。
なお、初年度はスクールボランティア活動に参加した学生による座談会を開催し、平成15年™月には吹田市教

育委員会の事務局と吹田市内の小・中学校の校長先生による座談会（P.8～12）を行いました。

（™）吹田市立教育センターとの連携

吹田市立教育センターが実施している教職員対象の研修会の講師として、本学の教員を派遣しています。平成
13年度には、国際学部 松本剛 助教授による保健室の先生を対象にした「こころの病気、からだの病気」、法学
部 南川諦弘 教授による「学校における事故と責任」、情報学部 笠原正雄 教授による「これからの情報社会のセ
キュリティ」などの研修に協力しました。平成14年度は、「カウンセリング講座」、「学校事故と安全管理」、「英
会話」、「デジタルストーリーテリング」の研修に協力しました。また、情報教育の分野では、本学を会場として
教頭会を実施し、Eメールの使い方の実習を行っております。
本学の情報学部 香川修見 教授の講演は、日本情報学会で発表のあった小・中学校の事例紹介と現在の情報教
育の実態と今後の方向性というものでした。また、吹田市教育委員会で進められているプロジェクト「インター
ネット３」（次世代ネットワーク）の顧問である経済学部 白川雄三 教授の講演も行い、パソコン実習室でE-
mailの操作実習を実施しました。

平成14年度最後になる教員研修は£月下旬に実習を交えた「LAN構築の基礎」でした。

™. 箕面市教育センターとの連携

箕面市教育センターとの連携は平成14年度から始まり、連携の内容は情報教育の研修の講師の派遣です。夏期
研修では「Windowsの基礎」、「プレゼンテーション」の研修を引き受けています。今年度は「ネットワーク基
礎」、「デジタルストーリーテリング」の研修を追加します。また、「食教育部会」の栄養職員と食教育の指導を
テーマにしたCD-ROM教材の共同開発を行っています。このように、箕面市教育委員会とは、教育センターと
の連携が中心です。

協定書の調印式（大阪府教育委員会にて）

区　分 学 校 名 支　援　内　容 派遣人数
片　　山 保育補助 •

幼稚園 岸部第一 保育補助 ¡

南 山 田 保育補助 §

吹田第二 クラブ（バスケットボール） ¢

クラブ（バレーボール） ™

クラブ（サッカー） ¡

吹 田 東 プール指導補助 £

クラブ（サッカー） ™

千里第二 運動会 ¡

千里第三 ミニキャンプ 19

小学校
千里新田 夏祭り 13

岸部第二 プール ™

山田第三 授業補助 £

山田第五 プール §

クラブ（卓球） ¡

クラブ（探検） ¡

南 山 田 ミニキャンプ 13

古 江 台 プール £

青 山 台 プール §

片　　山 総合学習（ラクロス） 20
中学校

第　　五 選択音楽授業補助 ∞

吹田市教育委員会
水上大会 §

陸上大会 10

吹田市立教育センター 学校図書データベース化 約30

平成14年度のスクールボランティア活動の内容

注）平成14年11月末現在で合計163名（延べ）の学生を派遣しています。

大阪府教育委員会と連携協力の協定締結！
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スクールボランティア活動説明会



『工房の思想』

次回7月号のESSAYは、D.M. アラカキ　法学部 助教授にお願いします。お楽しみに！
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紙コップに差し出されたりんごジュースは、かつて味わったことのないお

いしいものだった。姫りんごよりも少し大きめのりんごを搾り器に入れ、少

女が懸命にハンドルを回す。搾り出されたジュースを紙コップで受け、道行

く人々に配る。大好評で黒山の人だかりである。これは高速道路の代わりに

りんご並木を造ろうと呼びかける団体の催しであり、ハンブルク市アルトナ地区の祭典「アルトナーレ」のひとこま

である。アルトナーレには実に様々な市民団体のテントが並んでいる。中にはタウシュリンク（地域通貨のこと）の

テントもある。祭典には市民団体のほかに行政機関もテントを出すし、市場で見かける屋台も出る。人出を目指して

大道芸人もやってくる。アルトナ駅前に続くメインストリートは、すれ違うのも困難になるほどのにぎわいである。

この祭典を支えている中心的な団体の一つが「モッテ(Motte)」というアルトナ地区オッテンゼンにある社会文化セ

ンターである。行政が試みて失敗したものを、センターに集う人々は市民の祭典として成功させたのだ。ドイツ社会

文化センターといっても、その存在は日本ではほとんど知られていない。逆に、最近の日本でよく使われるNPO

（民間非営利組織）という言葉は、ヨーロッパではほとんど通じない。NPOといわずとも、すでに別の用語と活動実

態があるからだ。社会文化という用語はその一つで、フランスから始まりドイツで定着した。過去に日本でその活動

が紹介されたときは、公民館類似施設や自助活動グループなどと呼ばれたが、その言葉だけでは表現しきれない豊か

な活動を展開している。そのセンターのありさまを実際に目の当たりにしたとき、日本の「カルチャーセンター」と

の違いに驚き、日本はまだまだ文化的に未成熟だという思いにとらわれた。文化に関して未成熟という言葉を使うと、

「日本にも立派な日本文化があるではないか、何が未成熟なものか」という反発が出てくるであろう。ここでいうの

は、「自力で社会における文化の問題を解決していく、あるいは自前の文化を創っていく」という意味である。この

点では、ドイツ社会文化センターを見学すると、日本は明らかに遅れを取っていると思われるのである。これについ

て「工房」という一例をもって見てみよう。

ドイツ社会文化センターの内部にある工房は大変重要な役割を担っている。私が訪れたケルン・ハンブルク・ライ

プチッヒなど行く先々の社会文化センターには工房が設けられてい

た。これは日本の公民館では見ることのできないものである。陶

芸・木工・機械製作・バイク・自転車・ガラス細工・服飾等々の多

様な工房がセンターの内部に存在する。これらの工房は本格的なも

ので、大きな旋盤を備えているところもある。陶器を焼く窯もある。

そこでは専門家（職人）が制作をすると同時に教室も開いている。

単一の工房ではなく、いくつもの工房があることによって、社会文

化センターは複合的な文化施設の内実を備えている。しかも、これ

らの工房はほかの文化団体、運動団体とセンター内部で有機的な関

係を持っている。日本でも職人や芸術家たちがコロニーを形成して

いるのを見ることはできるが、ドイツのように地域文化を形成する

明確な意志を持っているとは言い難い。

故 林達夫はかつて「工房の思想」について語ったことがある。林によると、工房はイタリア・ルネサンス時代の

特徴であって、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロをはじめとする天才たちの活動拠点であった。彼らの多

面的な活躍は、工房の中での実験とその精神から生まれたものである。ルネサンスの工房では職人の集団が様々な試

みをしたのであろうが、現代の社会文化センターでは、芸術家や職人だ

けではなく、市民たちが往来する場として工房が開かれているのである。

いわゆる生業としての工房だけでは、その地域の経済性にのみ、ある

いはその地域の固有性にのみ、とらわれてしまうことになってしまうの

ではないだろうか。ドイツでは社会文化センターに工房があることによ

って、工房で「藝（げい）」に遊びながら触れることもできる。そうした

接触から、子供たちは自分が持っている可能性を展開させる場合も生じ

てくるであろう。また、工房はある場合には職業訓練所のような役割を

も果たしている。社会文化センターの工房を見学したとき、多方面での

発展の潜勢力を強く感じさせられた。

残念ながら日本の文化施設にはこのような場所は極めて少ない。あっ

たとしても、例えば見学もできるガラス工場のようなもので「藝」を経済的効果と結びつけようとする意図が見えて

いるような所が多い。そのような限界を脱して、地域独自の文化が持てるかどうかを考えれば、ドイツの社会文化セ

ンターの方向に進んで行かざるをえないであろう。そして、このような「手」

の文化活動が、麻薬対策運動・反自動車公害運動・フェミニズム運動といっ

た市民の諸運動と、演劇・音楽などの文化活動と交流し合える場、表現しう

る場となっているのがドイツの社会文化センターなのである。行く先々のセ

ンターのほとんどが舞台設備を持っている。舞台を様々な要素が集まってで

きる表現の場と考えると、表現を実現させる装置・人的関係・空間をセンタ

ーは内部に抱えていることになる。日本の出版界を先駆けてきた編集者が

「この大都市東京には自由に使える空間が本当に少ない」と常々こぼしていた

のを思い出した。市民の自主管理による施設運営を目の当たりにすると、か

の編集者の嘆きも分かるような気がした。そして、施設自体も例えば「環境

問題」を意識して太陽光発電を取り入れるなどの工夫をし、後からも自らの

手でリフォームしていくのである。

このように市民のエコロジー運動と文化活動を結びつけていく、それが社会文化である。数年前に見学したハンブ

ルク市エルベ河畔の公園化計画（Park Fiction）は実現し、その過程は2002年に開かれたカッセルの「ドクメンタ11」

の作品となった。国際的なアート・シーンは、実は市民公園化活動の拠点であるコンテナ小屋の「ほうきとちり取り」

に結びついている。もちろん、「ほうきとちり取り」は公園化を目指す市民たちが自主的に掃除をするための道具で

ある。このような布置はたしかにJ.ボイスのいう社会芸術の道具立てにふさわしいのではないだろうか。

吉田　正岳 国際学部 助教授

主担当科目： 倫理学概論・倫理学特論、比較思想

趣味：ハイキング

著書：『美学理論の展望』（共著）
『IT社会の構造と論理』（共著）
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学生の食生活をバックアップする学
生食堂。大阪学院大学には四つの学生
食堂とカフェテリアがあります。
学生食堂は、食事をするだけではな
く、コミュニケーションの場としても
活用されています。安くておいしいだ
けでなく健康にいいメニューも魅力の
一つです。
各食堂が交代（一週間ごと）で 19：00

まで営業しています。

一般のかたも自由にご利用いただけます！お気軽にお越しください。

おしゃれでホットなカフェテリア　K.M.36BANCHI

より身近に、よりスピーディーに マクドナルド

本格派！ハヤシライスここにあり どみぐら亭

真心を込めて作っています　キャンパス・フード・サービス

太陽の光がさし込む大きな窓辺の席は学生に
人気の場所。コーヒーを片手に友達との会話も
弾みます。おいしいコーヒーが疲れた体と心を
リフレッシュさせてくれる素敵なスペースです。
自動販売機も設置しています。

和食が中心、ボリュームたっぷりのメニューがそろっています。
「うどんのダシはどこにも負けない」と職人気質の店長。そして、
もう一つの自慢は学生も一押しの「カツ丼」です。シドニーオリ
ンピック金メダリストの高橋尚子さんは、なんと一度に£杯も食
べたことがあるそうです。

学生に人気の辻店長

サンクンプラザ前に、2002年£月にオープンしたマクドナルド（大阪学院大学店）。
自分で自由に選んで取る「セルフピックアップ方式」は、北摂で初めての試みです。さ
らに「学生による自主営業」をコンセプトに学生が主体となって運営するのは、大学だ
からこそできるものです。この経験は社会に出たときに必ず役に立つことでしょう。

2002年£月にオープンしたどみぐら亭。関西ではあまりなじみが
ありませんが、関東ではだれもが知っている“本格ハヤシライス”
のお店です。ハヤシライス以外にも、カレーライス、ラーメン、ボ
リュームたっぷりのランチプレートなどがあります。また、唐揚げ
やコロッケ、味付け玉子がトッピングとして選べます。

「今日は何にしよう？」「大盛りにしてよ！」と元気のいい学生の声が聞こえてくる
のは洋食・中華が中心のキャンパス・フード・サービスです。こちらでは健康面で
も学生をサポートしようと、すべてのメニューにカロリー表示をしています。また、
モーニングセットやお弁当も充実しています。“大学で家庭の味”をモットーにし
ているので、一人暮らしの学生にとって強い味方です。

●マーボ丼￥350、オムソバ￥300、天津麺￥350

クリームコロッケ定食￥350、鉄火弁当￥350

照り焼き弁当￥350、三角サンド￥200

ソフトクリーム￥180

レポーター：人気のメニューは？
店長：昔から学生に人気のメニューは

プルプル半熟卵のカツ丼とダシ
が自慢のわかめうどんですね。

レポーター：ずばり、おいしさの秘訣は？
店長：“愛情”という調味料を使っている

からですよ！
照れながらも味に自信満々の辻店長でし
た。

学生の間で、「ミックス丼」というカツ
とエビフライを併せたボリュームたっ
ぷりの丼がある！？との噂が……。

左から、大西さん、酒本さん、浪井さん、
桑原さん（マネージャー）

おなかもお財布もいやします！いやし系食堂

カルチェ・ラタン

「開放感があって居心地がい

い！僕がいちばん好きな場

所です。」情報学部4年次生

安村智也

「ここのチャーハン
（￥250）が好きなん
です！」企業情報学部
™年次生　押部真樹

「大学内で授業の合間にアルバイトができる」という時
間的なメリットに引かれたことが、このアルバイトを始め
るきっかけでした。時間がたつにつれ責任感が芽生え、今
では経営的な問題まで考えるようになりました。ぜひこの
貴重な経験を後輩にも引き継ぎたいです。

企業情報学部¢年次生　大西　輝明
営業時間

月～金曜日　•：00～20：00
（カウンター販売は10：00～15：00）

土曜日　自動販売機での販売のみ

●コーヒー￥180

ホットドック￥150

オムライスセット￥450

ケーキセット￥350

大阪学院大学　大阪学院大学　 の台所の台所 

学  生  食  堂 
大阪学院大学　大阪学院大学　 の台所の台所 

学  生  食  堂 
大阪学院大学　 の台所 

学  生  食  堂 

GO!GO!
 Let's GO!
GO!GO!

 Let's GO!
GO!GO!

 Let's GO!

営業時間
月～水・金曜日　ª：30～16：30
木・土曜日　　　ª：30～15：00

●ハイカラうどん￥150

天ぷらうどん￥250、カツ丼￥400

小鉢おかず￥80、大皿おかず￥200

豚カツ定食￥450 営業時間
月～水・金曜日　ª：30～16：30
木・土曜日　　　ª：30～15：00

営業時間
月～水・金曜日　10：30～17：00
木・土曜日　　　10：30～15：00

●ハヤシライス￥300、コロッケハヤシ￥350

唐揚げカレー￥350、カツカレー￥400

しょうゆラーメン￥300、チャーシューメン￥400

味付け玉子￥30、サラダ￥100

営業時間
月～水・金曜日　10：30～17：00
木・土曜日　　　10：30～15：00

●ドリンクバー￥180

ハンバーガー￥59

マックチョイス￥369～
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［高橋］ 吹田市教育委員会と連携して
スタートしたスクールボランティア活
動は今年で２年になります。毎年４月
にガイダンスを開いていただいている
吹田市教育委員会の黒瀬課長から一言
お願いします。
［黒瀬］ 大阪学院大学のスクールボラ
ンティア活動はあしかけ２年になりま
して、吹田市内の小・中学校や幼稚園
で活躍いただいています。学校という
と勉強を子どもに教えるところという
イメージが強いと思いますが、決して
それだけではなく、遊びや特技を生か
したスポーツ活動など、幅広い活動が
あり、その中で多様なボランティア活
動ができることがこのスクールボラン
ティア制度のよい部分であるのではな
いかと思っています。

［高橋］ 黒瀬課長ありがとうございま
した。それでは初めに先生がたの学校
現場で本学の学生がどのような活動を
しているのか具体的にお聞かせくださ
い。
［京江］ 学校には直接きていただいて
いないのですが、吹田市の６年生が集
う体育大会と陸上大会で協力をお願い
しました。年齢的に指導が難しい先生
がたも多く、模範演技など目の前で本
物を見せることができ、感動も大きか
ったと思います。非常に感謝しており
ます。
［川原］山田第五小学校は小規模校で、
昨年度からスクールボランティアの学
生にきていただき、非常に助かってい
ます。特に今年度は、「山五のサポー
ター」といった感じで、水泳の時間な
ど全部手伝ってもらいました。
クラブで特技を持っている学生にき
ていただき、子どもたちは非常に感動

していました。「山五探検隊」という
取り組みにも参加いただき、子ども
たちが、「大学ってどんなところだろ
う。」と大阪学院大学を訪問探検した
りするなど身近に接していただいて
います。
［菅沼］ 本校は大規模校ということも
あり、学校の教育活動については校
内でできるのですが、20年続いてい
る「夏祭り」では教職員の男性がく
たくたになるほど大変なもので、今
回学生に手伝っていただいて、PTA
や地域のかたも非常に喜んでおられ
ました。
前任校の校庭でのミニキャンプにも
きていただき、学生とのコミュニケ
ーションが取れたことが非常によか
ったと子どもたちもいっています。
特に大阪学院大学の場合は、学校の
教育活動から少し外れた行事でも、
弾力的に協力いただけるというのが
いちばんありがたいと思っています。
［ 林 ］ 平成13年度にサッカーの指導
員が不足し、学生に援助いただけな
いかというのがきっかけでした。今
年は、サッカーの指導から選択音楽
の指導までしていただくということ
で、より距離が近くなってきている
と感じております。
一方、中学校の部活動は生活指導の
側面も強く、部活動を全面的に指導
することには課題もあるかと思いま
す。
今年度は音楽活動で協力いただいて
いるのですが、子どもの評判も非常
によく、担当教諭も助かっています。
第五中学校の文化は、「合唱」だと思
っていますので、この部分の支援を
していただければありがたいと思い
ます。
［曽我部］ 片山中学校では平成13年度
の発足当時からサッカー部、ニュー
メディアクラブ、テニス部の指導で
お世話になりました。

どの学生もまじめに一生懸命取り組
んでくれ、教職員の評判も非常にい
いです。中学校のクラブ活動は、教
職員すべてが専門的な技能を持って
いるわけではないので、基本的な技
能を指導していただけるという意味
では本当に助かりました。
本校の総合的な学習のテーマは「国
際社会に生きる一歩として」で、各
分野で学習していますが、世界のス
ポーツという分野でラクロスの指導
に35名近い学生に協力していただき、
教室でのオリエンテーションからグ
ランドでの基本練習、最後は中学生
との試合というところまでサポート
していただきました。
クラブ活動をしている学生は特に礼
儀正しいです。必ず私たちにもきち
んと挨拶をして、帰るときも使用し
た会議室をきれいに掃除してくださ
いました。
ラクロスの道具なども、ラクロス連
盟に声をかけていただき、中学生に
合った道具を用意して指導していた
だきました。３年生の選択科目の茶
道でも協力していただいています。
大阪学院大学では非常に組織的に活
動していただいているので、ありが
たいと感じております。
［高橋］ 今度は、大学や学生に「もう
少しこうしてほしい」という要望な
どありましたらお願いいたします。

［菅沼］ 前任校のミニキャンプでの話
ですが、学生が学校・地域側の指示
通りに動かなかった場面がありまし
た。
しかし、私は今どきの大学生の中

には、こういう学生もいるのだとい
うのを子どもたちに見てもらいたい

黒瀬　哲也 課長
吹田市教育委員会

司会
高橋　誠
事務局庶務課

─ 座談会出席者 ─（順不同）

吹田市教育委員会 黒　瀬　哲　也　課 長

（学校教育室 指導課） 冨　田　卓　己　指導主事

千 里 新 田 小 学 校 菅　沼　和　夫　校 長

岸 部 第 一 小 学 校 京　江　民　治　校 長

山 田 第 五 小 学 校 川　原　一　晃　校 長

第 五 中 学 校 林　　　義　人　校 長

片 山 中 学 校 曽我部　珠　男　校 長

事務局庶務課（司会） 高　橋　　　誠

スクールボランティア活動スクールボランティア活動
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か廃止かという話になります。名前
だけでも存続させようと指導者をつ
けることになって、この活動にお願
いしました。
そういう場合、担当クラブ以外に兼
任する顧問はボランティアの学生に
全面的にクラブ指導や運営までを期
待するようになります。学生なので
授業のこともあり、「明日きてくれる
のかな」ということもあります。兼
任する顧問としては、そういう調整
も窓口である大学でやってもらえな
いかという意識まであるんですね。
これは私たち中学側の課題でもある
と思いますが、クラブ活動で本当に
うまくいくためには、ある程度積極
的にクラブ運営に携わろうという教
諭がいて、それを補助する学生とが
よき“パートナー”にならなくては
続かないのでしょうね。
この前、吹田東小学校の校長先生と
話をしていたところ、「大阪学院大学
の学生はほかの大学の生徒よりも非
常に生徒との接し方がスムーズであ
る」ということに感心しておられま
した。そういう大阪学院大学の学生
のよさをもっと生かしていく。ほか
の大学にないよさを持っておられる
と思いますので、ボランティア先の
学校の評価といったものを収集して
いただければ、学生の励みにもなる
のではないかと思います。

［高橋］ 今日のお話の中で小学校と中
学校では学生の派遣についても使い
分けが必要であることを感じました。
この制度を充実させるためにはどう
するべきかといったことを担当者の
ほうでも考えていきたいと思います。
最後になりましたが、ボランティア

学生が参加するときの心構えと、先
生がたからのメッセージがあればお
願いいたします。
［菅沼］ こちら側の姿勢もあるのです
が、学生に協力いただいている本校
の行事には地域・ＰＴＡ・学校の３
者がかかわっていて、船頭が多くい
ることもあり、学生もどの人の言う
ことを聞いたらいいか分からないと
いう状況があると思います。
それから、常々“ボランティア活

動”という表現がちょっと引っかか
るのですが、これは“体験”ではな
いかなと。大阪学院の場合、単位・
時間的に余裕があり、ボランティア
の気持ちもある４回生を中心に活動
をするという方向性は正しいと思い
ます。
アメリカンスクールでは、学力優
秀・学習態度よしという二重丸の生
徒が称号としてボランティアをしま
す。ですからボランティアができる
ということをものすごく誇りに思っ
ていますし、「やってあげてる」という
意識は全くなく、「させてもらっている」
のだと。そこまでの意識があってボラ
ンティア活動といえるのだと思います。
ごみ拾いにしても、「拾ってあげて
いる」ではなく「拾わせてもらって
いる」といった感覚が、私はボラン
ティア活動だと思っていますので、
あくまで活動ではなく、そういう体
験を卒業するまでに学生にさせてお
く、これは大事なことだと思います。
何もせずに社会に出るのとではずい
ぶん違います。
そういう意味では仰々しくとらえ
ず、学生が社会体験をすればいいと
思います。

［京江］ 私はやはり、学生がもっと自
分の考えを出されたらいいと思いま
す。水泳・体育大会でしたら、演技
をすることだけが学生の仕事ではな
く、せっかく学校にきていただける
のですから、学校の教育活動の全体
を見て、もっと積極的にかかわって
いただけたら、よりよい関係になる
と思います。
［川原］ 手伝いに来る中で学校の実態
を見ていただき、「問題がある」と感
じた場合に「こうしたらどうでしょ
うか」といった姿勢になったら、学
生もボランティアをやってよかった
と感じると思います。
例えば２時間目と４時間目という授
業の受け持ちがあるとします。する
と３時間目が空いているのでその間
授業を聴いて手伝いをするとか、４
時間目だと給食を食べます。５時間
目だと総合学級の手伝いをします。
そういう活動を通して先生とのつな
がりができるし、子どもともつなが
りができます。学生がボランティア
をやっていてよかったと思える関係
を築くのがいちばんではないかと思
います。
学校に指示されたことだけをする

のではなく、学校の実態に合った活
動をできる範囲でする。そうすれば
非常によい関係ができると思います。
［曽我部］ 大阪学院大学がこういった
制度を運営されるのは、すごく大変
だったと思います。ほかの大学のよ
うに「こういう学生がいますよ」とい
う一覧表を小・中学校に配りまして
「学生に連絡してください」といった
やり方も立派ではあると思います。
ただ、そういうやり方の大学は、学
生の意識がそこまで高まっていない
と思います。
実際にこちらから連絡した場合、学
生のほうから「もうほかの学校で、
こういう内容でいくことに決まりま

と考えています。社会には、いろい
ろな人がいて、子どもたちがそれを
体験するのも社会勉強だと受け止め
ています。だから面接を厳しくして、
いい子ばかり派遣してもらうと、逆
に幅が狭くなるのではないかと懸念
します。
［高橋］ 本学のスクールボランティア
活動は、まずガイダンスから始まり
ます。その後、自分の特技や、どん
なクラブ活動等をしてきたのか、ス
クールボランティアで何がやりたい
のか、そういった参加する目的を提
出し、面接を行います。
小学校は校長先生がたも比較的オ

ープンなのですが、世代が近くなる
中学での活動になると、生徒に何か
しら影響を与えないかといったこと
も心配します。
［曽我部］ これまできていただいた学
生はずいぶんと人選をしていただいた
り、ご指導いただいているということ
で、おおむね教職員の評価もよかっ
たのですが、今言われたように、中
学校の教職員も受け入れる場合に
「周りの中学生に影響を与えないか」
といったことをいちばん心配してお
ります。
中学生の場合は、どうしても茶髪

やピアス、服装、化粧といったもの
にすごく興味・関心があって、そう
いう指導でずいぶん苦労している事
実はあります。教職員のほうの意識
として、学生を受け入れる以上は十
分面接したかたをお願いしたいと思
っています。
［川原］ 山田第五小学校は小規模なた
め、アットホームです。10時ごろか
ら活動されるとすると、その後「給
食を食べていってね」と声をかけた
りします。夕方にお茶を入れたりも
するのですが、そのアットホームな
雰囲気の中で子どもたちも「大学生
のお兄ちゃん」と言ってすごくなつ

いています。
しかし仲良くなることと同時に、

けじめをつけることも重要で、学生
たちの自覚が必要でしょうね。そう
いったことも学校側、大学側ともに
留意・指導する必要があると思いま
す。

［京江］ 子どもたちに学生がいろいろ
してくださいますよね。先生が持っ
ていないよい部分を学生が持ってい
ますので、その部分をもっと積極的
に出していただいたらいいと思いま
す。事前に担当者と打ち合わせをし
ますが、「こういうことをしたい」と
いう自分の意志をもっと出せればい
いと思います。こちら側のニーズを
合わせた形で子どもたちに指導をし
ていければ、もっと積極的にかかわ
ってもらえるのではないかと思いま
す。
また、学生の力を十分に引き出せて
いない部分というのは、こちらの責
任でもあると思います。もっと引き
出す場を作らなければならないと思
います。

［高橋］ 学生が直接学校に連絡して、
自分をアピールする方式であれば学
生の特技、個性というのはもっと出
しやすいと思います。あくまでも
“メインは指導の補助”と言い聞かせ
ていますので、その部分が学生の個
性を出にくくしているのかもしれま
せん。
しかし、学校のニーズに合わせて支

援するという意味では、学生と学校
の仲介をする今の方式でいこうと思
っています。
［京江］ あらかじめ慎重に学生と面談
をしていただくと、学校として子ど
もを預かっている立場上助かるので
すが、前段階に担当教師と十分な打
ち合わせをしますので、その中で本
当に学生の思いを大事にしてあげた
いと思います。
同じ１時間を子どもたちと過ごすの
であれば、両方にメリットがなけれ
ば続いていかないと思います。もち
ろんボランティア活動にきていただ
くことに対して教師も大変感謝して
います。学生も子どもと接するうえ
で目的を持っているでしょうし、そ
の中でこうしてみたいと考えている
と思います。それをどんどん学校に
ぶつけていただけたらいいと思いま
す。
やらされているのではなくて、“自
分も一緒にやっているんだ”という
意識を持っていただくことが、子ど
もと近くなるいちばんの道ではない
かと思います。
［高橋］ 先生に言われたことしかやら
ない、やれないというボランティア
ではなくて、自分を表現することを
含め、ボランティアを通じて学生が
“学ぶ”ことが大切なのでしょうね。
京江校長先生のおっしゃることは学
生に十分伝えたいと思います。
［川原］ 単位修得にかかわらず学生が
進んで協力してくださるんですね。
学校は非常に協力してもらっている
のですが、「そこまで頼んでもいいの
かな」と思うときもあります。「ボラ
ンティア冥利」というのが学生の中
に芽生えていったのでしょうし、全
部頼んでもいいのかなと思いながら
も一年間協力いただきました。
［林］ 中学校のクラブ指導者の場合、
専門的な顧問がいなくなると、存続

川原　一晃 校長
山田第五小学校

林　義人 校長
第五中学校

京江　民治 校長
岸部第一小学校

菅沼　和夫 校長
千里新田小学校
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した」と言われて、どちらかといえ
ば早く単位が取れる、楽なボランテ
ィア体験といった方向に行きがちな
傾向にあるようです。受け入れる側
としては、学生と学校の仲介をした、
組織的にきちんとやっていただいて
いるものはありがたいとは思ってい
ます。しかし、大学の指導の体制が
ずいぶん大変であると思いますので、
人選や面談はしっかりやっていただ
き、後は受け入れる学校で直接に学
生と「こういう形でかかわってくれ
ますか」と直に説明する、それでい
いのではないかと思います。
また、中学校のクラブ活動の場合、
専門の指導者がいないからといって、
指導全般も含めて大阪学院大学の学
生に求めてもよいのかなと思います。
学生は当然本業がありますし、そこ
まで時間を取ってもらうわけにはい
かないのではと私は思います。
専門的な技術を中学校は求めていま
すので、短時間でいいですから、い
ろいろな分野で構えずにきていただ
いて、受けるほうも柔軟に受け入れ
られる体制を構築できれば、活動の
幅も広がるのではないかと思います。

［林］ 本校は総合的な学習の時間を、
地域のかたがたと交流することを一
つの柱としております。こういった
総合的な学習の時間でも、この制度
を通じて連携していただければあり
がたいと思っております。
今後、地域にある小・中・大学と

いうことで、いろいろな勉強をして
いただいて、学生が地域で生き生き
と、大阪学院の学生のよさを引き出
すような取り組みを作り出していけ

ればと思っております。
［高橋］ 最後になりましたが、２年間
この活動にご協力いただきました吹
田市教育委員会の冨田指導主事に締
めくくりの言葉としてお願いいたし
ます。
［冨田］ちょうど２年前にスクールボ
ランティアのガイダンスに呼んでい
ただき、思った以上に学生が集まり
びっくりしたのをこの間のことのよ
うに思い出します。
その中で話をさせていただいたの
が、菅沼校長の話にもありましたよ
うに、学生に「ボランティアを体験
しませんか」といった呼びかけをさ
せていただきました。
全体的に押さえなくてはならないと
ころがあると思いますが、気楽な中
で学校に行けるのがいちばんだと思
います。
２年という短期間で大阪学院大学の
学生の参加数にかなりの増加が見ら
れました。大阪学院大学のいいとこ

ろは、ニーズに直結しているところ
です。複数人に手伝ってほしい学校
があった場合、相談する中で、希望
に合った形で学生を集めていただけ
たと思っています。今後もますます
発展していけるように吹田市教育委
員会といたしましてもバックアップ
していきたいと考えております。今
後ともよろしくお願いいたします。

［高橋］ これからもスクールボランテ
ィア「体験」を「活動」と呼べるよ
うに高めていきたいと思います。先
生がた、学生が行きましたときには
ご指導のほどよろしくお願いいたし
ます。
今日は貴重なお時間をいただき、あ
りがとうございました。

曽我部　珠男 校長
片山中学校

冨田　卓己 指導主事
吹田市教育委員会
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昨今の産業構造の急激な変化に伴う企業が求める人的資源のニーズが量から質へと大きく変化し、職域の専門性を有した人

材を即戦力で採用する能力主義人事システムへと向かっています。本学では、こうした状況に対応するため、実学教育を中心

とした「キャリアアッププログラム」を開設し、将来 就職を希望する業界の知識を在学中に教育し、就職活動をより有利に

行えるよう、また、企業の即戦力として社会で活躍できるよう教育します。平成15年度は、ホスピタリティ産業（ホテル・旅

行・航空・外食産業など）を対象とした、ホスピタリティコースを開設します。

【ホスピタリティコース概要】

ホスピタリティコースは、将来、ホテル・旅行・航空・外食産業などに就職を希望してい

る学生を受講の対象とし、大学･短期大学の¡年次生から受講が可能となっています。受講

方法は、「コースの受講」および「科目の聴講」を用意し、希望者は、自分の受講スタイル

に合った方法で受講することができます。

開講科目は、A群（大学、短期大学で開講のホスピタリティ関連科目§科目）、Ｂ群（コ

ースに開講のホスピタリティ関連科目14科目）に分け開講し、科目内容はホテル・航空・観

光に関する専門講義が10科目、ホスピタリティ産業に必要とされる基礎および応用知識に関

する講義が６科目、ホスピタリティ産業に適合する人材教育に関する講義が£科目となって

います。また、留学や海外インターンを希望する受講生には、語学運用能力を高めるため英

語表現法を内容とする科目を開講し、授業はハワイと本学を結ぶ遠隔講義を実施します。そ

のほか、夏期休暇中に集中講義も併せて実施します。

同コース担当者は、業界における実務経験豊富な講師で編成し、受講

生は体系的かつ実践的な講義を受講しながら理論を実務に生かす運用力

を身につけ、さらに社会人として強化すべき基礎的な人格教育を受講し

ます。同コースの一部科目には、産学連携の一環として日本航空と提携

し、JALツーリズムプログラムを取り入れています。

コース受講™年目には、グローバルに活躍できる人材養成のための実

務研修として、ホスピタリティ産業でのインターンシップを実施します。

インターンシップの受け入れ先

は、リーガロイヤルホテル、ハイ

アット・リージェンシー・オーサ

カ、箱根冨士屋ホテル、JTB、

JALなどとなっています。また、

国際センターと連携し、コースを

受講しながらハワイ大学カピオラ

ニコミュニティカレッジにおいて、ホスピタリティに関する知識をより

深く身につけることを目的とした留学を実施します。なお、留学先の現

地企業（ホスピタリティ産業）においてインターンシップに参加するこ

とができます。

このように、ホスピタリティコースでは、プロフェッショナルなスタ

ッフによる実学中心の講義を実施するとともに、国内・海外におけるホ

スピタリティ産業でのインターンシップによる実務研修を行い、受講生

がその業界における即戦力として活躍できるよう教育を行います。

【ホスピタリティコース開講科目一覧】

開講科目

旅行業務

ホテル業務

A群
航空業務

観光企業論

観光事業論

ホテル事業論

ホスピタリティマーケティングⅠ（ブライダル）

ホスピタリティマーケティングⅡ（ツーリズム）

ホスピタリティコミュニケーションⅠ（ヒューマンリレーション）

ホスピタリティコミュニケーションⅡ（ビジネスマナー）

ホスピタリティコミュニケーションⅢ（英語表現）

サービスマネジメント論Ⅰ（CS実践研究）

B群
サービスマネジメント論Ⅱ（概論）

ホスピタリティビジネス論Ⅰ（エアライン）

ホスピタリティビジネス論Ⅱ（レジャー）

ホスピタリティ情報システムⅠ

ホスピタリティ情報システムⅡ

ホスピタリティマネジメント論Ⅰ

ホスピタリティマネジメント論Ⅱ

インターンシップ（ホテル･航空･旅行）

はJALツーリズムプログラムの科目



私は幼いころから飛行機が好きで航空業界で働くことが夢でした。しかし、航空業界は競

争率が高い職種ということでいつの間にかあきらめ、夢を忘れていました。

大学¢回生の春を迎え、そろそろ自分も将来の進路を考えなければならない時期に入りました。私はまだ

自分の進むべき道が定まっておらず、将来への不安と闘っていました。そんなとき、日本航空の学生インタ

ーンシップの募集があることを知りました。私はいつしか忘れていた幼いころの夢を思い出し、一度きりの

人生だから、もう一度夢にチャレンジしてみようと思い、思い切って応募しました。結果は運良く合格！夢

のようでした。

こうして私の春休みはJALのグランドホステス（KD）として幕を開

けました。「あこがれのJALの制服をまとい、有名人とお近づきにな

れるかも……。」と不純な妄想を抱き、出勤初日を迎えました。なん

と朝の¢時に起床し、夜はª時まで勤務です。仕事内容もとてもハー

ドで、乗り遅れそうなお客様と機内まで走ったり、搭乗されていない

お客様を大声で探し回ったりと空港中走り回る、グランドホステスと

はまさに体力勝負です。せっかくの制服も台なしです。ましてや有名

人など、とてもお近づきにはなれません。そのうえ朝がとても早いの

で眠いです。思い描いていた華やかな世界とは全く違い、私は初日から目が回りそうでした。

二日目からは搭乗口での仕事を任されました。飛行機を迎え入れ、お客様の乗り降りのお手伝いをする仕事です。

今まで飛行機はパイロット一人の力で飛んでいると思っていましたが、ほかにフライトアテンダント、整備士、警備

士、グランドホステス、そしてお客様、みんなの力が一つになり、やっと飛ぶことができると知りました。飛行機を

送り出すときは、毎回感動の嵐です。搭乗されるかたがたに「いってらっしゃいませ」と声をかけ、フライトアテン

ダントとコンタクトを取り、整備士が飛行機と空港を切り離し、送

り出します。実際、飛行機が出発した際何ともいえない達成感で胸

がいっぱいになりました。そのとき私はインターンシップが終わっ

てもこの仕事をやりたい、一度はあきらめてしまった夢を、もう一

度頑張ってみようと思いました。

皆さんも忘れてしまった夢はありませんか？ これから進路を決め

るかた、今、迷っているかた、たくさんおられることでしょう。夢

はあきらめるとそこで終わってしまいます。夢は叶えるためにある

ものです。一緒にチャレンジしましょう！！

経済学部 4年次生
京谷　有記

「JALインターンシップを終えて」

春 期 海 外 研 修
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ハワイ大学春期研修は、語学研修

と実際の異文化体験を通し視野を広

めることを目指しています。今回は、

10名の学生が参加し、英語研修、現

地学生との交流、寮生活を通しての

キャンパスライフを体験しました。

ハミルトン市（ニュージーラン
ド）に位置し、豊かな自然に恵ま
れたワイカト大学でª名の学生が
英語研修を受けました。参加者は
Language Instituteでの授業、ア
クティビティ、ホームステイを通
じて異文化に触れ、相互理解につ
いて深く考え学びました。

バンクーバーの北、車で約™時
間の距離にあるリゾート地、ウィ
スラーでのスキー・スノーボード
研修です。今回は10名の学生が
CSBA（カナダスノーボードインスト
ラクター）によるレベルに応じたス
ノーボード研修を受けました。

ハワイに着いた当初、何をするにしても不安ばかりでしたが、この

研修を終えた今では自信に満ちあふれています。それは語学力だけで

なく、相手とのコミュニケーション、自分自身の積極性、そのほか

様々な面で自分に自信がついたと思います。

ハワイでの生活を振り返って思うことは、ゲーム感覚で進められる

授業がとても楽しかったということです。授業を担当してくれたジョ

ナサンは私たちが間違えた回答をすると、明るく“Don't worry”と励ましてくれる、そん

な先生でした。授業で∞回あったインターチェンジの時間は本当に楽しかったのですが、一

度だけ一人で授業を受けたことがあり、そのときのことをはっきりと覚えています。一人だ

と相談する相手もなく自分一人で聞き取らなければならなかったり、事前に考えておいた質

問を全部聞くと、次に何を聞いていいのか困りました。それでもインターチェンジでハワイ

大学の学生と英語で会話ができたのはとても貴重な体験です。

この研修で得たものは計り知れないくらいに多く、１日１日が発見の連続でした。素晴ら

しい体験ができたのも、多くの人々の支えがあればこそできたもので、本当に感謝していま

す。

今回のニュージーランドへの研修は、英語に興味があり大学生活

を充実させたいという動機からです。ニュージーランドについての

事前知識はほとんどなく、着いたときは自然の多さに驚きました。

特にハミルトンは美しい町でした。

ホストファミリーは気さくなかたたちで、不満どころか、こちら

からもっと積極的に話しかけていくべきだったと少し後悔していま

す。ホストファミリーとのコミュニケーションが楽しく、もっと自分を知ってもらおうと

思いました。

大学ではウェンディという名前の先生に教わりました。彼女は私たちが疲れから授業中

だらけているのを見ると、おもしろいことをして和ませてくれました。£週間授業を受け

ましたが、常に笑顔の絶えない温かい人でした。

今回の研修でいちばん強く感じたことは愛情です。お世話になったホストファミリーは

家族が仲良く、本当の意味で支え合っていました。この経験を基にさらに勉強に励み、こ

れからもホストファミリーとのつながりを大切にしたいと思います。

以前からずっと行きたいと思っていたこの研修に、ついに参加し

ました。¡回生のときに初めてスノーボードに行き、その魅力に取

りつかれた私は、今ではスノーボードが趣味となり毎年国内で北海

道や長野へ行ったりしています。

出発の当日、羽田でトラブルがあり飛行機が飛んでないというこ

とで不安になりましたが、関西国際空港からロサンゼルス経由で行

けることになりました。長旅の末、カナダのホテルに着いたのは夜の12時を過ぎていまし

た。翌日からインストラクターの先生に滑りを見てもらい、™つのグループに分かれ、上

手くなるために先生に言われたことを忘れないように滑りました。順調に上達し、テスト

のときは転びながらも最高の滑りができたと思います。

このレッスンの成果を生かして将来インストラクターになりたいと考えています。 レベ

ルアップして次回もこの研修に参加したいと思います。

情報学部 ¢年次生
西山　満夫

企業情報学部 £年次生
y川　隆文

経営科学部 ¢年次生
大道　真由美

ハワイ大学春期研修

ワイカト大学春期研修

カナダ スキー・スノーボード研修
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放　　送　　局

私たちは放送部ではなく放送局という名前で活動しています。日本には多くの放送局があり、各々がその土地の
人々に大切な情報を伝え、なくてはならない存在となっています。私たちも大阪学院大学にとって、なくてはなら
ない存在となれるように日々努力しています。
現在放送局は男子８名・女子３名の11名で活動しています。主な活動は毎日行う校内放送のほか、DJ・音楽番

組作りを行い週３回昼休みに放送をしています。大きな活動としては新入生歓迎会や岸辺祭の司会・進行・音響を
行い、ほかのクラブからの依頼もあります。また、自分たちの作品を発表できる機会として一年に一回開催される
放送祭があります。学外での活動としては、NHK大学放送コンテストへの出展があります。活動のないときは自
由に部室に集まり楽しく過ごしています。

〔局長・次長対談〕

（局長）こんにちは。局長の木村です。
（次長）次長の岸本です。
（局長）私たち放送局はごらんのとおり局長・次長のトッ

プが女子です。
（次長）ですから、女子がとても入りやすい環境だと思う

のです。
（局長）現在は男子のほうが多いですが、１年次生から４

年次生まで男子も女子も全員仲がいいのが特徴で
す。

（次長）あと、私たち放送局ではプロを目指している人も
何人かいます。

（局長）実際OBのかたでプロのDJとして活躍しているか
たもいるのですよ。

（次長）もちろん「まだそこまで考えないんですけど……」
という人でも大歓迎です。

（局長）こんな放送局に興味がありましたら、ぜひ部室に
見学にいらしてください。
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左：局長　外国語学部 英語学科 ４年次生　木村　佳奈子
右：次長　経 済 学 部 ４年次生　岸本　ゆかり

インターンプログラム

ハワイ州の小学校・中学校・高校
を訪問し、実際に日本語を教えます。
また、ハワイ州教育局が主催する教
育系の国際会議においてプレゼンテ
ーションを行い、本学の授業へのテ
クノロジーの導入例などを紹介しま
す。

成長著しいアジア経済において
「生きたビジネス英語」を実感しな
がら現地日本企業で職務を体験し
ます。また、現地のかたとの触れ
合いを通して、日本に求められて
いるものを学びます。アジア社会
を視野に入れて将来を見据える精
神を養うことを狙いとします。

イギリスやアメリカなどと同じ

英語圏でありながら、独自の文化

を有するオーストラリアのビジネ

ス現場において、新聞社、旅行会

社、貿易会社など、将来就職を希

望する業界での実務体験を行いま

す。

私は今回、ハワイ・インターンプログラムに参加しました。海外
へ行くことが初めてで、英語にも自信がなかった私は、I-Chat
Loungeの友達や大学の先生、国際センターのかたがたに手伝って
いただきながら、ハワイへの準備に没頭する毎日でした。
今回、日本語教員としてオアフ島にあるジェームスキャンプベル

高校とイリマ中学校に行き、実際に日本語の授業を行いました。生
徒たちの日本語能力にばらつきがあり、ほとんどの時間は英語での
コミュニケーションとなりましたが、ある意味、自分自身を試す機会にもなり、事前準備
が本当に役立ちました。授業では自分のことや日本の文化、経済について写真やビデオを
用いて説明し、イラク戦争についても討論するなど世界的な視野で物事を考える一歩にも
なりました。
ハワイ州教育局が主催する国際会議E-schoolカンファレンスでは、インターンシップの

総まとめとなる英語でのプレゼンテーションに参加しました。
このプログラムに参加して、ハワイの文化を学び、私にとって貴重な経験を多く得るこ

とができました。一人という不安はあったものの、現地では多くのかたがたにお世話にな
り、深く感謝しています。このプログラムで得た経験を生かし、今後のさらなる語学力向
上を目指し、努力していきたいと考えています。

私は今回シンガポール紀伊國屋書店でのインターンシップに参加し
ました。シンガポールは多民族国家で、東西文明の十字路といわれる
国です。多民族、多文化、多習慣が混在しており、顧客が何を欲して
いるのかつかむ必要があります。ここにシンガポール独特のおもしろ
さがあるのです。シンガポールは小さい国ですが、四つの大書店があ
ります。各書店が顧客の心をつかむためにどのような工夫をしている
か実際に見学し、自分が顧客の視点になって調査しました。その結果、
あらゆる客層をターゲットにし、いちばん顧客のニーズをとらえたのは紀伊國屋書店でした。
どこの書店よりも豊富に本を取りそろえ、一冊でも多くの本に目を向けさせようと棚の配置
に工夫をこらしていました。こうした営業戦略が紀伊國屋書店の特徴でした。
研修を終え、ある日私はコンビニエンスストアに行きました。そして自分では無意識のう
ちに他店と比較をしているのに気づきました。私は将来コンビニエンスストアのOFC（店
舗経営指導員）や顧客に密着したコンサルティングをしたいと考えています。今回の研修と
は違ったものですが、マーケティングという観点では共通する部分があると思います。研修
で学んだことを今後十分に生かして頑張ります。

私がこの研修に参加したきっかけは、将来旅行関係の仕事に就き
たいと考えていたからです。正直なところ、就職活動まっただ中の
この春休みに、３週間日本を離れることには抵抗がありました。し
かし、今しかできない、今行かなければ後悔すると思い参加を決め
ました。
現地で苦労したのはホストファミリーとのコミュニケーションで

す。それは私が今回この研修に抱いていたいちばんの不安でした。
言いたいことがうまく伝えられず戸惑うこともありましたが、ホストファミリーは以前に
も何人か留学生を受け入れており、とても親切に接してくれたので私も徐々に打ち解ける
ことができました。
仕事は三つの旅行会社を１週間交代で回り、オフィス業務やガイドの仕事を経験させて

もらいました。３社で実務経験することで職場の雰囲気、仕事内容をより広い視野でとら
えることができたと思います。
インターンシップのメリットは就職する前に実際の業務に携わることができ、そこで自

分の適性を見極められることです。私はインターンを通して、アルバイトとは違う責任感
や社会への貢献を学びました。このインターンでの貴重な経験を生かし、これからも頑張
っていきたいと思います。

国際学部 £年次生
辻　景子

外国語学部 ¢年次生
萱野　陽介

外国語学部 ¢年次生
加藤　智絵

ハワイ・インターンプログラム

シンガポール・インターンプログラム

オーストラリア・インターンプログラム



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17日（土）～§月15日（日） 関西アメリカンフットボール連盟西日本大会 長居球技場ほか

弓道部 ∞月24日（土）・25日（日） 関西学生弓道選手権大会 グリーンアリーナ神戸

硬式庭球部
§月28日（土）～¶月¶日（月） 関西学生夏季テニストーナメント予選 各大学テニスコート

•月14日（木）～27日（水） 関西大学対抗テニスリーグ戦（™部） 各大学テニスコート

硬式野球部 £月29日（土）～∞月26日（月） 関西六大学野球連盟春季リーグ戦 西京極球場・南港球場・舞洲球場ほか

∞月12日（月）・13日（火） 関西学生女子春季¡部校学校対抗戦 奈良万葉カンツリー倶楽部

ゴルフ部
∞月26日（月）・27日（火） 関西学生男子春季¡部校学校対抗戦 宝塚ゴルフ倶楽部

§月™日（月） 関西学生女子選手権予選 フォレスト市川ゴルフ倶楽部

§月23日（月） 関西学生選手権予選 滝野カントリー倶楽部（八千代コース）

サッカー部 ¢月§日（日）～∞月11日（日） 関西学生サッカー春季リーグ（™部） 各大学グラウンド

女子バレーボール部 ¢月20日（日）～∞月25日（日） 関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦（¢部） 各大学体育館

卓球部 ∞月£日（土）～11日（日） 春季関西学生卓球リーグ戦 松下電器体育館ほか

∞月25日（日） 高槻市連盟会長杯大会 高槻市立総合体育館

日本拳法部
§月¡日（日） 全国学生学生選抜選手権大会 早稲田大学体育館

§月22日（日） 西日本学生拳法個人選手権大会 洗心館

¶月13日（日） 全日本総合個人選手権予選 洗心館

¢月19日（土）～∞月∞日（月） 関西学生バスケットボール選手権大会 東淀川体育館、各大学体育館ほか

バスケットボール部 ∞月24日（土）～§月¡日（日） 西日本学生バスケットボール選手権大会 大阪府立体育館ほか

§月28日（土）～¶月13日（日） 大阪学生バスケットボール選手権大会 各大学体育館

バドミントン部
∞月¢日（日）～∞月30日（金） 関西学生バドミントン春季リーグ戦（¡部） 東淀川体育館ほか

§月£日（火）～19日（木） 関西学生バドミントン選手権大会 大阪市立中央体育館ほか

ハンドボール部 ¢月13日（日）～∞月24日（土） 関西学生ハンドボール春季リーグ戦（¢部） 東淀川体育館 ほか

バレーボール部 ¢月12日（土）～∞月25日（日） 関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦（™部） 各大学体育館

洋弓部 ¢月§日（日）～∞月17日（土） 関西学生アーチェリーリーグ戦（¡部） 各大学洋弓場

陸上競技部
∞月13日（火）～16日（金） 関西学生陸上競技対校選手権大会 長居陸上第™競技場

¶月¢日（金）～§日（日） 全日本学生陸上競技対校選手権大会 横浜国際総合競技場

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

ク ラ ブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

文化会本部 §月ª日（月）～14日（土） 文化・学術祭 本学学内

アメリカ民謡研究部 §月20日（金） 春季定期演奏会 光明アムホール

茶道部 未定（§月上旬） 春季茶会 ¡号館01-01教室（和室）

写真部 ∞月29日（木）～§月¢日（水） 学外展 心斎橋ピルゼンギャラリー

書道部 §月20日（金）～22日（日） 学外展 岸部市民センター

心理学研究会 §月¢日（水）～§日（金） 学外展示 岸部市民センター

クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

吹奏楽部 §月¡日（日） 全日本学生吹奏楽連盟 第39回大学バンドフェア 尼崎市総合文化センター アルカイックホール

独立系クラブ

文化会系クラブ
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カウンセラー　山本　三郎

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

あなたは鏡をよく見るほうですか？それともあまり見ないほうですか？

片時も鏡を離せない人、講義中も鏡に見とれている女子学生、電車の中で念入りに化粧をする女性に至っては、

周りがまったく見えないどころか、変身していく自らの姿を鏡という別世界の中に見ているかのようにさえ思われ

ます。

これとは逆に、ここ数日あるいは数か月、鏡を見たこともない青年もいるようです。このような人は、もしかする

と自分を見るのに耐えがたい何かがあるのかもしれません。実際自分をじっと見つめることは苦しいときもありま

すから……。

鏡には不思議な力があるように思ったことはありませんか。鏡に映る自分が毎日のように変わって見えたりしま

せんか。きっと鏡は自分が気づいていない自分の心を映し出しているのかもしれません。神社仏閣には鏡が祭壇の

中央に飾られていたり、鏡をテーマとしたホラー映画や話がよくあるのは、鏡に不思議な力が宿っていると昔から

考えられているからでしょう。

ところが、鏡は必ずしも真実のあなたを映しているわけではありません。右手に持ったペンは鏡の中では左手に

持っています。右目でウインクすると鏡の中のあなたは左目でウインクしています。鏡に映し出されるあなたの姿

は左右逆であり、ひょっとすれば真実のあなたはまったく別人かもしれません。一度自分を見つめ直してみてはい

かがでしょうか。鏡に映し出されない自分、その向こうに潜んでいるかもしれない自分、自分にも分からない自分

に出会ってみませんか。学生相談センターにそのお手伝いができるかもしれません。その方法は様々です。子ども

のころに傷ついた自分と語り合うのもいい、「夢」を味わうのもいい、「箱庭」もいい、「性格診断テスト」も面白

い結果が出るかもしれません。自分にも分からない自分に気づくことは何か怖い気がしますし、少し勇気がいるか

もしれません。でも、怖さを乗り切ることは実は快感につながるということを、あなたは今まで何回も体験してい

るに違いありません。学生相談センターはそんな体験のできるところです。もし迷っているならば、一度思い切っ

てお越しください。
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新入生歓迎会

〔¢月ª日（水）17号館噴水前特設ステージ〕
新入生たちが一日も早くキャンパスになじみ、多くの友

達ができるように、新入生歓迎実行委員会主催による「新
入生歓迎会」を開催しました。クラブ紹介やタレントライ
ブ（シャンプーハット、チュートリアル出演）などの多彩
な企画が繰り広げられ、新入生たちはこれから始まる大学
生活に夢と希望を膨らませ、春の日ざしの中、楽しいひと
ときを過ごしました。

学内会社説明会・学内公務員説明会

〔™月19日（水）～£月¢日（火）〕
™月19日から£週にわたり、「学内会社説明会」「学内公務

員説明会」を開催しました。毎年、学内で行う説明会をき
っかけに内定をいただく学生も少なくありません。就職活
動が本格的に始まり、企業訪問や業界研究で忙しい中、少
しでもチャンスをつかもうと多数の学生が各ブースで熱心
に耳を傾ける姿が見られました。「本学の学生を採用した
い！」と意欲みなぎる企業約200社・公務員関係ª団体の人
事採用担当者と学生の積極的な参加により、「貴重な出会い
の場」「業界・企業研究の場」となりました。
次回は∞月・§月に就職活動中の大学¢年次生・短期大

学™年次生を対象に開催する予定です。

プレオリエンテーション

〔™月16日（日）･22日（土）･£月™日（日）･15日（土）〕
入学前に大学生活への不安を解消してもらいたいという

目的で、入学生を対象にプレオリエンテーションを実施し
ました。20人前後のクラスに分かれ、在学生の話を聞いた
り自己紹介を交えたゲームを行うなど、新しい仲間との交
流を図りました。そのほか、授業の取り方についても説明
を行いました。初めは緊張した面持ちだった学生たちも、
少し不安がぬぐえたようでした。

I-Chat Lounge Workshop

〔¢月19日（土）Ben Franklin Crafts（六甲アイランド）〕
語学力向上を目的とする I-Chat Loungeでは、様々な異
文化体験を提供しようと今回初めてのフィールドトリップ
を行いました。アメリカ工芸品店を訪ね、日本ではほとん
どなじみのないイースターというカトリック教徒のお祭り
の由来や祝い方などを英語で学びました。
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人　事

法学部
中山　　勲　教授
担当科目
法学特別講義Ⅱ・Ⅲ、
ゼミナールⅠ・Ⅱ

国 際 学 部 中 井 稔 教　授

退職
〔平成15年£月16日付〕

流通科学部 北 本 駒 治 教　授
経 済 学 部 本 村 輝 夫 助教授
外国語学部 小 林 察 教　授
国 際 学 部 工 藤 一 郎 教　授

※平成15年¢月¡日付 教育嘱託職員

和 田 雅 夫 教　授
渡 辺 悦 男 教　授
L.A.トンプソン 助教授
森 慎一郎 講　師

経営実務科 足 立 典 照 助教授
国際文化学科 有 賀 照 房 教　授

牧 田 貢 教　授
国際センター L. H. ヒガシ 客員助教授

L. レヴィ 客員講師
久 志 助 良 教育嘱託職員

〔平成15年£月31日付〕

新任
〔平成15年¢月¡日付〕

国際学部
中田　辰也　講師
担当科目
英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

国際センター
N.ポルキャール 客員講師
担当科目
フランス語基礎会話Ⅰ・Ⅱ

国際センター
R.グッドマン 客員助教授
担当科目
英語基礎会話Ⅰ、
英会話Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅵ

国際センター
K.A.マウ 客員助教授
担当科目
英語基礎会話Ⅰ、
英会話Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

ゴルフワークショップ

〔第¡日目：£月29日（土）ゴルフ練習場、
第™日目：¢月™日（水）能勢カントリー倶楽部〕
ゴルフを通しての人間形成を目的とするゴルフワークシ

ョップを開催しました。平野勝之プロ（ミズノ所属・本学
ゴルフ部監督）を講師として以下の内容で実施しました。

第１日目 LESSONⅠ ①グリップ・アドレス
②マット上からの打球練習

LESSONⅡ ①打球練習
②アプローチ
③パター練習

第２日目 ROUND LESSON（９ホール）

参加したジュニアゴルファーたちはエチケット・マナー
の大切さ・基本の大切さなど、ゴルフを通してたくさんの
ことを学びました。

入学式

〔¢月¢日（金）体育館〕

平成15年度 入学式が執り行われ、大学2,128名、大学院54

名、短期大学117名、計2,299名の新入生が希望に胸を膨らま

せ入学しました。

白井総長が冒頭で新入生に励ましの言葉をかけられ、ま

た、本学の建学の精神と教育理念が語られました。学生の

皆さんにとって新しい学生生活がスタートしました。



May ～ 

夏期海外研修、夏期海外インターンプログラム実施について

研　修　名（内　容） 期　　　　間

オーストラリア・インターンプログラム（スクールインターン） ¶月31日（木）～•月22日（金）＜23日間＞

シンガポール・インターンプログラム（旅行業務インターン） ¶月31日（木）～•月22日（金）＜23日間＞

ニュージーランド・インターンプログラム（介護ボランティア） •月™日（土）～ª月§日（土）＜36日間＞

セント・トーマス大学夏期研修（TOEIC対策プログラム） •月£日（日）～•月31日（日）＜29日間＞

トリア大学夏期研修（ドイツ語研修） •月¢日（月）～•月28日（木）＜25日間＞

カナダアウトドア研修（スポーツ研修） •月20日（水）～•月30日（土）＜11日間＞

ケンブリッジ大学夏期研修（英語研修） •月23日（土）～ª月14日（日）＜23日間＞

オルレアン大学夏期研修（フランス語研修） ª月¡日（月）～ª月21日（日）＜21日間＞

国際センター

保護者就職説明会
¶月§日（日）10：00～
対　象：保護者（在学生 大学 3・4年次生、短期大学 1・2年次生）

2003 フェニックスフェスティバル ～Hawaiian Night～
§月28日（土）18：30開場/ 19：00開演
場　所：∞号館地下™階アトリウム
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：在学生・保護者・一般

庶　務　課

エクステンションセンター
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IP（TOEIC学内受験）およびITP（TOEFL模擬試験）実施について

IP（TOEIC学内受験） ITP（TOEFL模擬試験）
TOEICとは、英語によるコミュニケーション能力を 国際標準の英語能力試験。特に英語圏の大学・大学
評価する世界基準のテストです。IP（TOEIC学内受験）院への留学を目指す人には英語力の証明として必須の

試験の種類 は、一般公開テスト（現在6,615円）に比べ低料金で受 試験です。正規のTOEFL受験料（＄110）に比べ、低料
験できスコア通知も早く、就職活動の際に履歴書にも 金で受験できます。本番までのスコアアップのための
記載できます。 練習としてご利用ください。

試　験　日
§月22日（日）（∞月12日～§月11日） ¶月∞日（土）（∞月12日～§月11日）

（申込期間）
10月19日（日）（§月23日～10月•日） 10月18日（土）（§月12日～ª月24日）
12月21日（日）（11月10日～12月10日） ¡月24日（土）（11月¢日～12月18日）

時　　　間 13：00～15：30 16：10～18：40
受　験　料 4,300円 2,960円

注）申込受付は、エクステンションセンターで行います。

※詳細につきましては、エクステンションセンター

までお問い合わせください。

エクステンションセンター（™号館™階）

〔ª～17時受付（日曜日・祝日等を除く）〕

TEL：０６-６３８１-８４３４（代表）

多様な興味・関心にお応えすべく次のとおり多彩な講座を開講します。

¶月30日（水）・31日（木） 場所：™・£号館

メディアセンター・国際センター

PHOENIX CONFERENCE 2003 － Teaching Strategies to Motivate Student Learning －

■ 第7回ELLCプログラム英語教育ワークショップ

中学、高校、塾、予備校など英語教育に携わるかたがたを対象に、生徒の学習意欲をより一層高める方法を紹介するワー
クショップを開催します。教育現場におけるIT技術の効果的な活用方法や、英語を活用して意思疎通が図れる人材を育成す
るために必要な教育方法など、より魅力的な授業作りに役立つ情報を満載し、皆様のご参加をお待ちしています。
〔お問い合わせ〕国際センター　ellc@uta.osaka-gu.ac.jp

■ 第5回MELOPワークショップ

小・中・高校教員を対象に、教育の情報化を推進する情報コーディネーターを養成するLAN構築（基礎）のワークショッ
プを２日にわたって実施します。目覚ましい速度で進むIT化に対応することは、学校教育においても、未来の社会を支える
子供たちを育てるという意味で、特に重要な要素となっています。そのような教育現場で、教育の情報化の核となる教員と
して必要な技術や知識を学んでいただくワークショップです。
〔お問い合わせ〕メディアセンター　media@uta.osaka-gu.ac.jp

英語学習としてのストーリーテリングを小・中・高校の教員に分かりやすく紹介し、英語運用能力になぜ
効果的なのかを考察していきます。また、パソコンで創作物語を制作するなど、教材作成の実習も交え、語
学教育の情報も目指します。さらに、この教員研修は大阪府教育センターとの連携で、インターネットでも
配信する予定です。
〔お問い合わせ〕メディアセンター　eits@uta.osaka-gu.ac.jp

メディアセンター・DEC

第１回ストーリーテリング・センター

•月¢日（月）・∞日（火） 場所：™・£号館

•月§日（水）・¶日（木） 場所：™号館

資格取得コース

社会保険労務士平成15年受験速修講座

宅地建物取引主任者受験講座

行政書士受験講座

国内旅行業務取扱主任者受験講座

一般旅行業務取扱主任者受験講座

ビジネス実務法務検定™級受験講座

ビジネス実務法務検定£級受験講座

販売士検定™級受験講座

販売士検定£級受験講座

簿記検定™級受験講座

簿記検定£級受験講座

色彩検定™級受験講座

色彩検定£級受験講座

通関士受験講座

ファイナンシャルプランナー（FP技能士™、£級・AFP）
受験講座

インテリアコーディネーター受験講座（¡次試験対策）

語学コース

TOEIC 500点突破講座

TOEFL 500（CBT173）点突破講座

中国語会話入門

外国語としての日本語入門

健康・スポーツコース

初級テニス（小学校４・５・６年生対象）

美しいボディーづくりと元気な体づくり

就職対策コース

エアライン試験対策講座

就職筆記試験対策講座

就職面接対策講座

公務員　国Ⅱ・地方上級試験対策講座

大学¡・™年生のための就職対策入門講座

生活・教養コース

クリティカル・シンキング（論理的思考）入門

年令ごとに考える将来設計とマネープラン

カウンセリング入門

エレガントマナー講座（女性対象）

電話応対

星座を学ぼう（小学生対象）

紅茶を楽しむ

気象予報士入門

ウクレレ入門

マルチメディアコース

Word入門

Excel入門

初級システムアドミニストレータ受験講座

MOUS受験講座（Word2000一般）

デジタルカメラ体験


