
７月に入ると、やがて授業は終わり、前期試験が始まります。学生の皆さんには、試
験で大いに頑張ってほしいと願います。試験答案も一種のプレゼンテーション（発表）
です。正しい答えを書くという姿勢は当然ですが、採点者に自分の勉強ぶり見せるとい
う気迫も示してほしいと思います。というのは、最近、社会的にプレゼンテーション能
力が重視されているからです。決められた時間内に、相手・聞き手に情報を要領よく伝
え、説得するということが求められています。口頭での発表にも、パソコンなどの情報
機器を巧みに利用されるかたも少なくありません。
試験が終われば夏休みです。海に山に、旅行にスポーツに、あるいは読書に、素晴ら
しい休暇を過ごしてください。
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ESSAY

D.M. アラカキ
FOCUS

図書館
特 集

白井総長「藍綬褒章」受章
VOICE

夢に向かって
CAMPUS LIFE

CAMPUS NEWS DIGEST

INFORMATION

新刊紹介
この広報は、古紙配合率70％

再生紙を使用しています。

『経済変動理論』

野村　紘彦
経済学部 教授 著

中央経済社

『日常ドイツ語基本単語３０００』

神谷　善弘
外国語学部 講師 共著

芸林書房

『日本語を磨こう
─名詞・動詞から学ぶ連語練習帳─』

神田　靖子
国際学部 助教授 共著

古今書院

『新・スタンダード憲法』

有澤　知子
法学部 助教授 共著

尚学社

『競争政策と経済政策』

小西　唯雄 経済学部 教授
和田　聡子 経済学部 助教授 共著

晃洋書房

『Excelによる産業連関分析入門
─VBAのプログラミング手法を

モデル構築で解説』

井出　眞弘
経済学部 教授 著

産能大学出版部



『目標と夢』

次回11月号のESSAYは、吉村 秀幸 外国語学部 助教授にお願いします。お楽しみに！

私は学生によくこんな質問をする。「あなたの夢は何ですか」「卒業してか

ら、何をやりたいですか」「一生の間に、何を達成したいですか」と。

日本にきてから６年間、私は色々な若い人たちと出会った。若い人たちの

姿を見た。大学の授業で、街で、テレビで、雑誌で、新聞で……。しっかり勉強している若い人たちにも出会ったが、

かなり心配になる若い人たちにも出会った。例えば授業に出席するのに、教科書、ノート、筆記用具など、何も持っ

ていない学生とか。試験所に行くのに遅刻してしまって、答えを書けずに白紙状態の解答用紙を提出する学生とか。

何か挑戦をするときに簡単にあきらめてしまう若い人たちとか。キャリア目標がなく、ずっとフリーターとして働き

続けるつもりの若い人たちとか。こんな若い人たちに目標と夢について考えてもらいたいと思う。

「目標があれば、人は自然に努力することができる。努力すれば、夢を実現することは可能だ」。これは、自分の

経験から学んだことだ。私の故郷ハワイの「Wahiawa」では、三つの小学校が合同陸上チームを毎年組んで、ホノ

ルル市の大会に参加していた。小学校２年のとき、金メダ

ルを獲得した先輩の姿を見て、うらやましくなり自分もメ

ダルを手に入れたくなった。その夢を実現するため、まず

陸上チームに入団する事を目標にした。しかし、同級生に

このことを話したら、彼らは笑いながら「おまえなんか無

理だ！」と言いました。確かに、同級生たちと比較すれば、

私の足はかなり遅かった。翌年の陸上チームのセレクショ

ンでは、同級生の言葉どおり選ばれなかった。その後の２

年も、同じ結果だった。しかし、金メダルが欲しいという

私の夢は簡単にあきらめられなかった。

ある日、偶然変わったトレーニング方法を思いついた。母に言われて裏庭の草抜きをするため、父の長いゴムブー

ツを履いた。その長いゴムブーツはかなり重かったので、普通に歩くにも苦労だった。そのとき私はこう思った。

「このブーツを履いて走ったら、足の筋肉を鍛えることができるかもしれない」と。それから、ブーツを履いての50

ヤードダッシュのトレーニングが始まった。そして、次の陸上チームセレクションのとき、私は学校でいちばん早い

タイムを記録したのだった。

結果が信じられなかった同級生たちは、審判のストップウオッチを疑った。ストップウォッチに表示された結果を

確認するため、タイムのいちばん早い同級生２人と続けて競走した。結果は、２回再競走しても、同じだった。夢を

持ち始めてから３年後、私は学校の代表として陸上チームに入った。

残念ながら、足をけがして大会に出られなかったため、結局メダルを獲得することは

できなかった。しかし、メダルよりもっと大事なことを得ることができた。その後の私

の人生で、いろいろな小さいことも大きいことも目標にして、夢を追いかけ続けた。少

年野球の初ホームラン、高校のサッカーチーム入団とリーグ優勝、アメリカンフットボール

チーム入団と地方優勝、運転免許の取得、デザインコンペ受賞、大学卒業、ソフトボール

リーグ優勝、不動産資格の取得、ロースクール入学、博士号の取得、弁護士資格の取得、

裁判所の判例集に自分の名前を記録すること、メジャーリーグ野球試合の観戦、車の購

入、子どもの絵本を描くこと、家の購入、あこがれの野球選手のサインの獲得、絶滅危

機野鳥の写真撮影、キャラクターデザインの作成、日本語の習得など……。

そして、面白いことには、夢を一つひとつ実現していっても、新しい夢がどんどん生まれ

てくる。これからやりたいことはまだいっぱいある。すべての夢と目標を達成することはで

きないかもしれないけど、夢がいっぱいあれば、半分ぐらいは実現できると思いたい。そし

て、目標は大きく高くねらうほどよい。近くて当てやすい的はたやすいが、それで「自分が

成長した」とは言えない。それより、高くて、遠い星をねらったほうがずっといいと思う。

的の星まで行けなくても、山の頂点まで行けるかもしれないから……。

「目標と夢」を持つことって、すごくいいことだと思う。若い人たちは何か夢を見たら、きっと目標が見えてくる。

そして、目標を定めたら、彼らはあきらめずに努力して、夢を何とか実現するはずだ。私はそのことを信じて、彼ら

の成功を期待している。

D.M. アラカキ 法学部 助教授

主担当科目： 英米法、行政実務英語、英会話Ⅰ、英会話Ⅱ

趣味：野球、サッカー、写真撮影、企業マスコット研究、イラスト、

キャラクターデザイン、釣り、バードウォッチング

著書：『Let's Call him lau-wiliwili-humuhumu-nukunuku-

-nukunuku-apua'a-oioi』（イラスト）
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現図書館は1977年ª月に開館し、

総延面積は約8,000m2（地上£階・

地下™階）、収容可能蔵書は約110万

冊、閲覧座席は1,100席を誇ります。

2003年£月末現在、蔵書冊数約92

万冊、カレント受入雑誌種数約

2,700種となっています。ゆとりの

ある静かな館内では、利用者が充実

した学習や教育研究活動を行うこと

ができます。

4
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開館時間
授業・試験期間は、午前ª時から午後•時までとなります。また、日曜日・祝祭日も年
間13日程度開館しており、午前ª時から午後∞時までご利用いただけます。詳細は、大学
ホームページ（http://www.osaka-gu.ac.jp/library/）で確認してください。

図書館を有効活用してもらうために、ゼミナール単位で

利用指導を実施しています。¢月中旬から∞月下旬にかけ

て¡年次生を対象に図書館の利用方法を、10月には大学

£年次生と短期大学™年次生を対象に論文作成のための書

誌類の使い方を説明しています。

１. 図書館利用指導

レポートや論文の作成などに利用
できるスペースです。

２. 学習閲覧室

コンピュータ検索機（OPAC）では、書名・著者名か
らの検索だけでなく、例えば「社会」「大学」など、本
の内容を示す言葉からも検索が可能です。また、図書館
内の専用端末機だけでなく、学内に設置されているパソ
コンからも検索ができます。

４. 図書検索コーナー

アダム・スミスの
『国富論』（初版）を
はじめ、貴重書を展
示しています。

３. 展示コーナー

国内新刊本や話題の本をオンラインによる選書・発注システムを使っていち
早く購入しています。週単位で最新図書を入れ替えています。

５. 新刊図書コーナー

「TOEIC」「TOEFL」「実用英語
技能検定試験（英検）」「MOUS試
験」などの資格取得関連問題集、
「国家試験」「会社研究シリーズ」
などの就職関連資料などの最新版
を定期的に購入し、常に最新£か
年分を™階専用コーナーに排架し
ています。

６. 学習用資料コーナー

要求に応じて自分の必要な映像を見ることができるビデオ・オ
ン・デマンド方式による視聴覚教材（英会話・各種英語検定およ
び英語を母国語としない人のためのアメリカ紹介ビデオなど）や
CNN・NHK衛星放送、インターネットなどが利用でき、13席全
てが車椅子のかたでもそのまま使用できる「ゆとり」を持たせた
空間となっています。

７. メディアステーション

８. 貸出図書ランキング（2003年¢月）

ランク タイトル 編・著者 出版社

¡ こう動く！ 就職活動オールガイド 成美堂出版編集部 成美堂出版

™ 法学検定試験問題集 法学検定試験委員会 商事法務研究会

£ パーク・ライフ 吉田修一 文芸春秋

¢ とれる！ TOEICテスト500 村田和代 マクミランランゲージハウス

∞ 漢字検定「™級」試験問題集 成美堂出版編集部 成美堂出版

９. 利用ビデオランキング（2003年¢月）

ランク タイトル

¡ Men in Black ™

™ オーシャンズ 11

£ ハリー・ポッターと賢者の石

¢ ブラックホーク・ダウン

∞ 英語授業の実践指導事例集
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─ 座談会出席者 ─（順不同） 
 

情 報 学 部　 秋　田　　　亨 教授  エクステンションセンター所長（司会） 

経営科学部　 田　村　雅　也 　　  社会保険労務士受験講座 

経 済 学 部　 水　谷　恵　介 　　  就職面接対策講座 

経 済 学 部　 山　中　　　亮 　　  公務員国Ⅱ・地方上級試験対策講座 

外国語学部　 加　藤　智　絵 　　  一般旅行・国内旅行業務取扱主任者受験講座 

国 際 学 部　 村　上　裕　子 　　  通関士受験講座 

─ 座談会出席者 ─（順不同） 
 

情 報 学 部　 秋　田　　　亨 教授  エクステンションセンター所長（司会） 

経営科学部　 田　村　雅　也 　　  社会保険労務士受験講座 

経 済 学 部　 水　谷　恵　介 　　  就職面接対策講座 

経 済 学 部　 山　中　　　亮 　　  公務員国Ⅱ・地方上級試験対策講座 

外国語学部　 加　藤　智　絵 　　  一般旅行・国内旅行業務取扱主任者受験講座 

国 際 学 部　 村　上　裕　子 　　  通関士受験講座 

夢に向かって夢に向かって
本学の白井善康総長が、文部科学省より平成15年春の褒章に選ばれ、４月29日（火・祝）をもって

「藍綬褒章」を受章しました。

この受章は、本学の建学の精神である「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ

人類の福祉と平和に寄与する 視野の広い実践的な人材の育成」の実現に向けて、社会の国際化、情

報化に対応しうる人材を養成すべく、教育体制・制度の充実、施設・設備の拡充、情報教育及び教育

の国際化などを高い理想と創意をもって積極的に推し進め、本学の発展に大いに貢献するとともに、

所在地である吹田市の地域社会のみならず我が国の私学教育の振興に尽力した功績が認められたこと

によるものです。

「藍綬褒章」伝達式は５月13日（火）、東京「如水会館」にて執り行われ、遠山文部科学大臣から授

与されました。当日午後には、皇居において天皇、皇后両陛下に拝謁のうえ、両陛下よりお言葉を賜

りました。

白井総長は、学部・学科の新設などから各種施設・設備の整備・拡充にいたるまで、一層の教育効

果を高め、有為な人材を育成するため、大学全体を再構築し、高度に国際化・情報化する社会から寄

せられる人材育成への要請に応えるため、常に斬新な教育への取り組みを積極果敢に推進しています。

近年、キャンパスのIT化という面では、大容量のデータを高速で送受信できるギガビットの学内

情報ネットワークシステム「OGUNET（オグネット）」をいち早く整備。このネットワークシステム

を基盤に最先端のEラーニング環境を実現しました。とりわけ、マサチューセッツ工科大学（アメリ

カ）で開発された教育支援システムに着目し、我が国の大学では先駆けて導入を決定。本学独自の機

能を付加してクラスオンデマンドをコンセプトに講義資料の入手から課題提出、教員と学生および学

生間のディスカッションをも可能にした双方向教育支援システム「Caddie（キャディー）」を完成さ

せ教育効果を高めています。このシステムは学内のみならず、広く教育に携わるかたがたから注目を

集めています。

また、国際化への対応として、海外の諸大学と積極的に交流協定を結び、教育環境のグローバル化

を展開。海外研修や我が国の大学ではあまり例を見ない海外インターンプログラムなど様々な研修プ

ログラムを実施。施設面では先進的な語学視聴覚教室であるCALL教室設置のほか、２号館に「I -

Chat Lounge」を開設。このラウンジは、日本語以外の言語で会話し、留学生を交えてキャンパスで

異文化を体験できるユニークなスペースです。

このように、常に建学の精神にのっとり、時代に即応し、次代を見つめ、情熱と創意をもって積極

的に教育と環境の整備・拡充を図る指導力と実績が「藍綬褒章」受章という大きな栄誉を得たものと

思います。

この受章を機に、本学は社会の期待に応え新しい時代の国際人を育成する、はつらつとした学びの

場としてさらなる発展を成し遂げたいと思います。

白井総長 「藍綬褒章」 受章
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［司会］ 本日集まっていただいた皆

さんは、エクステンションセンター

の講座を受講されたわけですが、ま

ず、資格試験の対策講座や就職対策

講座が数多くある中で、どういう動

機で資格を取ろうと思ったのか、あ

るいは対策講座を受講しようと思っ

たのかを聞かせてください。

［加藤］「観光英語」という授業で

勉強した内容が面白く、将来旅行関

係の仕事に就きたいと考えていたと

きに資格のことを知り、受講しまし

た。

［村上］ 去年の夏に海外インターン

プログラムでイタリアに行き、物流

業を体験しました。その中でも特に

通関業に興味を持ち、講座を受講し

ました。

［司会］ 通関業というと税関ですか。

［村上］ 税関ではなく、業務という

か手続きのほうに興味を持ち、資格

を取ろうと思いました。

［田村］ 経営学の勉強をしていく中

で、もっと幅広く将来的に役に立つ

ような仕事をしたいと思っていると

きに社会保険労務士という資格を知

り、取得しようと思いました。

［水谷］ 僕は話すことがとても苦手

で、友達と話すときでも声が裏返っ

てしまうのですが、それを就職面接

でやってしまうと絶対に合格するこ

とはできないと思ったので、就職面

接対策講座の受講を決めました。

［司会］ 今話していると普通ですよ

ね。

［水谷］ 少しは度胸がついたのだと

思います。

［山中］ 公務員は安定していると思

い、講座を受けることに決めました。

［司会］ 勉強はいろいろ大変だと思

いますが、具体的に講座以外で個人

的にどのような勉強をしたのかを教

えてください。

［加藤］ 一般旅行業務だけでなく国

内旅行業務の講座も受けていたので

週に４回授業があり、なかなかハー

ドスケジュールでした。それ以外に

勉強の時間をつくるということは厳

しかったので、授業をしっかり聞く

ように心掛けました。夏休みなど講

座がないときは、今まで勉強してき

たことを繰り返し復習しました。

［司会］ 講座が終わってから試験ま

での期間はどれくらいありました

か。

［加藤］ 講座が７月に終わって１～

２か月はあったと思います。試験前

には直前対策もありました。

［司会］ 村上さんは現在受講してい

る最中ですが、いかがですか。

［村上］ 講座が週２回、月曜日と水

曜日にあるのですが、水曜日には必

ず宿題が出るので、それをやってい

ます。通関士試験の法律科目は全て

暗記問題なので復習が大事だと思っ

ています。

［田村］ 僕の場合（社会保険労務士）

は範囲がかなり広いので、空いた時

間を大事にしています。電車に乗っ

ている間は参考書を読んだり問題を

解いたりしています。通学に40分か

かるのですが、毎日続けると結構な

時間になるのでその時間に勉強する

のと、家に帰ってからも５分の時間

の空きがあったら問題を１問解くよ

うにしています。

［司会］ 空き時間を見付けて毎日コ

ツコツという感じですね。

［田村］ 実際のテストは、時間がす

ごく長いんですよ。前半１時間20分

と後半３時間30分あるので、その集

中力を養うためにも常に勉強しない

とだめかなと……。

［司会］ 就職面接対策講座は勉強と

いうことではないと思いますが、講

座を受講して参考になった点を教え

てください。
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［水谷］ 自分にどんな長所や短所が

あるかを書いて先生に提出するので

すが、先生はそれを見て「あなたに

はこういう長所や短所もあります

よ。」と教えてくれ、自分の長所と

短所をある程度まとめることができ

ました。また、実際に話す姿をビデ

オで撮影してもらい、それを確認し

ながら練習しました。

［司会］ 講座の影響は何かあります

か。

［水谷］ 講座を受けたことで度胸が

ついたのか、面接に行ったときでも

他大学の学生に自分から話しかけた

りできるようになりました。

［司会］ 山中君は４月から講座が始

まって勉強の最中ですがどうです

か。

［山中］ 復習が中心なのですが、試

験科目が多いので授業の進行が速く

て結構大変ですね。

［司会］ 予備校に通ったり、独学で

勉強するという選択肢もあるわけで

すが、エクステンションセンターの

講座を受講した理由があれば聞かせ

てください。

［加藤］ 最初は独学で学んでいたの

ですが限界を感じ、エクステンショ

ンセンターは学内にあるという便利

さも考えて受講しました。

［村上］ 私も最初は独学で学んでい

たのですが、範囲が広くて的を絞れ

ないということもあって、専門学校

に通うつもりで探していました。し

かし、講座内容が少ない割には金額

が高い講座が多く、それだったらエ

クステンションセンターのプログラ

ムを見てから決めようと思いまし

た。内容も充実していて受講料も自

分で払える程度だったので選択しま

した。

［田村］ ほかの講座とも比較したの

ですが、アルバイトもしているので、

時間的な面で授業が終わってその流

れでいけるエクステンションセンター

の講座のほうが行きやすいと考えま

した。

［山中］ 授業が終わってからの講座

なので、家に帰ってから予備校とか

に行くことを考えると時間的に楽だ

なと思いました。金額を比較しても

安かったので。

［水谷］ こういう講座はほかになかっ

たので選びました。時間的にも授業

が終わった午後６時からと参加しや

すかったです。

［司会］ 受講が終わられたかたも、

受講中のかたもおられるわけですが、

印象に残っていることを教えてくだ

さい。

［加藤］ 人数が少人数ということも

あって、授業中も静かにまじめに取

り組めたのではないかと思います。

［司会］ 大学の講義と違ってかな

（笑い）。

［加藤］ やる気のある人たちばかり

が集まっているので、勉強しやすい

環境にありました。

［村上］ 最初は金額のこともあり、

大学が主催するということもあった

ので、あまりよいものは期待してい

なかったのですが（笑い）、専門学

校から派遣された先生が熱心に教え

てくださり内容も充実したものだっ

たので、思っていたものとはずいぶ

ん違いました。

［田村］ 最初は学生だけだと思って

いたのですが、一般のかたが半数く

らいおられました。「学生だけだと

和気あいあいで、なれあいにもなる

のかな」と思っていたのですが、そ

ういう空気ではなかったですね。私

語はできないし、休憩時間でもシー

ンとしてるんですよ。

［司会］ いい意味で緊張感があるの

ですね。

［田村］ そうですね。時間がたつと

社会人や卒業生のかたと仲良くなっ

て情報交換したり、勉強の進め具合

を聞いたりもしました。分からない

ところがあって先生に聞こうと思っ

司会
秋田　亨
情報学部 教授
エクステンションセンター
所長

加藤　智絵
外国語学部 英語学科
¢年次生

村上　裕子
国際学部 ¢年次生

水谷　恵介
経済学部 ¢年次生

田村　雅也
経営科学部 ¢年次生



私は、大学生活の中で勉強以外にも特に力を入れて取り組んできたことがあります。それは、歌

とダンスです。私は小さなころから音楽が大好きで、音楽鑑賞だけではなく、音楽に関する様々な

ことに興味を抱いてきました。今までにギタリストやシンガー、コレオグラファーにあこがれ、夢見たこともありま

したが、中学・高校生活では満足に活動ができませんでした。そこで、私は「大学生活¢年間の中で納得いくまで音

楽活動をしよう」と決意し、大阪学院大学に入学しました。

¡年次生のころは、大阪という土地と、一人暮らしに慣れることに精一杯で、ほとんど何もできなかったように思

います。そして™年次生になったころから、やっと活動を再開することができました。歌に関しては、成人式の会場

でライブをしたことや、あるアーティストのCDにコーラスで参加したことが特に思い出に残っています。入学前には、プロ

のアーティストを目指していましたが、色々なことに挑戦するうちに、「少し違うな」と思う点が出てきました。そして、今

では一生続けていきたい趣味の一つという枠に収めています。

歌と同時に活動してきたのがダンスです。これも本気でやってみたいことの一つでしたが、ひざが悪いため、長期間続けら

れずにいました。しかし、生活や年齢を考えると、ダンスを本気でやるなら今しかないと思い、過去に少しだけレッスンを受

けた記憶をもとに、独学でダンスを始めました。

それから£か月ほどたったころです。ダンス歴も長く、１年ほど前に学内で募集していたロサ

ンゼルス マラソンボランティアの旅に参加した経験もあり、日ごろから頻繁に活動をしている

学内の親しい友人が、「一緒にショーに出る？」と誘ってくれました。その友人と彼らが結成し

ているチームは、私から見てもレベルが高く「私なんかが一緒に出ていいの？」と不安にもなり

ました。しかし、それもいい機会だと考え、少しでも彼らに近づけるよう、努力しようと決心し

ました。

ショーに向けての練習は、まず選曲から始まり、それからその曲に合わせて振りを考えていき

ます。練習場所に困り、学生課の職員のかたに相談し、体育館を薦めていただいたこともありま

した。私を除く二人のメンバーは、いとも簡単に振りを覚えていくのに対して、私はなかなかう

まくいかずに行き詰まってしまい、ダンスの楽しみを忘れてしまうときもありました。しかしそ

のとき、友人は私に「もっと自信を持って踊ったらいいよ」とアドバイスをしてくれました。私は、何かにチャレンジすると

き、自信のなさが原因で断念してしまったり、のめり込み過ぎて周りが見えなくなってしまったりということがたびたびあり

ました。しかし、友人のそのアドバイスによって、いい意味で気持ちが吹っ切れたのです。「自分たちが楽しく踊らなければ、

ショーを見てくれるお客さんだって楽しめない。」そう思いました。そして本番を迎え、ミスもあったものの無事に終了し、

お客さんにも「かっこよかった！｣と言っていただき、本当に感動しました。

そして、そのショーを終え、努力によって得ることのできる自信というものを持つことができました。それからは、学内有

志で行われた卒業パーティーや、いくつかのイベントにも前向きに参加してきました。歌もダンスも、一見華やかですが、そ

の裏には地道な努力があります。ショーに誘ってくれた友人をはじめ、見にきてくれた友人、相談に乗ってくださった職員の

かたなど、「私は本当にたくさんのかたがたに支えられているなぁ」と実感しました。

私は、「何事もやってみなければ分からない」と思っています。先入観と、実際活動してみることでは大きく異なってくる

ものです。大学生活とは、勉強だけではなく、自分の時間を有意義に遣える¢年間だと思います。私の大学生活はもう残り１

年を切ってしまいましたが、自分を伸ばせる時間を有効に遣っていきたいと考えています。自分にはたくさんの可能性がある

と信じているからこそ、これからも様々な物事にチャレンジしていきたいと思います。

経営科学部 ¢年次生
山中　美穂

自己実現を求めて
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ていても、ほかの受講生が質問して

いるんですよ。そこに割り込めなく

ても、受講生の中で一人ひとり得意

分野が違うので「分かりますか」と

聞いたりしました。

［山中］ どの勉強も毎日少しずつコ

ツコツやることが大切だと実感しま

した。

［水谷］ 就職活動は精神的につらか

ったりしますが、講座のメンバーで

飲み会をしたり、悩みを聞いてもら

いました。第一志望の会社が不合格

だったときにも、友達は「そんなの

運だよ」と励ましてくれたので、立

ち直ることができました。

［司会］ 人間関係が講座の中ででき

たということですね。

［水谷］ みんな同じ悩みを抱えてい

るからだと思います。

［司会］ 皆さんの話を聞いていると、

講座の授業の内容以外でも得るもの

がたくさんあったようで大変有益な

話ですね。進路とかかわる受講だっ

たと思うのですが、今後どのような

道に進みたいですか。

［加藤］ 旅行業務取扱主任者の資格

が取得できたのと海外インターンプ

ログラムで学んだ経験を生かそう

と、現在は旅行会社を目指し就職活

動中です。

［司会］ こういう資格は自信になり

ますし、直接役に立つ場面は少なく

とも内面的な助けになることが多い

ですから、就職活動にも自信を持って

当たってください。

［村上］ 現在、物流業界に絞って就

職活動を行っています。通関士の資

格を取って、通関の知識を営業やコ

ンサルティング業務に生かせられれ

ばいいなと考えています。

［田村］ 就職はもうコンサルタント

の職種に決まっているのですが、最

終的には社会保険労務士として独立

したいと考えているので、コンサル

ティングのノウハウを学びながら資

格を生かしたいです。

［山中］ 来年に地方上級か国家Ⅱ種

の公務員試験を受けたいと思ってい

ます。

［水谷］ 僕は外食産業に就職先が決

まっているのですが、夜遅くまで働

くと聞いています。実際に働けるか

どうかを試そうと、レストランのホー

ルでアルバイトをしています。

［司会］ 今日は非常に有益な話を聞

くことができました。皆さんの話を

伺って、一人ひとり大きな目的意識

を持っていることが分かりました。

皆さん社会の入り口を目前にし、エ

クステンションセンターの講座で学

んだことがこれから生かされること

を期待しています。力強い話をあり

がとうございました。

山中　亮
経済学部 ¢年次生



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 •月下旬～11月上旬 関西学生アメリカンフットボールリーグ戦（™部） 西宮球技場ほか

アイスホッケー部 10月上旬～11月上旬 関西学生アイスホッケーリーグ戦（™部） アクアピアアイスアリーナほか

空手道部
10月∞日（日） 全関西学生空手道選手権大会 京都西京極体育館

11月30日（日） 川西市空手道選手権大会 川西総合体育館

弓道部
•月15日（金）～18日（月） 全日本学生弓道選手権大会 グリーンアリーナ神戸

ª月上旬～10月上旬 関西学生弓道リーグ戦（男女共¢部） 各大学弓道場

ª月¶日（日） 大阪学生剣道優勝大会・大阪学生剣道女子優勝大会 未定

剣道部
ª月21日（日） 関西学生剣道優勝大会・関西女子学生剣道優勝大会 大阪府立体育館

10月12日（日） 全日本学生剣道優勝大会 日本武道館

11月ª日（日） 全日本女子学生剣道優勝大会 愛知県武道館

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

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戦 うつぼテニスコート

11月17日（月）～23日（日） 関西学生新人テニストーナメント本戦 各大学テニスコート

硬式野球部 ª月上旬～10月下旬 関西六大学野球連盟秋季リーグ戦 西京極球場・南港中央球場ほか

•月§日（水）～•日（金） 関西学生選手権・関西学生女子選手権 タイガースゴルフ倶楽部

ª月¢日（木）・∞日（金） 関西学生女子秋季１部校学校対抗戦 太平洋クラブ六甲コース

ª月24日（水） 関西学生男子月例大会・関西学生女子月例大会 フォレスト三木ゴルフ倶楽部

ゴルフ部 ª月29日（月）～10月£日（金） 関西学生男子秋季１部校学校対抗戦 蒲生ゴルフ倶楽部

10月21日（火） 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

11月13日（木）・14日（金） 関西学生男子会長杯 大甲賀カントリークラブ

11月17日（月） 関西学生女子会長杯 奈良国際ゴルフ倶楽部

サッカー部 ª月上旬～10月下旬 関西学生サッカー秋季リーグ（¡部） 鶴見緑地球技場ほか

バレーボール部 ª月中旬～10月下旬 関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦（™部） 各大学体育館

女子バレーボール部 ª月中旬～10月下旬 関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦（¢部） 各大学体育館

軟式野球部 •月下旬～10月下旬 近畿学生軟式野球連盟主催秋季リーグ戦 伊丹スポーツセンターほか

ª月§日（土）～10月19日（日） 関西学生バスケットボールリーグ（™部） 各大学体育館・なみはやドームほか

バスケットボール部 11月™日（日）～ª日（日） 関西学生バスケットボール新人戦 未定

ª月上旬～10月中旬 関西女子学生バスケットボールリーグ（£部） 各大学体育館

バドミントン部
ª月10日（水）～20日（土） 関西学生バドミントン秋季リーグ戦（男女共１部） 各大学体育館

11月11日（火）～18日（火） 関西学生バドミントン新人戦大会 大阪市立中央体育館ほか

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

洋弓部
•月21日（木）～23日（土） 関西学生アーチェリーフィールド選手権大会 鈴の山

ª月18日（木）～21日（日） 全日本学生アーチェリー個人選手権大会 服部緑地陸上競技場

ラグビー部 ª月14日（日）～11月23日（日） 関西大学ラグビー秋季リーグ（Cリーグ） 各大学グラウンド

ラクロス部 •月中旬～10月上旬 関西学生ラクロスリーグ戦（男子™部・女子£部） 伊丹スポーツセンターほか

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/club/cl_frame/index.html

アイスホッケーは球技と格闘技の両方を兼ね備えた最も

エキサイティングなスポーツです。

私たちアイスホッケー部は目標である１部リーグ昇格を

目指し、日々努力しています。昨年度のリーグ戦では２部

リーグ５位という不本意な結果に終わり、今年度は再び１

部リーグ昇格に挑戦するために、常に試合を意識し練習に

励んでいます。練習はスケートリンクを借り切って行うた

め、夜中12時に集まり夜明けとともに帰宅という日も

多々ありますが、部活と勉強を両立させ充実した学生生活を送っています。

また、今シーズンは創部以来最も強いチームだと信じていますが油断は禁物です。常にチャ

レンジ精神を忘れず秋季リーグ戦での２部

リーグ優勝、１部リーグ昇格を目指します

ので、ぜひリンクまで足を運んでその魅力

を肌で感じてください。

最後になりましたが、私たちアイスホッ

ケー部にご声援のほどよろしくお願いしま

す。

経済学部 ４年次生　主将　日野　皓正

マネージャーは部員を支えていく大切な仕事です。部員一人ひとりが楽しく心地良い環境で練習でき、ベ

ストの状態で試合に臨めるように日々努力しています。試合で勝ったときには本当にやっていてよかったと

心の底から思うことができるし、学生生活においても有意義な時間

を過ごしていると実感できます。ですから大変だと思ったことは一

度もなく、部員との仲もよく毎日がとても充実しています。

秋から始まるリーグ戦に向けて全員一丸となり１部リーグ昇格を

目指して頑張っていきますので、ご声援をお願いいたします。

左：経 済 学 部 ４年次生　東山　晃子
右：国際文化学科 ２年次生　中嶋　美耶子

アイスホッケー部
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クラブ 名 日 程 行　事 ・ 大　会　名 場　　　　　　　　　所

吹奏楽部 •月13日（水） 大阪府吹奏楽コンクール 森ノ宮青少年会館

独立系クラブ
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カウンセラー　山本　美保

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

人はだれでも、落ち込んで自信をなくし、前へ進めなくなったり、進むのが嫌になったりします。そんなとき、自

然に元気が回復するまで待っているとか、いろいろな方法で慰めやいやしを試みるなど、人それぞれに工夫があるこ

とでしょう。今回は落ち込みながらも前向きでいられるための、私なりの工夫をご紹介したいと思います。

まず、「自分を責めない」ということです。自分を責めたくなる気持ちも分かりますが、「そんなに自分を責めて何

かいいことある？」と問いかけてみましょう。おそらく答えは「ノー」でしょう。自分を責めていても前へは進めな

いようです。むしろ前に進まないことの言い訳にもなりかねません。今、具体的、現実的に少しでも自分にできるこ

とを考えてみましょう。すると、その時々で助けになってくれる人がいたり、利用できるものがあったりするもので

す。手掛かりが見付かれば気持ちも楽になってきます。

次に考えても分からないことは、「時がたてば分かるかもしれない」くらいに思って、保留にしておくのも前に進め

る方法です。分かるまでに何年も、何十年もかかるかもしれませんが、ゆっくりと時間をかけて自分の変化、成長と

ともに理解していくぐらいのつもりでいてもよいのでは……。

自分の中に何か引っかかる感じや、モヤモヤした感じがあれば適当に時間を取って、じっくり耳を傾けてみること

も役に立ちます。その感じについて理解できれば心は軽くなるでしょうし、自分について新たなことを知るきっかけ

にもなります。自分の内側とかかわる方法については、以前このページ（ロルロージュ No.117）でもお話ししまし

たが、例えば次のような本が分かりやすく手引きしてくれます。〔アン・ワイザー著『 やさしいフォーカシング ─ 自

分でできる心の処方 ─ 』コスモ・ライブラリー〕

さて、私たちは人間関係で落ち込むこともよくあります。深刻な事情による場合もあるでしょう。しかし、得てし

て自分が相手を疑ったり、ひがんだりしてのことも多いようです。しばらく時間をおいて様子を見ていると、自分の

誤った思い込みが解けたり、またよいかかわりを持てるときが巡ってきたりもします。今の状態を固定的にとらえな

いでいることも、先の可能性につながることでしょう。

思いつくままに、いくつか挙げてみましたが、こうした工夫もあなたの落ち込みには一向に役に立たなければ、そ

のときはどうぞ学生相談センターを訪ねてください。お待ちしています。

学内講演会

〔¢月19日（土）™号館地下¡階02教室〕
ロストック大学（ドイツ）のハンス＝

ヨルグ・リヒター教授をお招きし、「ド
イツにおける企業家精神（Unternehmertum
in Deutschland）」と題して、ドイツ経済を
支える大きな柱であるドイツの中小企
業の自主自営の企業家が果たす特別な
役割についての講演会が開催されまし
た。
参加者の熱気に包まれた会場では、

出席者全員が、分かりやすい表などを
随所に取り入れた講演に聞き入ってい
ました。

学内会社説明会

〔∞月28日～30日・§月16日～18日〕
∞月と§月にかけて§日間、大学¢

年次生・短期大学™年次生を対象に
「学内会社説明会」を開催しました。説
明会に参加するまでは、長期化する就
職活動の中で不安を持っていた学生も
いましたが、各ブースにて熱心に企業
のかたのお話に耳を傾け、チャンスを
つかもうと積極的に取り組んでいる姿
が見られました。
次回はª月に開催する予定です。

学内講演会

〔§月£日（火）™号館地下¡階01教室〕
ハワイ大学国際教育専任副学長ジョ

イス・ツノダ氏をお招きして「Play
Ball！－日本の昭和時代と我が家族－」
と題し、ご講演いただきました。「初代
巨人キラー」と呼ばれた投手・西村幸
生を父に持つツノダ氏が、日本とハワ
イで激動の昭和時代を生き抜いてきた
自らの家族の物語を軸に、“Play Ball！”
の掛け声で始まる「野球」と「人生」
についてお話しいただきました。

学内講演会

〔§月12日（木）™号館地下¡階01教室〕
世界中のスキーヤーから聖地と称さ

れるフランスのシャモニーの観光局より
ベルナール・プルドーム氏（シャモニー
観光局局長）と横山日出現氏（同部長）を
お招きして、「『挑戦』の喜び～スキーヤー
の聖地シャモニーより～」と題し、ご講演
いただきました。毎年多くの登山家やス
キーヤーを迎え入れ、喜びを分かち合う
経験を重ねてこられたお二人に、シャモ
ニーに象徴される大自然とスポーツの
魅力、そして大自然への「挑戦」から生ま
れる新たな可能性と喜びについてお話
しいただきました。

第１回 就職ガイダンス

〔§月19日（木）〕
大学£年次生・短期大学¡年次生を

対象に「第¡回就職ガイダンス」を開
催しました。早期化・長期化により厳
しさの増す現在の就職活動ですが、そ
の分学生の意識は高く、各学部とも昨
年以上の学生が参加しました。ガイダ
ンスでは現在の就職環境をはじめ、内
定を獲得するまでの就職活動の流れや
年間スケジュール、就職センターの利
用方法などについて説明しました。学
生には模擬試験や面接対策などの実践
的な講座を積極的に受講し、早めに取
り組むように指導がありました。

公開セミナー

〔§月28日（土）™号館地下¡階02教室〕
テレビ各局等でプロの通訳として活

躍されている青山起美氏をお迎えして
「英語の玉手箱」と題し、ご講演いただ
きました。同時通訳や逐次通訳につい
ての話をはじめ、コミュニケーションに
おけるマナーのポイントや「興味」を持
つことから英語の上達が始まることな
ど、会場に集まった学生、教職員、一般
のかたがたは青山氏の持つ新鮮な視点
からの「英語の玉手箱」に聞き入り、英
語学習に対する新たな刺激を受けまし
た。会場からは数多くの質問があり、
丁寧にお答えいただきました。
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短期大学事務室

ª月22日（月）からª月30日（火）までのオリエンテーションを行います。履修科目登録後、必ずパソコン

（学生用ホームページ）で登録内容を確認してください。その際、OGUNETのユーザIDとパスワードが必

要になりますので、未登録の学生や、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。

前期試験の結果（成績表）は、平成15年ª月26日（金）から始まるオリエンテーションで配付します。

この結果を基に、卒業要件などを確認しながら周到に後期の履修計画を立て、科目を選択してください。

なお、履修登録は前期と同様Webによる登録を行います。パソコン（学生用ホームページ）を利用して、

個人別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。

教　務　課

教育懇談会は、在学生の履修状況をはじめ、学生生活・就職活動について保護者のかたがたと個別懇談を

行うことにより、本学の教育活動に対する理解を一層深め、さらに充実を図ることを目的としています。

本年度は、次の日程により実施いたしますので保護者の皆様がたのご参加をお待ちしております。

なお、お申し込みにつきましては、案内状に同封いたしました出席回答ハガキをご利用ください。

庶　務　課

平成15年度　教育懇談会　会場一覧

開催日 開催地 会場名

•/22（金） 愛媛 東京第一ホテル松山

和歌山 ホテルグランヴィア和歌山

高知 高知第一ホテル

•/26（火） 東京 銀座東武ホテル

福岡 博多全日空ホテル

•/27（水） 静岡 浜松名鉄ホテル

山口 サンルート国際ホテル山口

•/28（木） 徳島 ホテルクレメント徳島

•/29（金） 香川 全日空ホテルクレメント高松

奈良 三井ガーデンホテル奈良

ª/¡（月） 京都 ホテルグランヴィア京都

開催日 開催地 会場名

ª/∞（金） 愛知 名鉄グランドホテル

鳥取 ホテルニューオータニ鳥取

ª/ª（火） 広島 ホテルグランヴィア広島

石川 ホテルイン金沢

ª/10（水） 岡山 ホテルグランヴィア岡山

福井 福井ワシントンホテル

ª/11（木） 兵庫 神戸ハーバーランド ニューオータニ

ª/12（金）
〜 本学 大阪学院大学™号館

ª/14（日）

保護者就職説明会

〔¶月§日（日）15号館™階03教室〕
明治製菓株式会社 淀川工場 事務部長
木村 雅博 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
ンでは、体験談を交えながら説明いた
だくことで、より就職意識が高められ
たようでした。合わせて２時間30分に
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。
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白井俊枝常務理事が平成15年¢月29日（火）午後™時26分　享年86歳にて逝去されました。

2003 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（火）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

英語スピーチコンテスト 2003 フェニックスフェスティバル
「Hawaiian Night」

〔§月26日（木）¡号館地下¡階02教室〕
第ª回英語スピーチコンテストを開催しました。コンテストでは¶組ª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 高橋 さやかさん（スピーチのタイトル

は「Open Up Your Mind」）、™位は経営実務科™年次生 足立 裕子さん、£位はス
ピーチコンテスト初のペアで参加した国際文化学科¡年次生 原田 麻里さん・舘 美
佳さんでした。
高橋さんの近畿・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。

〔§月28日（土）∞号館地下2階アトリウム〕
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」が、
再びフェニックスフェスティバルにや
ってきました。カジメロ兄弟の演奏と
本場ハワイのフラダンスに、会場は常
夏の雰囲気に包まれました。

第2回　アメリカンフットボールワークショップ

〔§月29日（日）千里山セミナーハウス・千里山グラウンド〕
高校生を対象とした「アメリカンフットボールワークショップ～Back to Basics!～」

を開催しました。第2回となる今回は、本学アメリカンフットボール部コーチ陣と社
会人Ｘリーグ所属 鹿島DEERSのメンバーの協力を得て、基本を中心としたポジシ
ョン別指導を行いました。
参加した高校生たちは基本の大切さを学び、さらなるレベルアップを目指しグラ

ウンドを駆け回っていました。
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エクステンションセンター

※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。

生活・教養コース

エレガントマナー講座（女性対象）

パーソナルカラー診断講座

クリスマスラッピング講座

イベントフラワーアレンジメント
－クリスマスのキャンドルアレンジー

楽しい絵手紙入門
－毎日の感動や発見をハガキに描いてみませんか－

はじめての戸塚刺しゅう
－楽しく学ぶステッチと作品づくり－

カウンセラーがそっと教える聞き上手になるコツ

暮らしの中に快適な色彩　－すぐに使える色彩考－

仕事・家事・趣味に活かすファイリングの極意

正木　明のテレビのお天気うそ？ほんと！

平和のつくり方　－国際紛争の原因と解決方法－

くらしと法律　－日常生活で生じる法律問題－

地域・産業・大学が手を結ぶまちづくり

事業をはじめよう　－創業のための基礎講座－

植物観察と野山散策 －親子で秋の能勢を歩きましょう－

大阪の歴史散歩　－大阪歌舞伎400年の歴史を歩く－

資格取得コース

社会保険労務士受験講座

ビジネス実務法務検定£級受験講座

簿記検定£級受験講座

販売士検定£級受験講座

税理士受験講座（財務諸表論）

福祉住環境コーディネーター™・£級受験講座

医療事務受験講座

貿易実務検定Ｃ級受験講座

秘書技能検定™級受験講座

インテリアコーディネーター受験講座（™次試験対策）

就職対策コース

就職筆記試験対策講座

就職面接対策講座

公務員 警察・消防（国Ⅱ・地方上級入門）、
郵政公社対策講座

エアライン試験対策講座

健康・スポーツコース

小学生のための楽しいバスケットボール講座

合気道入門　－護身と健康－

アスレティックトレーナー入門

テニス初級講座

テニス中級講座

マルチメディアコース

Word応用

Excel応用

Power Point講座

デジタルカメラ体験講座

デジタルカメラ活用講座

ホームページ作成講座

基本情報技術者受験講座

MOUS受験講座（Excel 2000一般）

システムLSIのテスト設計（信頼性作り込み）と
解析技術の実際

語学コース

小学¡・™・£年生のための楽しい英会話

小学¢・∞・§年生のための楽しい英会話

楽しい英会話入門

TOEIC入門講座

TOEIC 500点突破講座

TOEICインテンシブ特別講座

はじめて学ぶドイツ語会話

はじめて学ぶフランス語会話

はじめて学ぶ中国語会話

•月 28日（木）

ª月¢日（木）

22日（月）

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29日（金）〕
前期追試験・再試験
（大学・短期大学）〔至•日（月）〕
後期オリエンテーション
（大学）〔至30日（火）〕

TIMETABLE
ª月 25日（木）

26日（金）

30日（火）
10月¡日（水）

24日（金）

卒業式（共通）
後期オリエンテーション
（短期大学）〔至30日（火）〕
夏期休暇終了（共通）
後期授業開始（共通）
岸辺祭〔至28日（火）〕（全学休講）

平成16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　16 年

¡月25日（日） 特別推薦入学（スポーツ）（Ｂ日程） に実技審査・要）。

11月™日（日） AO入試（スカラシップ・自己アピール）（A日程)
── 課題文・面接・出願書類を総合評価して判定しま

平　成　16 年

¡月25日（日） AO入試（スカラシップ・自己アピール）（B日程） す（事前にインタビュー・要）。

11月£日（月･祝） 公募制推薦入学（A日程) 基礎力検査（または簿記基礎力検査）と調査書の

11月23日（日） 公募制推薦入学（B日程） ───────── 総合点により判定します。

12月14日（日） 公募制推薦入学（C日程) ※簿記基礎力検査は11月£日（月・祝）に実施。
（流通科学部・経営科学部・企業情報学部・経済学部が対象）

（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　16 年

¡月25日（日） 特別推薦入学（スポーツ）（Ｂ日程） に実技審査・要）。

11月™日（日） AO入試（自己アピール）（A日程)
──── 課題文・面接・出願書類を総合評価して判定しま

平　成　16 年

¡月25日（日） AO入試（自己アピール）（B日程） 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）

課題文・面接または基礎力検査（または簿記基礎
11月£日（月･祝） 力検査）・調査書の総合点により判定します。
11月23日（日） 公募制推薦入学（B日程）

────────
※課題文・面接は11月™日（日）に実施。

12月14日（日） 公募制推薦入学（C日程） 簿記基礎力検査は11月£日（月・祝）に実施。

〈一般入学試験〉
平成16年¡月25日（日）、™月¡日（日）・™日（月）・•日（日）、£月¶日（日） 〔™月•日（日）は大学のみ〕

〈大学入試センター試験利用入学試験〉
願書受付：平成16年¡月¶日（水）～™月™日（月）（Ａ日程）、平成16年™月16日（月）～£月¡日（月）（Ｂ日程）

〈編入学（£年次）〉
¶月26日（土） 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試

平　成　16 年

£月¶日（日） 編入学試験（B日程） 験します。

※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£日（日）
•月24日（日） 10：00～16：00

ª月¶日（日） ※事前申し込み不要
10月∞日（日）

＜実施内容＞
●入試概要説明会●入試個別相談●系統別ミニ講義
●教員による学部・学科説明●インターネット・パソコン体験コーナー
●大学生活・留学・資格取得・卒業後の進路相談
●キャンパス見学会●学食ランチ体験●ウエルカムドリンク ほか


