
第３回「学生国際ショートムービー映画祭��関空」が開催されます！

映画祭の審査会開催に合わせて、学生イベントを開催します。去年は、J���やダンスなどが実演されました。開催の

ためのボランティアも同時に募集しています。出演、ボランティア希望のグループ、個人の参加を待っています！

　お問い合わせ：072-258-7646（南大阪地域大学コンソーシアム事務局）

12 October 2007
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　今年で３回目となる南大阪地域大学コンソーシアム主催

の「学生国際ショートムービー映画祭��関空」が、11月23日

（金・祝）に関西国際空港エアロプラザ２階にて開催されます。

　本映画祭は、学生を対象に新しい映像コンテンツを制作

する優れた人材育成に寄与することを目的として開催して

おり、毎回レベルの高い応募作品に各方面から高い評価を

いただいておりますが、今年も「再生―生まれかわり―」をテー

マに応募作品を募集いたしました。

　応募作品は、大阪芸術大学芸術学部映像学科長で「ゴジラ

VSキングギドラ」等の作品で知られる映画監督の大森一樹

先生をはじめ、映画界で著名な方々に審査していただき、優

秀作品には、当日グランプリ等の各賞が授与されます。

　表彰式後には交流会も予定されており、出品者同士の交

流だけでなく、審査員の映画関係者から直接アドバイス等

をいただくことで、映画制作を目指す学生にとって、そのこ

とが将来の糧となり、出品者の中からやがてよき映画の作

り手が生まれることを期待してやみません。

　また、今年は、本映画祭から高い水準の作品を輩出し流通

することで、映像コンテンツ産業を活性化することを目的

として、映画祭出品者へのCM制作依頼商談会も同時開催い

たします。当日多くの方々のお越しをお待ちしております。

■映画祭（審査会）＆商談会　平成19年11月23日（金・祝）

■テーマ：「再生―生まれかわり―」

■ジャンル：自由（アニメ、デジタル画像なども可能）

■賞：グランプリ１点10万円ほか

■映画祭：関西国際空港　エアロプラザ2階　高島屋跡地

■映像時間：3分以内

■同時開催：学生イベント（JAZZなど）

  詳細はこちらまで→http://www.osaka-unicon.org/

　夏季休暇中の９月１1日

（火）・１2日（水）・１3日（木）

の３日間、ホテル日航関西

空港を宿泊・研修先として、

関西国際空港でのフィー

ルドワークを通じ、「論理力」

「プレゼンテーション能力」

「主体性」「課題発見・解決能力」を身に付けることを目的

とした南大阪地域大学コンソーシアム単位互換制度センター

科目「キャリアと社会」−社会の中で自分を生かす方法―

が今年度も開講されました。南大阪地域大学コンソーシア

ムの単位互換制度は、平成16年より実施されていますが、当

該科目の開講は今年で２年目です。

　今回は、和歌山大学28名（男17名・女11名）・桃山学院大

学21名（男12名・女9名）・羽衣国際大学17名（男11名・女6

名）・大阪府立大学７名（女7名）・大阪大谷大学６名（男2名・

女4名）・プール学院大学（短期大学部を含む）2名（女2名）

の総勢81名（男子42名・女子39名）の学生が参加しました。

経済産業省や関西国際空

港等からの多彩なゲスト

ティーチャーによる内容

の濃い講義や、他大学の学

生とのすばらしい出会い

を経験し、参加学生からは

「チームワークやプレゼン

テーションの大切さを知った」「達成感があった」「この３

日間で自分は成長したと確信した」「このような機会があ

れば是非参加したい」等の概ね好評を得ました。

　なお、当該科目の科目開設大学は、羽衣国際大学で、受講

学生には、評価に応じて、単位が認定されます。

プレゼンテーションの様子

他大学の学生とも熱く議論を重ねる

単位互換センター科目が関西国際空港で開催！  
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個人会員参加校個人会員参加校個人会員参加校 賛助会員賛助会員賛助会員

会員参加校会員参加校会員参加校

会員校の新しい情報を

　　　　クローズアップします！

「大学と地域」　「大学と地域」　「大学と地域」　

　ご承知のとおり、本年度から私学助成の予算配分方式が、

従来の均等配分から特色ある教育・取り組みに予算付けを

する競争的配分へと変わり、大学の企画運営力がためされ

る新しい局面を迎えることとなった。なかでも地域貢献が

ひとつのキーワードになっている。

　去る５月末、泉北ニュータウン地区で「みどりのつどい」

の祭りがあった。地域で活動するNPOやボランティアグルー

プが中心となって、入場者数が延べ８千人にも昇る盛大な

イベントだったと聞いている。南大阪地域大学コンソー

シアムも後援しており、本学の学生たちもボランティア

で参加し、ビデオ撮影やブースのサポートなど、その活

動の中で学ぶことは多かったようだ。

　後日、主催者側からも、＜世代間交流ができた＞＜若

いときから地域活動に触れた学生さんたちはラッキーだっ

た＞といった感想も少なからずいただき、あらためて貴

重な学びの場となる＜地域＞というものを実感した。

酒 井 信 雄12
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帝塚山学院大学学長

理事会・総会が開催されました理事会・総会が開催されました

６月18日(月)、さかい新事業創造センターにて平成

19年度第１回理事会・第10回総会が開催されました。

議事内容は以下の通りです。

第１号議案　平成18年度事業報告および平成17年度決算

報告承認の件

第２号議案　平成19年度事業計画（案）および平成19年度

事業収支予算（案）承認の件

第３号議案　議事録署名人の選出の件

大阪夕陽丘学園短期大学　大阪夕陽丘学園短期大学　大阪夕陽丘学園短期大学　 清風情報工科学院清風情報工科学院清風情報工科学院

http://www.i-seifu.jp/http://www.oyg.ac.jp/js/index.html

高い人間性と広い教
養をそなえた女性の

育成をめざす

大阪夕陽丘学園短期大学

は昭和14年に始まり、「愛

と真実」を建学の精神とし、

高い人間性と広い教養を

そなえた女性の育成を教育目標としてきました。現在は栄

養士、栄養教諭（２種）等を取得できる食物栄養専攻とフー

ドスペシャリスト等を取得できる食生活専攻からなる食物

学科及び衣料管理士等を取得できるファッション表現学科

の２学科を設置しています。１学年の定員240名の小規模

短期大学ではありますが、家庭的な雰囲気の中で教養及び

専門教育を実施し、着実に発展を続けています。

◆住所：〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町７番72号

　TEL：06-6771-5183

平成15年12月の創立以来、耐火煉瓦等販売、築炉工事等の「炉

材部門」を中心に事業展開を進めてきたが、もう一つの新しい

事業である「コケ緑化部門」では、屋上緑化の研究開発に取り組

み、いよいよ施工段階に入り、また、便利商品で人に優しい「ロ

ックマスカー」の販売を手がけるなど、設立５周年に向かって「環

境にやさしい企業」として地域だけでなく地球規模での貢献を

目指し、積極的な事業活動を展開している。

〒591-8025　大阪府堺市北区長曽根町130番地-42

さかい新事業創造センター；ラボ館2階　223号室

TEL 072-255-6643      ����://���.��
����.�/

会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介会員紹介 株式会社 八木萬

「一流」に磨く教育  
� -SEIFU

変化の激しい社会のニーズに

応える人材を育成する専門学校、

それが清風情報工科学院です。

コンピュータ（IT・デザイン）のエキスパートを育てる総合コンピュータ学科
国公立大学・有名私立大学編入試験合格に導く 総合編入学科
留学生に対し進学や就職に必要な日本語をみっちり教育する 日本語科

学科を問わず、すべての学生が「徳・健・財」のバランスの

とれた人間に成長するサポートとして、人間力教育にも力

を注いでいます。本校で学ぶ学生を、夢と技と人格がそろ

った「一流」の人材に磨き続けることが、私たちの使命です。

◆住所：〒545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1−6−3

　TEL：06-6657-2369

大阪観光大学
大阪教育大学
大阪健康福祉短期大学

大阪市立大学
大阪千代田短期大学
関西福祉科学大学

近畿大学医学部
太成学院大学
阪南大学

株式会社 八木萬



第２滑走路オープン記念！第２滑走路オープン記念！
KANKU CLUBKANKU CLUBカード・カード・JAL/ANAJAL/ANAマイレージカード・おサイフケータイを使った空港間スタンプラリーイベントマイレージカード・おサイフケータイを使った空港間スタンプラリーイベント

「エアポート「エアポートICICラリー」実施！ラリー」実施！

第２滑走路オープン記念！
KANKU CLUBカード・JAL/ANAマイレージカード・おサイフケータイを使った空港間スタンプラリーイベント

「エアポートICラリー」実施！

ルック
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インターンシップ合同オリエンテーション開催！

　6月30日（土）南大阪地域大学コンソーシアムは「さかい

新事業創造センター」多目的会議室において、「インターン

シップ合同オリエンテーション」を実施しました。このオ

リエンテーションは、インターンシップに参加する学生の

責任感や意識を高めることを目標に本年度で４回目の実

施となり、今回は参加学生33名が参加しました。当日は、

受け入れ企業代表として、㈱シティホテル青雲荘の杉林代

表取締役および、堺市総務局人材開発課 奥野課長補佐に

よる、『受け入れ側が求める学生像』や、実際の実習に当たっ

ての注意点、要望や、取り組む姿勢について等のお話に対し、

学生達は神妙に聞き入っていました。

　次に昨年度インターンシップ実習に参加した和歌山大

学４回生の加茂洋平さん、帝塚山学院大学４回生の執行未

央さんの２人が実習で感じたことや体験談などを語って

くれました。とくに、実習先での失敗や、その失敗を繰り返

さないためにしたこと、など実習以外でも参考になるよう

な内容で、学生たちにとって有意義な内容でした。

　休憩後の第２部では、ビジネスマナー講習が行われまし

た。講師の甲斐美帆（㈱アクティブ・リード）先生の歯切れ

の良い、迫力のある演習が行われ、インターンシップで求

められる基本態度や身だしなみ、感じの良い挨拶とお辞儀

や言葉遣いなど、実技を交えた講習が行われました。講習

を通して、インターンシップ実習生であってもその実習期

間中は社会人として恥ずかしくない行動をとり、その企業

の構成員であるという心構えを持って実習に参加をして

もらいたい、との先生の思いが伝わる講習会でした。最後

に参加学生一人ずつインターンシップ実習に参加する心

構えを大きな声で発表し講習会の幕を閉じました。

　インターンシップ実習のような体験型学習は最近、多く

の大学の教育プログラムでも取り組まれてきており、南大

阪地域大学コンソーシアムでのインターンシップ事業に

参加する学生が減少してきていることは否めませんが、コ

ンソーシアムとしても、新たな参加企業を開発するなど、

堺市と協調して今後も就労意欲のある人材を輩出してゆ

きたいと思います。

【KANKU CLUBカードカウンター】

関西国際空港　旅客ターミナルビル２階北

TEL : 072-455-2092（7:00〜23:00）

◆実施期間：2007年10月17日〜2008年3月31日

◆ラリー端末設置空港：関西国際空港、羽田空港、新千
歳空港、福岡空港、那覇空港

・チェックインカウンターで航空会社へお預けになる荷物に

危険物、未現像フィルムを入れないでください。 

・出発予定時刻30分前までに搭乗ゲートまでお越しください。 

インターンシップ体験記

和歌山大学システム工学部

4回生　加茂洋平

　「三和電子サーキット株式会社 美原

工場」へ２週間インターンシップに参

りました。この研修では、特に報告・連絡・

相談の大切さを知りました。

　また、自分に与えられた仕事を責任を持ってやり遂げること

の大切さを知り、期限までにやり遂げることによって得られる

信頼の大切さを感じました。このインターンシップで社会人と

しての基本的な事柄を得ることが出来た、と考えています。参

加することができて本当に良かったです。

帝塚山学院大学人間文化学部

４回生　施行未央

　「株式会社 堺ファーム ハーベストの

丘」でインターンシップを体験させてい

ただいた10日間では、多くのことを吸

収することができました。何事もお客様

の立場に立って考える社員の皆さんの姿勢は今後の私の目標に

なりました。また１日１日の仕事内容を細かくメモを取り、振り

返る事は、その日の反省点から次の課題・工夫を生み出す大きな

効果を持つ行為だ、と言うことに気付けたことも大きな収穫の一

つでした。インターンシップは接客業の魅力、そして厳しさを学

ぶ私にとって大変貴重な体験でした。

10月1日（月）より、国際線チェックイン時にお客様が航空会社へ

お預けになる荷物の検査を「インライン検査方式」に変更いたし

ました。これにより、チェックインカウンター前で行われていた

受託手荷物検査がなくなりました。

インライン検査方式とは、お客様がチェックインカウンターで航

空会社に荷物をお預けになった後にコンベヤで荷物を搬送しなが

ら高性能の検査装置により検査を行う方式です。

■国際線のチェックイン時にお預けになる荷物の検査
方式が変わります

検査方式の変更に伴い以下の点にご注意ください。

　10月17日（水）から、関空第２滑走路オープンを記念して関

空と国内主要空港を舞台にした「エアポートICラリー」を実施

します。関空＝羽田／新千歳／福岡／那覇の各路線に搭乗し、

KANKU CLUBカードやおサイフケータイ、JAL/ANAマイレー

ジカード（IC機能/E��機能付き）をお持ちのお客様であれば、

どなたでも参加できる新しい感覚で楽しめるスタンプラリーです。

　「KANKU CLUBカードカウンター」で簡単な登録をした後、各空

港に設置されたラリー端末にKANKU CLUBカードなどをタッチ

するだけ！たまったスタンプの数に応じて抽選

ができ、国内航空券等の素敵な景品が当たります。

詳しくは、関空ホームページをご覧ください。

http://www.kansai-airport.or.jp/



大 阪 大 谷 大 学

大 阪 芸 術 大 学
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東典幸先生とゼミ生一同

大阪芸大・芸術劇場

公演風景

学外公演の様子

学生記者による会員大学の突撃取材、第 5弾です。

今回は会員大学6校を紹介いたします。大阪大谷大学、

大阪芸術大学、桃山学院大学、和歌山大学、羽衣国

際大学、大阪女子短期大学ーそれぞれの大学の学生

記者が自慢の研究室をレポートしてくれました！

東研究室

舞台芸術学科・音響効果コース研究室

取材記者

嶋 珠希、山本麻実
芸術学部 舞台芸術学科
音響効果コース３回生

http: / /www.osaka-ohtani .ac. jp/

http://www.osaka-geidai.ac.jp/

取材記者

岩井沙織
教育福祉学部
教育福祉学科４回生

　私たち「東

（あずま）ゼミ」

には国語科専

攻の学生が

集っています。

ゼミ生の大半

が中学校・高

等学校の国語

科の教員免許

状取得を目指す面々です。毎週のゼミナールの授業で

は一つの課題や作品を決めて、それについてみんなで

研究し討論し合うスタイルをとっています。ゼミのメ

ンバーはとても個性豊かで、毎回十人十色の意見が出

てくるのでとても刺激的です。

　特に今年は、ゼミメンバーの卒論内容を、週替わり

にみんなで研究し１時間みっちり質疑応答・意見交換

をやることにしました。担当者より深くするどい意見

が続出するので、誰の卒論テーマだったのかわからな

くなることもあるほどです。

　そんなゼミメンバーは、勉強だけでなくプライベー

トでもとっても仲良しで、メンバーや先生の誕生日会

も行い祝い合います。そして、そんな時には、我がゼ

ミの最大の特徴である「タロット占い」がはじまるの

です。東ゼミの最大のイベントです。占い師は、私た

ちの大いなる師、東先生です。先生のタロット占いは

趣味の領域を越えているというのが、もっぱらの噂で、

このようなイベント以外の時にもまたゼミ生でなくても、

先生の研究室に足を運ぶ人が跡を絶ちません。　

　このように先生と学生の距離が非常に近く、またい

ろいろな相談にも親身になってくださるので、ゼミ生

の私たちは安心して、お互いに支え合いながら、多く

のことにチャレンジする意欲・積極性を持つことがで

きるようになったのだと思います。

　恒例の学外公

演が、大阪はシ

アター・ドラマシ

ティ、名古屋は

中日劇場で今年

も上演されまし

た。作品はＷ・

シェイクスピア

原作「夏の夜の

夢」から、「恋や恋、ちかつあすかの、恋へんげ」

です。演技演出・ミュージカル・舞踊・照明ă美

術 ă音響の６コースの３回生が一丸となって取り

組みました。今は大阪公演に続き名古屋公演も

無事終了し、ほっとしています。今日は、私たち

を指導していただいている清原嘉一先生にお話

しをお伺いしました。

　大事なのは「音」に演技をさせること、また

演技の出来る「音」を作ること、そして脚本解釈。

これらを身をもって体験し学ぶことが、このコー

スの目標と、常々先生は仰っています。総合芸

術である舞台創作は、６コースが持てる力をお

互いに出し切った時に初めて成立すると教えら

れます。私たちには「芸術劇場」という立派な

創作の場があります。本当にめぐまれた環境で

学ぶことが出来ます。基礎知識から実践まで、

第一線で活躍中の先生から細かく指導して頂い

ています。その中でも３回生担当の清原先生は

大変です。学外公演で舞い上がる私たちの交通

整理や、ともすれば学んだことを忘れて暴走す

る私たちに活を入れていただいています。でも、

いい舞台を作る思いは、先生も学生も一緒です。

黒のＴシャツ、ジーンズ、スニーカーが「音響

効果」のスタイルです。先生と学生が仲良しです。

年齢の差もありません。本気で怒鳴りあい、笑い、

泣き？ます。

　今日も、すばら

しい舞台をめざ

して稽古は続い

ています。
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岸本裕一先生と一緒に

中村太和先生と木の鞄です！

取材記者

岡　宏美
経済学部
経済学科２回生

桃 山 学 院 大 学岸本研究室

取材記者

中西妙子
経済学部市場環境学科２回生

永西季衣
経済学部経済学科２回生
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　岸本教授が教える

流通論は、受講者が

1000人を超えるほ

ど人気の講義だ。講

義ではエンタテイメ

ントについて深く掘

り下げて講義してい

る。『人生はエンタテ

イメントだ!!』岸本教

授はこう語る。『日々追われているなかにもエンタテ

イメントはあります。私の求めるエンタテイメントと

は、単に面白いだけではなく他者との関係、つまり人

との関わりのなかでプロデュースを必要とします。一

人でエンタテイメントしても面白くありません。それ

を他者に広げて共感を得る事が大切です。エンタテイ

メントを学びながら、まなびのエンタテイメントを学

ぶ。私はそういった講義に人生をかけています。』

　そんな岸本教授は、昨年10月「くいだおれ太郎の桃

山学院大学1日入学」という企画をプロデュースした。

あのくいだおれ人形が大学にやってくるということで、

多くの人々の関心をひき、テレビ取材もあった。また、

市民公開特別シンポジウム『食はエンタテイメントだ!!』

では座長を務め、食におけるエンタメ性の実現につい

ても深く議論しました。『大学の講義に求められるも

のは学生の知的好奇心をかきたて、新たな想念を誘発

することだと思います。実際に講義をしていくなかで、

学生の「気づき」を何発も誘発できなければ、私にとっ

ては充実した講義だとはいえません。相互の立場を理

解しながら、お互い学びあうことが大切です。』

岸本教授への 3 つの質問☆

①オフの日の過ごし方は？

オフというオフはほとんどありません。仕事をしな

がら休んでいるという感じ。海外出張のある仕事は

大好き。44ヶ国289回海外を旅してきました。

②今後やってみたいことは？　

週 1 程度でラジオの番組を持ちたい。また、テレビ

のコメンテーターもやってみたいですね。

③生徒にとってどんな教授でいたいですか？　

学生との出会いは宝です。一人一人を大切にしたい。

また、かつての学生(OB・OG)と飲んだり遊んだり(笑 )

彼らとは今でも交流しています。私はそういうスタ

ンスでずっとやっていきたいと思っています。

　　　

〜取材を終えて〜

岸本教授はとてもオーラのある方で、大学では『キッ

シー教授』として親しまれています。教授の研究室

にはたくさんのエンタメに関する本があり、日々研

究されているようです。『エンタメとは何か』と聞か

れても、私はただ漠然に『楽しむこと』としか答え

が見つかりませんでしたが、教授の考えるエンタメ

とは、人とのつながりのなかで、みんなが一緒になっ

て共感できるものだということが、この取材を通し

て知ることができました。

和歌山大学の眺め

防災コミュニティから環境コミュニティへ

　中村教授のゼ

ミでは、環境と

防災を結びつけ

て研究している。

近年、東海・東

南海・南海大地

震の発生が予測

され、和歌山県

は大きな被害を

受けることになる。「巨大地震の場合、ライフラ

インを通した外部からの救援は長期間途絶する

ので、地域で自立したシステムを作っていかな

ければならない。地域資源を活用した自立シス

テムという点で、環境と防災は密接に関係して

いる」と教授は話す。

　ゼミでは「災害に強いキャンパスづくり」をテー

マに、自前で食料・エネルギー・水を確保する

システムを研究している。キャンパス内の食べ

られる山野草のマップづくりと調理、廃材を活

用した丸太コンロの開発、水の簡易浄化装置な

どを教員の防災プロジェクトチームと一緒に取

り組んできたが、現在は、高台で市内を一望で

きるという大学の立地条件を活かして風力・太

陽光の独立電源、��� カメラ、無線 LAN の統合

システム作りに取り組んでいる。

　教授の本来のテーマは「バイオマス（生物資源）

を活用した循環型社会」であり、菜の花栽培と

廃食油のバイオ燃料化、廃材を活用した新たな

製品づくりなどに取り組んできた。

　研究室には自作の木彫り、立ち木染めペンダ

ントなどが所狭しと並んでおり、木の鞄や財布

など珍しい物もある。「木の活用というテーマで

研究しているうちに、木のとりこになってしまっ

て」と教授は話していた。

　「環境問題とは、森林

を保全すること。日本

の人工林を守るために

は木を切ってきちんと

活用することが大事」

というのが教授の信念。

地域でさまざまなプロ

ジェクトに取り組み、

往復 40�� の通勤は自

転車、中越沖地震では

ただちに現地視察に入

るという「行動するエコロジスト」でした。

キッシー教授のブログ
http://kissy-entame.way-nifty.com/
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山中研究室羽 衣 国 際 大 学

取材記者

石橋直子、加々見早央里、西口佐
依子、根来肖香、宮本梨佳、谷口 舞

人間生活学部
人間生活学科食物栄養専攻２回生

古田真一先生と

山中博之先生

サンドブラスト作品

http://www.hagoromo.ac.jp/
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　学生主催の秋の大

学祭が近づいてきま

した。地域に開かれた

大学を目指してクラ

ス単位、クラブ単位で

の催しものを計画し

ます。産業社会学部の

中国留学生は手作り

で水餃子の屋台を例

年出店して評判をとっています。ダンス、軽音楽をは

じめ、お好み焼き、たこ焼き、豚汁など30種類ほどの

食券が販売されます。お孫さんの手を引いたご夫婦や

乳母車の赤ちゃん連れなど、在学生のご父兄も加わっ

てにぎやかな二日間になります。

　私たち人間生活学部の食物栄養専攻では、将来の管

理栄養士を目指して勉強していますが、専門性を活か

して健康展を毎年開いています。テーマは毎年変わり

ます。今年は「果物ă野菜と健康」「アルコールパッチテ

スト」「メタボリックシンドローム」「喫煙と健康」の

手作りの展示と解説、実演を行います。

　健康展の大教室の隣の小教室を使って私たちクラ

フト同好会（サンドブラストほか）の展示があります。

指導は山中博之教授です。長身でやさしく穏やかな紳

士です。食品学、食品加工学を講義されます。御専門

の１つは果実・野菜の収穫後の生理（ポストハーベスト）

です。たとえばアボガドやキーウィーは採取直後は

硬く、幾日か成熟（追熟）を待って初めておいしくな

ります。追熟過程を調べ

るには果実が発生する炭酸ガスやエチレンなどの複

雑な化学分析が必要とのことです。40余年の歴史を

もつ短大から四年制大学への改組転換の作業で、山中

先生は学科長としてご多忙だった折にも、先輩たちの

ために週に一度はサンドブラスト教室を開かれたと

聞いています。

　 サ ン ド ブ ラ ス ト は

別 名 エ ッ チ ン グ グ ラ

スともいわれ、コンプ

レ ッ サ ー で 加 圧 し た

研 磨 剤 を コ ッ プ や 鏡

な ど の ガ ラ ス に 吹 き

付 け て 絵 柄 を 付 け る

ものです。細かな切り

絵の作製、吹きつけ回数、

着色の工夫など学ぶことがたくさんあって奥深いと

ころに魅かれます。

　研究室の扉にはカレイの干物の暖簾（パッチワーク

で作られた）が架かっていて、期待が膨らみます。書架

には、木彫りの鴨やガラス製品が並んでいます。綺麗

なブランデーのボトルに目が惹かれますが、先生はお

酒として飲むのが目的ではなく、ケーキの香り付けに

使った後、ガラス彫刻の材料にされるのだそうです。

教室の先生方にうかがうと、山中教授の「ふわふわ」シ

フォンケーキは絶品だそうです。（私たちも作り方の

コツを教えていただきました。）農学博士の男性が、研

究のほかにケーキ作りや彫刻などの幅広い趣味を持っ

ておられることは驚きです。

　大阪女子短期

大学の図書館の

３ 階 に は 、先 生

方の研究室があ

ります。私は、「食

品加工学」や「食

品 と 微 生 物 」と

いう授業でお世

話になっていま

す、東尾先生に今日も質問に行きました。

　先生は、研究室よりも食品加工学実習室の隣に

ある準備室にいらっしゃることが多いです。そこ

には、今年の３月に作ったというヨーグルトの入っ

た試験管や、カビ、酵母や細菌を培養したと見ら

れるシャーレなどがあります。ヨーグルトには乳

酸菌が多いのでそのままでも、形状がさほど変化

することはないそうです（勿論、食べませんが）。

　先生は微生物を用いた実験が大変お好きで、ご

自身で完熟したブドウから野生酵母を分離し、そ

の酵母がパン作りに適しているかどうか実際に

その酵母でパンを作られたり、紀州醤油の製法に

よる、開放式発酵タンクを使い長期にわたり自然

発酵させた醤油の細菌を分離し、同定（どのよう

な菌か調べること）をされたりしています（和歌

山まで醤油を買いに行かれるそうです）。また、豆

豆支（中国の塩納豆：調味料として使用する）の中に

いる耐塩性の細菌を分離し、それらの性質につい

て検討されたり、ご自身で麹作りをされ、その麹

を用いて味噌や甘酒も作られるそうです。

　講義では加工食品の製造過程において、どのよ

うな製法が使われているか、そして、発酵食品で

はどのような微生物が関与しているかなどを学

んでいます。食品加工学実習では、先生もお好き

な発酵食品であるヨーグルト、カルピス、味噌や

梅干、ピクルスなどの漬物類とパン、そしてイチ

ゴジャムやマーマレード、コンニャク、豆腐など

日常生活でよく利用する物を作っています。身近

な食品についてより詳しく学ぶことができるので、

大変興味深いです。

　授業で疑問に思った点や自習で解からない点

がある時は、友達と東尾先生に質問に行きます。

先生は私たちの質問にいつも快く答えてくださ

います。しかし、答えてくださる時は、まず私達に

ヒントを与え、自分たちで答えを考えやすいよう

にしてくださいます。お陰で、記憶力だけでなく、

思考力も培われます。それに、日常生活と微生物

の働きについて結びつけて下さるので、理解しや

すいです。

　後期に入ると、麹作りに味噌、甘酒などより微

生物の働きが明確な発酵食品を加工することが

できるので、とても楽しみにしています。友達と

一緒に質問に伺いますので、また、よろしくお願

いします。

 

東尾志津子先生
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働く人たちの話を聞く子どもたち

話を聞き、考える姿勢も学ぶ

キャリア教育、最終年度が始まる

W��紀要、創刊準備中！

『パーラメンタリーディベートセミナー��関西2007

〜キャリア育成を視野に入れて〜』が開催されました！

　自律化が求められているコンソーシアムのキャリア教育は、

今年度様々な団体・プロジェクトとの連携を進めています。

10月３日（水）には日本英語交流連盟(ESUJ)と日本パーラメ

ンタリーディベート連盟関西（JPDU）と共催でパーラメン

タリーディベートセミナー��関西2007を無料開催しました。

　これは、元々ESUJが大阪府立大学で2002年度から英

語ディベートの理解を促進させるために開いていたセミ

ナーですが、今年度はコンソーシアムのキャリア教育とタッ

グを組み、そもそもディベートもキャリア育成や社会人

としての基礎的な力の育成方法であることを、社会人の方々

をパネリストにお招きし、実体験を持ってお話いただき

ました。

　その後、英国人トップディベーターによる、本格的な英

語ディベートを体験、ディベートのおもしろさにクロー

ズアップしたものとなりました。

　経済産業省「地域自律・

民間活用型キャリア教育プ

ロジェクト」が始まって 3

年目となりました。堺市教育

委員会、商工部、株式会社

シマノ、アルスコーポレー

ション株式会社、株式会社

ネクステージ等、関わるす

べての方に改めて御礼申し上げます。

　手探りではじめた 17年度を考えると、このプロジェク

トは小・中学生への効果はもちろん、授業をする学校の

教員、それに学生トレーナー、サポーターとして関わる

コンソーシアムの学生にとっても非常に教育効果の高い

ものであることに確信を持てるようになりました。

　今年度は最終年度として、そういった実践の中で得ら

れた子どもたちの成長と手ごたえを誰の目にも分かる形

にするために、キャリア教育の効果測定と理論構築を行

う研究会を、堺市教育委員会・学校現場の先生方・プール

学院大学の中島智子教授、西道実教授にご協力いただき

立ち上げました。

　この研究会を通して、「キャ

リア教育とは何か」について

共通理解ができる定義を堺市

から全国に発信したいと考え

ています。

　もちろん今年度も学校での

実践もさらに充実をはかりま

す。全国で唯一の幼稚園での

キャリア教育実施、大阪市内での実施など、自律化にむ

けて今年度もパワーアップしていきます。

　皆さんの大学にも紀要という論文集があると思います。

その大学に所属するメンバーが学術的な様々な分野につ

いて自由に論じる場です。同様に南大阪地域大学コンソー

シアムでも紀要（���版）の創刊に向けて準備をしてい

ます。

　まず執筆者については、加盟大学の教員・職員・学生さ

らには卒業生など本コンソーシアムに関係する皆さんを

幅広く考えています。教員の方は学会誌や紀要など発表

の場は多数ありますが、職員の方や、学生の方が単独で執

筆するのは敷居が高いかもしれません。また関連する企

業や自治体の方にとっても事情は同じではないでしょうか。

本紀要では執筆される方の対象をなるべく幅広く設定し

ようと考えています。

　また対象となる内容については、大学紀要に掲載され

るような学術的論文はもちろんのこと、職員の方が大学

で実践されたFD・SDといった事例や、本コンソーシアム

で実施した単位互換・インターンシップ・学生クラブアク

トといった様々な事例の報告などこちらも幅広い分野を

扱い、一般の”紀要”ではなかなかカバーしきれない範囲

を目指す予定です。

　ところで大学コンソーシアムの勢いはますます強まっ

ているようです。日本各地にコンソーシアムの輪が広がり、

870団体、学生数は188万人にも及ぶそうです（第４回全

国大学コンソーシアムシンポジウムより）。その流れの中

で、コンソーシアムそのものについて考える、いわば”コ

ンソーシアム学”とでもいうべき内容についても将来は

扱えたらと考えています。

　今のところコンソーシアムとして紀要を発行している

ところはありません。似たとりくみとしては、山形大学と

大学コンソーシアムやまがたが、「学術成果発信システム

やまがた（ゆうキャンパスリポジトリ）」を準備し、各機関

で作成された様々な媒体の教育研究成果を一元的に検索

できるシステムを構築しています。この考え方

を一歩進めて、本コンソーシアムが独立した

紀要を持つことにより、数あるコンソー

シアムの中で独自性を発揮するため

の一助となり、また本コンソーシア

ムの魅力を日本全国に発信できると

考えています。



カリフォルニア大学エクステンション

第4回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムの報告

ベンチャースクール2007開催

　平成19年9月15日（土）・16日（日）の２日間、広島修道大学に

おいて、「連携の意義を問う」をテーマに全国大学コンソーシア

ム協議会主催の第4回全国大学コンソーシアム研究交流フォー

ラムが開催されました。南大阪地域大学コンソーシアムでは、

前回同様に、ポスターセッションと分科会に参加、第１分科会（単

位互換を中心とした大学間連携）では事務局の田中宏一氏より

「単位互換とセンター科目について」の発表、第3分科会（大学コ

ンソーシアムを中心とした地域学への取り組み）では大阪府立

大学教授の小股憲明氏より、『南大阪地域大学コンソーシアム

における地域学への取り組み〜大阪府立大学「堺・南大阪地域学」

（副専攻）を中心に〜』の発表がなされ、その取り組みに参加者

から多くの関心が寄せられました。

南大阪地域大学コンソーシアムの会員になりません

か？本コンソーシアムは、南大阪地域の大学や大学

関係者の皆さまの参画により運営されています。大

学相互の連携や地域社会の発展に向けた事業に参画・

協力ください。 

会員区分：団体会員（年会費25万円〜70万円）

              個人会員（年会費1万円）

              賛助会員（年会費1口5万円から） 

特定非営利活動法人  南大阪地域大学コンソーシアム

ニュースレター第12号（2007年10月1日発行）

発行：特定非営利活動法人　南大阪地域大学コンソーシアム事務局

〒591-8025 堺市北区長曽根町130-42 さかい新事業創造センター1階

T E L :(072)258-7646
FAX:(072)258-7641
��� � :�		 ���@�����-�� ����.��

URL:����://���.�����-�� ����.��


☆あっと言う間の半年でした（あ）☆例年より一ヶ月遅れの発行となりま

した。楽しみにされていた方申し訳ありませんでした（う）☆今年は、UC、

留学生サミットと、国際色が豊かです（ん）

- 8 -

　本年度も堺市主催、大阪府立大学・堺商工会議所・㈱さかい新

事業創造センター共催により、南大阪地域における創業の促進

を支援するため「ベンチャースクール2007」を開催しています。

南大阪地域で優れた起業家やビジネスマンを輩出するため、平

成19年10月13日〜11月10日の各土曜日に12講座を開設し、

起業に不可欠な事業コンセプト、ビジネスプラン、資金計画など

の基礎知識を学ぶための講義や、起業後必要な会計処理の方法、

税金などを体験談や具体的な事例を交えたプログラムで学び、

全講座を受講すれば事業計画書ができる仕組みになっています。

　10月20日には、(有)クリエイティブスタジオ凛の代表取締役

社長・恵夕喜子さんの「仕事も結婚も子育ても諦めたくない女

性の働き方！それが起業だ」という女性対象の特別講座が、また、

シニア対象の「団塊世代の再チャレンジ 60歳代生き方を目指

して」が開講されました。講座で作成した事業計画書は、２月に

実施される「さかい発ビジネスプランオーディション」の応募

にそのまま使用でき、グランプリ受賞者には、賞金の他、堺市創

業者支援資金融資対象となることをはじめとするビジネスプ

ランの実現に向けた支援が受けられます。本コンソーシアムも、

NPO法人さかい企業家応援団と協力してベンチャースクール

を開講しています。

グローバルパートナーシップスと教育プログラムの更なる発展に関する

全てのプロジェクトについて連携の可能性を検討開始！

　南大阪地域大学コンソーシアム

とカリフォルニア大学エクステン

ション グローバルパートナーシッ

プス（University of California Extension Consortium for Global 

Partnerships）は、アメリカ合衆国内の４つのカリフォルニア大

学キャンパス（デイビス、アーバイン、ロサンゼルス、リバーサイド）に

おける教育サービスの振興と提供に関する全てのプロジェクト

の可能性ならびに本コンソーシアムに加盟する大学における

教育プログラムの更なる発展に関する全てのプロジェクトに

ついて、相互で検討すること表明するため覚書を交わしました。

　覚書調印式は、６月４日（月）午後3時から桃山学院大学にて

執り行われました。調印式には、本コンソーシアム会員大学の

学長をはじめ、カリフォルニア大学コンソーシアム日本事務局

長である宮田悦雄氏（JTB地球倶楽部社長）、同プログラムアド

バイザー高瀬重臣氏らの他、株式会社さかい新事業創造センター

の小森隆一氏（事業統括部長）らが見守る中、松浦理事長とDr. 

GARY Ｗ. MATKIN（カリフォルニア大学・エクステンション・

コンソーシアム・グローバルパートナーシップス・学部長）がそ

れぞれ覚書にサインし、今後の共同、協力の可能性を探ること

を確認しあいました。調印式の後、参加大学とマトキン氏との

間で、具体的な連携プログラムや連携に期待することなどを中

心に、その可能性について意見交換を行いました。UC英語研修

プログラムから両組織間における学生の相互交流、会員大学で

のUC講座開講、生涯学習関連プログラム、ビジネスコースなど、

多分野にわたるプログラムについて意見がだされました。

　覚書の調印はスタートに過ぎず、具体的なプログラムが動き

出して初めて交流が始まります。現在、春期UC短期語学研修プ

ログラムの実現に向けて、調整が始まっています。今後、個別大

学プログラムも含め、具体的な連携プログラムが実現できるこ

とが期待されています。

包括
協定
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