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しています。
　こうした中、150周年を迎える20年後
の世界を見据えて学園の理念に立ち返り、
「どのような人材を育成し、どのような学
園を目指すのかを全構成員が考え、行動
するための指針」として昨年11月に策定
したのが「Kandai Vision 150」（左下
図参照）です。

■ビジョンに込められたメッセージ

　ここで描かれているのは単なる到達目
標ではなく、「多様性の時代
を、関西大学はいかに生き
抜き、先導すべきか」という
大きな問いと、「教育」「研
究」「社会貢献」「組織運
営」の4つのサブテーマから
なる問い（1）です。
　関西大学はこのビジョン
の中で、「予測困難な時代
にあって、未来を問い、自由
闊達な対話を重ね、答えを
模索し挑戦し続ける姿こそ
が、関西大学の目指す将来
像である」という行動指針
を示しました。その基本的
な考え方は昨年4月、日本
経済団体連合会が政策提
言『今後の教育改革に関す

る基本的考え方』の中で指摘した、これか
らの時代に求められる資質・能力（2）ともリ
ンクしています。

理想を具現化すべく、学内外の異分野を
融合させ、「学の実化」を実践

　関西大学の特長は、異分野との協働を
通じて多様性の涵養を図る教育環境にあ
ります。文理融合学部である「総合情報学
部」や「社会安全学部」の設置をはじめ、
千里山キャンパスでは文系・理系10学部
が同じキャンパスで修学することができま
す。さらに、分野の枠を超えて融合したプ
ロジェクトや交流の場も活発に展開して
います。

■理工系学部と商学部の文理融合
　プロジェクト「AjiCon（アジコン）」

　なかでも、代表的な取り組みの一つと
して挙げられるのが、食品関連の開発を
行う文理融合プロジェクト「Aj iCon（ア
ジコン）」です。ここでは、理工系学部の研
究成果を基に、商学部の学生が企業関係
者や研究者、消費者との対話を通して事
業化に向けたアイデアを創出。化学生命
工学部と和菓子店が共同開発した「アス
リートのための冷凍お餅」など、数多くの
画期的な商品が生まれています。

150周年を迎える2036年を見据え
「Kandai Vision 150」を策定

　1886（明治19）年に設立された関西
大学は、学理と実際との調和を説いた「学
の実化」を学是とし、130年にわたって
「考動」、すなわち自主的に考え行動する
関大人を輩出。今日では3万5000人以上
の学生および生徒・児童を数え、43万人
の校友を擁する一大総合学園として発展

　実際に文系と理工系の学部の学生が
共同で実験を行い、試行錯誤を重ねて試
作品やビジネスプランを構築できること
は、同じキャンパスで学んでいる強みと言
えるでしょう。このように、関西大学での
研究成果と社会のニーズをマッチングさ
せたビジネスプランが、食品に関わるさま
ざまな課題を解決する一助となることが
期待されます。

■大学・学部の枠を超えた
　医工薬連携「KU-SMART PROJECT」

　さらに関西大学では、学部だけでなく、
大学の枠をも超えた医工薬連携である
「KU-SMART PROJECT」を展開。文
部科学省の平成28年度「私立大学研究
ブランディング事業」にも採択されていま
す。
　今日の超高齢化社会に必要な医療は、
治療と診断における患者さんの肉体的・
精神的・経済的負担を軽減することです。
　化学生命工学部の大矢裕一教授が率
いる同プロジェクトでは、関西大学で開発
された、環境に応じて自在に変化する材料
「関大メディカルポリマー（KUMP）」を
活用し、大阪医科大学との医工連携体制
のもと、現場の臨床医からのニーズに応え

る医療器材および治療・診断システムの
開発を目指しています。
　具体的には、関大メディカルポリマーを
設計・合成する材料化学者と、そのデバイ
ス化・システム化を実現する機械工学者、
現場の臨床医の三者間の垣根を取り払
い、3つのM（Materials, Mechanics, 
Medic ine）で研究成果をスムーズに実
用化。日本が、そして関西大学が得意とす
る「ものづくり」で、「人（患者と臨床医）に
届く」日本発の医療器材を開発し、未来医
療への貢献を目指します。

■産官学連携を推進する
　「イノベーション創生センター」誕生

　科学技術創造立国を標榜する日本では
国際競争力向上のためのイノベーション
の創出が求められています。創立130周
年記念事業の大きな柱として千里山キャ
ンパスに開設された「イノベーション創生
センター」は、自然科学、人文科学、社会
科学の枠組みを超えた本格的なイノベー
ションの創出拠点となります。
　同センターはまた、企業および省庁など
の外部機関との共同研究・受託研究をよ
り強く推進することを目的としており、企
業の研究部門などを積極的に誘致して、
教員・学生が企業・研究機関の人々と交
流できる機能を備えます。
　また、産学官連携・共同研究拠点とし
て先導的な研究成果を世界に発信すると
ともに、教職員・学生の起業やベンチャー
ビジネスを促進することで、インキュベー
ション機能やベンチャー支援機能をも兼
ね備えることが期待されています。
　関西大学は、こうした研究者、技術者と
の共同研究等を通して、創造的かつ革新
的な研究成果を社会に発信していく「ハ
ブ大学」を目指します。
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「この伝統を、超える未来を。」
130年に及ぶ伝統への自信と
未来への変革の決意のもと、
20年先の150周年を見据え
より輝ける「未来」を志向する
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医工薬連携「KU-SMART PROJECT」

　1886（明治19）年に設立された、わが国屈指の私立総合大
学である関西大学は「学の実
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」を学是に掲げ、高度化・複雑
化が進む社会の課題解決に貢献してきました。
　こうした中、創立130周年の節目を迎えた2016年11月には、
20年後の世界における学校法人関西大学の将来像を描いたグ
ランドデザイン「Kandai Vision 150」を策定。あらゆる領域
でボーダーレス化が加速する「多様性の時代」を生き抜き、先
導することのできる、「考動力」と「革新力」を備えた人材を
育成するための大学改革を推進していきます。

20年後を見据え、さらなる充実・発展を目指す
行動指針「Kandai Vision150」を策定
多様性の時代を生き抜き、先導する人材を育成
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⑴  「Kandai Vision 150」
 全体の将来像
【テーマ】
　 多様性の時代を、関西大学はいかに生き
抜き、先導すべきか

【サブテーマ】
○ 教育 ： 変化を続ける社会に、関西大学は
いかなる人材を送り出すべきか

○ 研究 : 学の真価を問われる時代に、関西
大学はどんな知を提示できるか

○ 社会貢献 ： 社会貢献の在り方において、
「関大らしさ」はどこにあるか
○ 組織運営 : より柔軟で堅牢な組織となる
ために、関西大学はどう変わるべきか

⑵ これからの時代に求められる
 素質・能力
▼ 自ら課題を設定し主体的に解を見出す能
力、自らの意見を論理的に発信する力、外
国語によるコミュニケーション能力、リベ
ラル・アーツ、多様性を尊重して他者と協
働して事業を遂行する能力
▼ 理工系であっても人文社会科学系を含む
幅広い分野の科目を学ぶことや、人文社
会科学系であっても、先端技術や理数系
の基礎的知識を学ぶこと

▼ 質の高い情報を取捨選択し、情報を課題
解決のために使いこなす情報活用能力

（日本経済団体連合会『今後の教育改革に関
する基本的考え方』より）

3つのM（Triple M）で人に届く

KUMP : 3M for 3H Materials, Mechanics and Medicine for
Human Health and Happiness

目標

「成長する」心臓パッチ 分解して伸びるポリマーシート

「吸収される」ステント 温度で拡がるポリマー

「癌に届く」制癌剤 癌を見分けるポリマーナノ粒子

「内視鏡で使える」癒着防止材 体内でゲル化するポリマー

「骨に届く」骨粗鬆症薬

○「ひとに優しい」低侵襲・非侵襲の診断・治療
○診断・治療システムのスマート化

骨に結合するポリマー

「再生する」軟骨・半月板 超高強度分解性ポリマーゲル

実現するKUMP

関大メディカルポリマー
高分子材料化学 ［Materials］

デバイス・システム化
機械工学 ［Mechanics］

臨床応用
医学 ［Medicine］

Materials Mechanics Medicine

○2018年度入試のポイント
　①経済学部・政策創造学部で英語外部試
験利用方式を導入。②政策創造学部・人間
健康学部の一般入試「全学部日程」で3教科
型〈同一配点方式〉を導入。③理工系学部の
一般入試「全学部日程」で3教科型〈理科設問
選択方式〉（2科目型・理科重視）を導入。④政
策創造学部のセンター利用入試「センター前
期」で4科目型・6科目型を導入。⑤システム
理工学部・環境都市学部のセンター利用入試
「センター中期」「センター後期」で3科目型・
4科目型を新設（センター中期は個別学力検
査「英語」の受験が必要）。⑥札幌から鹿児島
まで、全国29都市で受験可能。⑦個性を生
かせる入試の出願がインターネット出願に。
※ 詳細は関西大学入学試験情報総合サイト「Kan-Dai 
web」でご確認ください

Kandai Vision 150

全体の将来像
『めざすべき関大人像』『めざすべき学園像』

学校法人関西大学の将来像（２０年）

今日的に解釈し将来像として提示

学園の
理 念

（普遍的理念）

建学の精神

正義を
権力より護れ

学　是

学の実化
学理と実際との調和、
国際的精神の涵養、

外国語学習の必要、体育の奨励（　　　　　　　　）●ステークホルダー
が共有する方向性

●社会に向けた
メッセージ

教　育

社会貢献

研　究

組織運営

「学校法人関西大学の将来像（２０年）」の実現に向け、
前期10年のめざすべき方向性を示したものを
「各分野の政策目標（１０年）」と位置づける。

20年後
2036

10年後
2026

現　状
2016

各分野の政策目標（10年）

❶教育（大学・大学院）　❷教育（併設校）　❸研究・社会連携　❹国際化
❺学生の受入れ　❻学生支援　❼就職・キャリア　❽組織運営

将来像を補う
数値イメージ


