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月の初就任から２

期目を迎える運びとなりました︒

大阪経済大学の学長として３

また︑最近は学外コンテストや︑

リは今年で７回目を迎えました︒

会であるＺＥＭＩ︱１グランプ

水準にまで戻ってきています︒

ーマンショック以前の ％近い

連携と指導により︑就職率がリ

２０２２年
︵創立 周年︶に向け

全 学 的 な 再 編 に 関 し て は︑

共通教育︶
﹂を重視していきたい︒

して今後も歩んでいくべきだと考

名弱の﹁都市型中規模大学﹂と

２０００名まで︑全体で８０００

く飛躍させたいと考えています︒

により︑学生たちをさらに大き

した︒そして３期目のジャンプ

力や活動力は着実に伸びてきま

地固めに注力し︑学生たちの学

６年間は︑教育内容充実などの

たります︒ホップ・ステップの

ジャンプ﹂の﹁ジャンプ﹂にあ

決意を新たにしています︒

後も重責を果たしていきたいと︑

教職員の皆様のご協力を得て今

期６年を務めた成果を踏まえ︑

た芸術系の部員が駆けつけ︑大

︑
出場する重要試合などに︑チア ﹁自 由﹂と は﹁多 様 性 の 尊 重﹂

近では準硬式・硬式野球部やラ

ついてきていると感じます︒最

行動する社会性が少しずつ身に

人や大学︑地域などを意識して

マナーに関しても︑まわりの

兆しが見られます︒

内向きだった学生たちに変化の

ミ単位の活動が多様化し︑やや

などにチャレンジするなど︑ゼ

方創生プロジェクトや商品開発

企業・官公庁などと連携した地

は考えます︒また本学が掲げる

リーダー部や吹奏楽総部といっ ﹁融和﹂とは﹁共存共栄﹂だと私

グビー部などの体育会クラブが

教育理念﹁人 間的実学﹂におい

が模索されている時代における

感じています︒新たな社会構想

紀的に発展させる必要があると

神である﹁自由と融和﹂を 世

１００周年に向けて︑建学の精

す︒そ の た め︑創 立

周 年・

ちと協働する力﹂が求められま

解を見いだす力﹂︑﹁多様な人た

学力や技能だけでなく︑
﹁自らが

の日本や世界で生き抜くには︑

転換しつつあります︒これから

今︑時代や社会状況は大きく

都市部大学の定員・実員比率抑

１・ 倍です︒文科省の進める

７７３０名で︑定員・実員比率は

収容定員は６３８０名︑実員は

していきます が︑現在︑本学の

再編と連動した定員増も実施

める予定です︒

などを踏まえた学部再編をすす

化・心理や健康スポーツの隆盛

代の潮流であるメディアの多様

の開設も必要です︒さらに︑時

の教育には必須で︑政策系学部

ルな政策立案能力の育成も今後

せん︒またグローバル＆ローカ

法学系の学部の新設は欠かせま

系の総合大学﹂をめざすうえで︑

ていきます︒本学が﹁人文社会

て︑法学系の学部新設を検討し

係各位の︑更なるご支援とご尽

きます︒教職員の皆様はじめ関

協力し︑迅速な改革を進めてい

定などに関して理事会と緊密に

を醸成し︑第５次中期計画の策

見を尊重しながら強い信頼関係

済大学の学風を培っていきたい︒

ろう﹂と頑張れるような大阪経

ちが﹁プロになろう︑一流にな

大学Ｎｏ ．１﹂をめざし︑学生た

ています︒
﹁経済・経営系の私立

大学全体の雰囲気も変化してき

力・実力が見違えるほど上がり︑

使 っ て い ま す︒学 生 た ち の 学

ッショナル﹂という言葉をよく

えます︒

２０１０年

私は学長に就任後︑一貫して

学全体が一致団結して応援する

分にウェイトを置き︑実学に加え

ても︑今後は﹁人間的﹂という部

でいえば︑
﹁ホップ・ステップ・

て﹁リベラルアーツ
︵教養／全学

制の方針も考慮し︑最大１学年

力をお願いいたします︒

今後も各学部教員の皆様の意

最近︑私は﹁大経大プロフェ

﹁ゼ ミ の 大 経 大・マ ナ ー の 大 経

就職に関しても︑進路支援セ

傾向をうれしく思っています︒

３期目というのは︑三段跳び

大・就職の大経大﹂を主張し続

ンターとゼミ担当教員の緊密な

高松

京都

米子

和歌山

右記の日程を予定しております︒

午後の部
対象学部：経営学部、情報社会学部、
大学院経営学研究科、
大学院経営情報研究科
場
所：70周年記念館フレアホール
日
時：2017年3月18日
（土）
13:00〜（入場は12:30〜）

● 学生・保護者の方用の駐車場がありません。車でのご来場はご遠慮ください。
● 収容人数の関係で、保護者の方は式場内へお入りいただけないこともあります。あらかじめご了承く
ださい。なお、同館3階の教室において、式典の模様を同時放映いたします。

︵４面︶ 世代女性活躍プロジェクト

︵３面︶大樟会だより

︵２面︶大学院紹介

︵１面︶学長就任 〜学長からのメッセージ〜

2016年度大阪経済大学 卒業式・学位授与式を下記のとおり挙行いたします

教育懇談会 のお知らせ

岡山

日

大阪

土

受付 10:00〜

土

▶ホテルグランヴィア和歌山

日

受付 10:00〜

7. 9

受付 10:00〜

土

▶未定

7. 8

受付 10:00〜

土

▶国際ファミリープラザ

総務部総務課 （06）6328-2431㈹

大阪経済大学

お問い合わせ

德永光俊

けてきました︒教育ではゼミに
重点を置き︑その成果発表の機

▶JRホテルクレメント高松

7. 1

受付 10:00〜

6.25

受付 9:30〜

6.24

午前の部
対象学部：経済学部、人間科学部、
大学院経済学研究科、
大学院人間科学研究科
場
所：70周年記念館フレアホール
日
時：2017年3月18日(土)
10:00〜（入場は9:30〜）

学長
大阪経済大学

▶岡山プラザホテル

︵５面︶ 歳からのメッセージ︑ＦＤ通信

17 3

︵６・７面︶広報隊 学生編集ページ

〝なんかおもろい〟まち東淀川 他

︵８面︶関西産業観光博覧会︑

面︶

︵９面︶ DAIKEIDAI PRIDE STUDENTS
︵ 面︶ DAIKEIDAI PRIDE CULTURE
教職 KAWARABAN
DAIKEIDAI PRIDE SPORTS

︵ ・

12

９０

▶大阪経済大学

卒業式・学位授与式のご案内

10

９０

９０

6.17
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創立90周年に向けて
新たなジャンプの年に

経済学研究科／博士前期課程・博士後期課程
大隅キャンパス

望教員と事前面談を行い︑
入学後のミスマッチの解消
に務めています︒ベーシッ
クコースの入試では︑専門
知識を要求せず︑研究に必
要な基本的な文章を読み︑

経済学研究科にはさまざ

企業や行政で活躍する方々 ており︑地域の商工会議所

務員をめざす方の試験準備︑ まな領域の研究者が在籍し

る具体的な学習目的は︑公

めの取り組みで︑想定され ています︒

学生を全面的に応援するた 発揮してもらいたいと考え

ら本気で学びたい社会人や 導教員の元で最大限実力を

コースは︑経済学の基本か 院に来る人々に︑最適な指

新設しました︒ベーシック 時間的制約がある中で大学

て﹁ベーシックコース﹂を を採用しています︒経済的︑

のほかに︑三本目の柱とし 書く能力を問うという方式

ベーシックコースを開設し ︑
幅広い人材の学ぶ意欲を 支 援 す る

経済学研究科長
クがあります︒学ぶ中で︑

の再学習︑能力向上などで などとも強固なネットワー
す︒

経済学研究科は︑博士前 究の長い伝統に裏打ちされ

者養成︑税理士養成の各コ 据える力を養ってほしいと

見直しを行いました︒研究 関心の幅を広げ︑将来を見

小川 雅弘教授
コース再編にあたり︑経 仕事にとってプラスとなる知

期課程を２０１６年より︑ た﹁研究者養成コース﹂︑優
ースでは︑入試範囲を公表 思います︒

済学研究科では入試方法の 識を得るだけでなく︑興味

従来の４コース制から３コ 秀な税理士を輩出し続けて

成プログラムである税法務

経営学研究科は税理士養

みたい﹂
﹁自分が抱えている

方を客観的に見つめ直して

動機は﹁自社の経営のあり

れています︒入学者の研究

営トップから新人まで広範 に研究に励み︑大企業にな

究発表や質疑応答には︑経 済大学の使命︒仲間ととも

りたい﹂など様々です︒研 を元気にすることは大阪経

経営上の課題の解決法を探 特徴です︒関西の中小企業

ース制に改変し︑経済学研 い る﹁税 理 士 養 成 コ ー ス﹂ するほか︑出願前に指導希

研究のほか︑ビジネスに関

中します︒学生の皆さんは︑ 業をめざしてがんばる学生

フラットな立場で議論に熱 てほしいです︒強い中小企

海外からの留学生も加わり︑ 力︑独自性を大いに伸ばし

な肩書きをもった社会人に い発想力︑イノベーション

する実践的な研究に力を入

経営学研究科長

井形 浩治教授

普段組織内で抱えている自 に対し︑教員たちは専門家
分の課題を︑仲間と話し合 として惜しみないサポート
混迷が続き︑確固たる打

うことで客観的に見つめ︑ を行っています︒
新たな方策を探っていかれ

ます︒我々も積極的に疑問 開策が見いだせずに不安が
を投げかけ︑共に問題解決 募る今︑学ぶことは不安の
学生のなかに中小企業の 立脚点を確かにする大切な

の道筋を考えていきます︒ 中身を明らかにし︑自分の

社会人のニーズに応える多彩なアプローチ

経営情報研究科／修士課程

大隅キャンパス・北浜キャンパス

データ処理の力を伸ばし︑
問題解決能力を高める

っては︑経営情報研究科で

の学びがプラスになると考

えられます︒専門性の高い

理論に触れ︑研究仲間と議

論することで得られる生き

た知見は︑社員それぞれが

ータ解析力やＩＣＴ系スキ 柔軟な発想をもって知恵を

ルを伸ばす﹂︑
﹁データ解析︑ 出し合い︑全体最適を進め

事象の分析を通じて意思決 ていくことが求められる中

定︑企画立案︑マーケティ 小企業のような環境で︑大

大学院生は修了後も堅い

ング能力を伸ばす﹂という いに役立つと思います︒

３種に分類されますが︑い

ずれも課題を解決するため 絆で結ばれます︒現状を報

の情報処理能力を鍛えるこ 告し合ううちに︑新しいビ

ジネスが誕生することもあ

く力﹂を養うトレーニング での活動は︑人生をもっと

事とは別に﹁机上で考え抜 も達成感にあふれた大学院

特に社会人の方には︑仕 るそうです︒苦しいけれど

とを主眼としています︒

杉田 武志教授

経営情報研究科長補佐

で︑目の前にある問題の本 輝くものにしてくれると思

質を見つけてほしい︒それ います︒新たな知識を得た

経営情報研究科は︑経営 ズに応じて﹁企業財務分野 は︑ぶれない意見をもつた い︑知見を深めたい︑とい

セミナーも積極的に開催し

人間科学研究科の﹁臨床 ﹁臨床心理士﹂を養成してい

同時に臨床心理士の受験資 を担当するなど︑内部実習

るため︑院生は課程修了と 在学中に１人平均４〜５名

特に中小企業の方々にと ています︒

す︒

学︑情報科学系の科目を中 について深め税理士をめざ めの強い味方になるはずで う方のために︑公開講座や

心に多様な科目を開講して す人を支援する﹂
︑﹁ビジネ

心理学専攻﹂は︑人々の心 ます︒本院は公益財団法人

カリキュラムの大きな特 ス︒外部実習では週に一回

格を得ることができます︒ の充実度は国内トップクラ

います︒科目は学生のニー スシーンに必要とされるデ

の悩みに寄り添い︑さまざ 日本臨床心理士資格認定協

わたり︑幅広い分野の臨床

私たちは︑効率が重視さ

います︒

にご連絡いただければと思

けつけております︒お気軽

のご家族からのご相談も受

また︑本学の卒業生やそ

く来談されており︑院生は をめざしています︒

も多様なクライエントが多 視点を持った臨床家の育成

ントを行っています︒他に について考え︑見つめ直す

カウンセリングやアセスメ じっくりと自分や家族など

子どもと家族のための短期 れがちな現代社会において︑

障害や不登校などを含む︑

達相談サービス﹂で︑発達 ます︒

れているプログラムは﹁発 や将来の進路を見極められ

当センターが最も力を入 を学ぶことで︑自身の適性

受けます︒

の一般市民の方のご相談を 士の仕事の範囲は多領域に

ンター﹂では︑実際に地域 を体験できます︒臨床心理

研究科付属の﹁心理臨床セ 院臨床・福祉臨床の３領域

徴は︑豊富な臨床実習です︒ のペースで︑教育臨床・病

ま な 心 の 問 題 に 対 応 す る 会・第一種指定大学院であ

人間科学研究科長補佐

鵜飼奈津子教授

大隅キャンパス

人間を深く見つめる 専攻
臨床心理士の資格取得にも対応
人間科学研究科／修士課程

●合格者発表 全研究科共通…2017年2月28日
（火）

経営情報研究科…2017年2月19日
（日）
人間科学研究科…2017年2月19日
（日）

●試 験 日 経済学研究科…2017年2月19日
（日）
経営学研究科…2017年2月18日
（土）
、19日
（日）
※2

大学院入試日程

※１

●出願期間 全研究科共通…2017年1月10日
（火）〜18日
（水）
※1

2017年度

トップや︑そこで働く組織 方策です︒直近の課題を解
パンで先を見る目を養うた
めにも︑大学院という環境
が活かされることを願って
います︒

大隅、北浜キャンパスが学びのステージ！

大 学 院

2

外国人留学生入試は期間内必着、それ以外
の入試は締切日消印有効。
※２ 税法ゼミ希望者は2日間とも受験してくだ
さい。
税法ゼミ希望者以外は春季：2月18日
（土）
のみです。

〈春季試験〉

人が多いのも︑本研究科の 決する力とともに︑長いス

大隅キャンパス・北浜キャンパス

知識・理論を味方につけ︑
現場で生かせる学 び を 磨 く
経 営 学 研 究 科 ／ 修士課程

人生を、
ビジネスを、
もっと豊かにするために
紹 介

2
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2016年12月

3

平成 年

月
１０

日︵日︶︑大樟祭で賑わう母校キ

ンドボール選手権大会出

ドボール部︵全日本学生ハ

会は︑約 の支部・部会

本合唱コンクール全国大

メールクワィアー﹂
︵全日

保護者でつくる後援会と

が誕生した︒現役学生の

首長等︶による﹃樟政会﹄

派の政治家
︵地 方 議 員・

鳥取支部が再興し︑超党

したい︒この一年間に︑

活躍を田村会長が紹介し︑

が︑これらのクラブ等の

の試走のため欠席だった

日の本番に向け︑現地で

競技部選手らは︑ 月６

校選手権大会出場の陸上

した︒全日本大学駅伝対

盛大に開催された︒まず︑大樟会総会セレモニー

就職希望者の就職率が

︵別
連続の入試志願者増加や︑ の場が見直されている︒ ほ ど 退 任 さ れ た ６ 氏

就任の挨拶に続き︑４年 組み合う直接的な出会い って支部長を務め︑この べられた︒

同窓会の目的は①卒業生 掲︶に感謝状と記念品が贈 ラブ等の壮行会も行われ

援団副団長による演舞と

共に学歌・逍遥歌を唱和

続いて︑福田敏裕元応援

励の言葉を贈り︑各クラ

ーが退場︒セレモニーは︑

クに各クラブ等のメンバ

大学が生き残るためには︑ 会・部会合同交流会が開

事務局長が﹁少子化の中︑ へ 移 し︑

の挨拶として︑崎田洋一

述べて万歳三唱︒中締め

時から同期

をＤ館 周年記念ホール

めての試みとして︑会場

式の宴で︑各卒期︑各部

で乾杯︒懇親会同様立食

西良昌様︵ 回卒︶の音頭

よる美声が披露され︑国

さらにその後︑今回初 阪メールクワィアー﹂に

親会は幕を閉じた︒

全国大会に出場する﹁大

けての決意表明を行った︒ つつがなく終了した︒

ブ等の監督らが大会に向

隆造大樟体育会会長が激 吹奏楽総部の演奏をバッ

手を送った︒また︑山本 団副団長が演舞で応援し︑

年間にわたり東 健闘を祈り会場全員が拍

がＤ館 教室で開催︒式辞︑感謝状贈呈︑壮行会

％近くに及んだこと︑ゼ

同期会・部会合同交流会を実施し
和やかな雰囲気に包まれる

総会セレモニー終了後︑ るジャズ演奏が響く中︑

各テーブルで談笑が絶え

ず︑立食パーティ形式の

に会場を移してホームカ 宴もたけなわとなり︑大

ミングデー懇親会が行わ いに盛り上がった︒中盤

れた︒会場いっぱいに参 には全員参加のビンゴゲ

回

一正様
庫一様（ご欠席）
義行様（代理受領）
二郎様
通弘様（ご欠席）
巧様（代理受領）

た︒全国大会に臨むハン

③ステークホルダーとし

場︶
︑グリークラブＯＢと

壮行会

ての役割で︑最も基本と

在学生で構成する﹁大阪

を数えるが︑１００周年

会出場︶
のメンバーが入場

手を携え︑今後も大学を

支援したい﹂と呼びかけ

京支部長を務めた藤本二

が実施され︑全国各地から約５４０人の同窓生ら

このあと︑永年にわた 郎氏が代表して謝意を述

ームと言われている︒ネ た︒

が参加し︑会場は熱気に包まれた︒次に︑会場を

ミ活動などが学外で高く

１８０名が参加し︑快晴の街を眼下に望む会場で︑ ﹃ゼ ミ・マ ナ ー・就 職 の

時 分から学生会館２階

大経大﹄を推進︒３期目 しばし休憩をはさみ︑
は︑新学部・学科の創設
など全学的な組織再編を
進め︑都市型の中規模大
学として︑人文社会系の

さらに今年は︑大学ク

学生会館２階に移し︑ホームカミングデー懇親会

会合同交流会がＤ館 周年記念ホールにて行われ︑ ﹁こ の ６ 年 間︑一 貫 し て
参加者が和やかに旧交を温めた︒

大樟会設立１００周年に向け︑
１００支部を目指そう

総 合 大 学 を 目 指 し た い﹂ 加者が集まる中︑総務部 ー ム が 始 ま り︑次 々 に
と述べたうえで︑
﹁２０３

総会開会に先立ち︑物

２年の１００周年に向け︑ スタート︒まず︑佐藤理 が上がり︑豪華商品が贈

吹奏楽総部の演奏が行

われる中︑多くの同窓生 故者への黙祷が行われ︑

強化し︑①学生目線のき

挨 拶︒前 垣 吉 男 様
︵

最後に︑福田敏裕元応
め細かい教育︑②教職員

ることを祈念します﹂と

会長の司会によって総会 佐藤武司理事長が式辞を

が蔵元の賀茂泉酒造の
の意向尊重︑③人間的な 卒︶

事長が﹁楽しい一日にな られた︒

の高濱悠紀さんの司会で ﹁リーチ︑ビンゴ！﹂の声
らが続々と会場に集まり︑ 次いでグリークラブと参

午前 時から小林真人副 加者による学歌斉唱後︑ ﹃つながる力Ｎｏ ．１﹄を
述べた︒理事長は︑まず

なげていきましょう﹂と

感謝状を受けられた6氏

の組織化︑②母校の応援︑

周年を迎えた大樟

には１００支部・部会と

昨年

なるのが①の強化だろう︒

られ︑

１０
評価されている旨を報告︒

德永光俊学長は３期目 ット時代において︑肩を

めた︒

６０

德永光俊学長の３期目就

が始まった︒

ショ﹂のかけ声と共に鏡

１
１

中
橋本
平田
藤本
竹内
竹本

池田支部長
滋賀支部長
北大阪支部長
東京支部長
淡路島支部長
津山支部長

８０

が行われた後︑今年初の試みとして︑同期会・部

ャンパスで︑ホームカミングデー・大樟会総会が

２８

２
１

誠実さを尊重したい﹂と 菰樽で︑景気よく﹁ヨイ し︑山本隆造大樟体育会 会長が﹁同窓会の力をつ

１
１

任を報告し︑次に少子化

問 題 に 触 れ て﹁小 中 学 強く力を込めた︒

﹁大学の
次に︑田村正晴会長が 開きが行われた︒
皆様のさらなるご健勝を
祈って﹂という德永学長
の言葉で乾杯し︑会場は
和やかなムードに包まれ
た︒ そ の 後︑軽 音 楽 部
ＯＢで結成された﹁上新
庄オールスターズ﹂によ

卒業50年を迎えた32期生同期会

３６

て支援と協力を求め︑懇

来へ邁進したい﹂と述べ

欠︒この３つを携えて未

思いやる温かい心が不可

強さと賢さ︑そして人を

年連続で合唱コンクール

加した︒開会に先立ち２

性部会﹂のメンバーも参

い合いながら幕を閉じた︒

が過ぎ︑来年の再会を誓

賑やかな歓談のうちに時

このたび結成された﹁女 生が集い盛り上がった︒

かれた︒この交流会には︑ 会のテーブルごとに同窓

新しく結成された女性部会の皆さん

３０

来たる 周年︑
周年に向け

2016ホームカミングデー・大樟会総会、華々しく開催

・前
・前
・前
・前
・前
・前

２９

校・高校はおおむね整理

挨拶をする田村会長

８０

１
２

９０

がなされ︑大学の淘汰が ﹁世間では静かな同窓会ブ ますますの発展と来場の

窓生らの支援と助言を求

んでいきたい﹂とし︑同

ある大学づくりに取り組

と教育を両立させた魅力

伝統だけに頼らず︑経営

周年︑１００周年に向け︑

始まっている︒本学も

９０

みんなで記念撮影

１４

３０

８０

90

力強く歩む

100

世代を超えて
経済活性化に
取り組む

露︒質疑応答に続く審査の結

女性ならではの視点と発想で企業の課題解決に本

あまり普及していないデンタ

２名の計 名が︑日本で未だ

た検討が進められることにな

について今後︑商品化に向け

果︑Ａチームの商品アイデア

気で取り組む﹁３世代女性活躍プロジェクト﹂の最

化を逃したＢチームのアイデ

と高く評価︒歓声を上げて喜

ー ム の ア イ デ ア は 実 現 可 能﹂

アを一定評価しながら︑
﹁Ａチ
６月以降︑メンバーはＡ・Ｂチ

ぶＡチームに旅行券の目録が

プロジェクトがスタートした
ームに分かれ︑何度もミーテ

後 の 就 職 活 動 に 役 立 て た い﹂

積み重ねによる新しい取り組

ｎａ ｌステージ﹂の審査結果

ぶことを楽しみにしたい︒

ＥＭＩ︱１グランプリ﹁Ｆｉ 世代女性が考案した商品が並

１０

３０

社オカムラ︵大阪市生野区︶の２階会議室で行われた︒

ィングや調査を重ね︑７月８

最後に︑Ａチームリーダー︑

手渡された︒

と︑プロジェクトの苦労や自

み︑カタチである﹂とメッセ

学長からも﹁ＺＥＭＩ︱１の

審査員の皆様にも好評を得︑

待ちの時間を使って行った︒

身の成長を語っていた︒

市︶の女子高生４名︑本学ＯＧ を務めた︒そして︑９月２日 プ︒商品化されるか否かが決 間を合わせるのが難しかった を体験し︑主体性だけでなく

企業︒本学の現役女子学生５ チームのリーダーが参加し︑ る厳しい批評を受けて︑アイ 増 田 麻 央 さ ん︵人 間 科 学 部 ３

製品を製造販売する１００年 ＫＹＯのオカムラのブースに各

オカムラは︑オーラルケア 日
︵金︶
にはＤＥＳＩＧＮ ＴＯ

■商品化に向け
綿密に調査

んだ︒

った︒岡村氏は惜しくも商品
２０

分から︑プロジェクト参加企業・株式会

１０

名と︑大商学園高等学校︵豊中 来場者に商品を説明︑案内役 デア を 懸 命にブラッシュアッ 年︶
は﹁３世代のメンバーの時 る難しさを知った︒リーダー

が︑リーダーとして活動する 協調性も必要だと学んだ︒今

なかで︑みんなで協力してひ

対象としたダイエット用・禁 とつのものを創り上げること

︵金︶
の﹁中 間 報 告 会﹂に お け 定する最終報告会を迎えた︒

■いよいよ最終報告

■ＺＥＭＩ︱１での
煙用・受験勉強用などの商品 の大切さを学んだ﹂
︒Ｂチーム
報告でも好評

このプロジェクトを締めく

ージをいただいた︒店頭に３

アイデアを︑何度も練習を重 リーダー︑岩谷栞さん
︵経営学

日
︵土︶に行われた第７回Ｚ

くる最終成果報告会は︑ 月

ねたプレゼンテーションで披 部３年︶は﹁新しいものを考え
取 締 役・岡 村

冒頭で専務
謙太朗氏が
﹁皆 さ ん の 一
生懸命さを肌で感じていた︒
今日発表されるアイデアが非
常に楽しみ﹂と挨拶︒続いて
本学広報委員長の梅原英治教
授が﹁定着していない商品の
市場開拓は難しいが︑逆に考
えれば可能性のある分野︒皆
さんの努力が報われるよう頑
張ってほしい﹂と激励︒
発表では︑まずＡチームが︑
口臭やホワイトニングに着目
した商品アイディアを︑続く
Ｂチームは︑ファミリー層を

２９

午後５時

終報告会︵公開コンペティション︶が︑ 月

日︵木︶ ルフロスの商品企画に取り組

１
１

３世代
女性活躍
プロジェクト
大経大発！日本初!?
女性が経済を動かす

定！
決
化
品
Aチーム 商

4
第45号
2016年12月

ムも
Bチー

健闘！

5

FD通信

2016年12月
全学FD委員会では、本学の教育の
質を向上させるために、今年6月
と7月に4回のFDフォーラムを行
いましたのでご報告します。

第30回全学FDフォーラム

知と汗と涙の近大流コミュニケーション戦略
●2016年6月17日
（金） 世耕 石弘 近畿大学 広報部長

3年連続志願者日本一を達成した近畿
大学から広報部長の世耕石弘氏をお招き
して、広報の分野から大学改革を進めら
れた経験をお話しいただきました。
世耕氏は民間企業から転職し、大学へ
入職されました。この経験から大学であ
ってもサービス業には変わらないという信念のもと、大学の常識を打
ち破り、大胆な広報戦略を取ってきました。積極的なプレスリリース
や、SNS活用などの新たな取り組みを行った結果、2002年に既に完成
させていた「近大マグロ」や先進的な「近大エコ出願」を広く浸透さ
せることが出来ました。
転職したころには、大経大の積極的な広報からも学んだが、最近は
発信力が弱くなってるのではと厳しいエールをいただきました。本学
の広報は現在、新たに構築しているところで、その柱となる教育研究
をしっかり行い、その取り組みを見てもらいたいと強く思う良い機会
となりました。
【参加者】54名（教員22名、職員32名）

17 歳 か ら の メ ッ セ ー ジ 表彰式
心を動かす、
まっすぐな言葉
第１6回高校生フォーラム
6回高校生フォーラム

第31回全学FDフォーラム

アクティブラーニングとその実践
●2016年7月15日
（金）
山地 弘起 独立行政法人大学入試センター
入学者選抜研究に関する調査室 室長補佐 試験・研究副統括官

教室で行われた︒ 回目を

月
日
︵土︶
午

大阪経済大学 第 回高校生フォーラム﹁ 歳

者３名︑金賞受賞者４名︑

列席したグランプリ受賞

講評︒その後︑表彰式に

をやめないでほしい﹂と

高等学校の新崎響さんは

りたい﹂
︑沖縄県立普天間

っているので社会で頑張

んでくれた︒就職が決ま

後１時から︑Ｄ館

銀賞受賞者 名に︑德永

２３

１
２

からのメッセージ﹂表彰式が︑

迎えた今年の応募総数は２７３４４作品で︑参

１
６

１
１

１
６

１
９

１７

田中大空さん

んは﹁お祖母ちゃんが喜

楽しい︒ 歳の自分は大

加高校は全国３７０校︒９月に本学内で行われ

学生活を楽しんでいると

リした︒今は受験勉強が

第２部は︑受賞者と引 もある︒皆さんは︑読み

思う﹂と︑それぞれに受

が手渡された︒

の力を持っている﹂と講

率 者︵保 護 者・高 校 教 手の気持ちを動かす言葉

最後に運営委員長の近

ってくれた︒

２０

﹁グランプリ受賞はビック

４４

光俊学長から賞状や副賞

作品︑奨励賞

賞の感想や将来の夢を語

３０

た最終選考会で︑グランプリ３作品︑学生審査

評︒そして︑グランプリ

思いあふれる作品多数

が﹁受賞を聞いて嬉しか

歳のメッセ った︒すぐに単身赴任の

１７

れからも日本語で文章を れた︒グローバル時代に

綴ることを続けてほしい﹂ ふさわしく

藤直美教授が﹁受賞作品

を楽しみにしていた︒受

を読んで︑どんな高校生

賞者の皆さんは︑次のス

︑山口県立豊
知されている﹂と挨拶し︑ 介護福祉士﹂

た読売新聞大阪本社編集 した高校生たちが︑料理

テップの文章にチャレン

と受賞した高校生たちに ージが広く海外にまで認 父に伝えた︒将来の夢は

委員の吉岡康生氏が﹁ど や果物︑スイーツなどを

ジし︑豊かな感性を培っ

訴えかけた︒

の作品も素晴らしいの一 楽しみ緊張がほぐれる中︑

ていってほしい﹂と激励

木山千夏さん

外国語による授業は、本学学生が受講
するためだけでなく、海外からの留学生
に本学を選んでもらうためにも必要とさ
れており、外国語での授業を増やすこと
が課題となっています。そこで本学教員
が模擬講義を行い、その秘訣や課題を共
有し、英語での授業を増やすことを目的として企画されました。籠谷准
教授は「Japanese Politics」を英語で教えており、本村教授は本学での
英語教育に関わる教員です。多くの教員の参加があり、議論は熱気を
帯びたものになりました。知らない単語を聞かせると学生は頭が真っ白
になるが、図を見せることで防ぐことができるのではないか、1コマ15
回の授業を持つのは準備も含め大変だが、複数の教員で3回程度持つの
ならできるのではないかといった意見が出されました。今回多くの教員
が英語で授業を行うことに関心を持っていることが分かり、今後の展開
が期待されます。
【参加者】51名（教員37名、職員14名）

なのか想像し︑会えるの

言に尽きる︒選考では評 審査委員の進研アドマナ

本学経済学部准教授

続いて審査委員を務め 全員で乾杯︒そして受賞 北高等学校の木山千夏さ

価が分かれ大いに迷った︒ ビジョンブック編集長・

し︑閉会となった︒

●2016年7月29日
（金）
本村光江 本学経済学部教授／籠谷公司

ほとばしる若い感性を失 原田絵里子氏が﹁読みな

英語で授業を行うために~模擬講義を通して~

わないためにも書くこと がら泣いてしまった作品

第33回全学FDフォーラム

９３

員賞１作品︑金賞９作品︑銀賞

諭︶︑本学関係者が交流す

受賞者に対するインタビ

教授

本学ではキャリア教育について学生の
ニーズが高まるとともに、その議論が活
発になっています。これからのキャリア
教育を学ぶため、大阪大学の川嶋先生に
お話をいただきました。
調査によると、学部の専門性と就職す
る職業との関連性が薄れつつあり、就職先も多様化しているとのこと。
そこで、大学ではあらゆる職業を超えて活用できる論理的思考力、創
造性、柔軟性、自立性といった汎用的な能力を教える必要が出てきま
した。ジェネリックスキルと言われる能力です。就職をするための教
育も必要だが、4年間の学士課程教育を通して、一生涯を通じて活用
できる能力であるジェネリックスキルを育成できるよう、それらの各
要素をカリキュラムに組み込んでいくことが、結果的にキャリア教育
となります。第31回に実施した「アクティブラーニング」はその要素
を育てるために必要な手法なのだと気づくことが出来ました。
【参加者】41名（教員19名、職員22名）

作品︑学校特別賞 校が選ばれた︒

文学作品を読んでいるよ

る懇親会︒最初に佐藤武

ューでは︑長崎県・向陽

●2016年7月22日
（金）
川嶋 太津夫
大阪大学 高等教育・入試研究開発センター センター長

表彰式では始めに︑德

うな印象を受けた﹂と感

夏樹氏編﹃
﹁日本語のため 司理事長が﹁今回も上海

高等学校の田中大空さん

学士課程教育とキャリア教育

永光俊学長が﹁改めて皆

に﹄を紹介︒
﹁日本語の豊 日本人学校高等部からの

第32回全学FDフォーラム

新崎響さん

さんの作品を読み返すと︑ 想を述べたうえで︑池澤
かさ・美しさを知り︑こ 応募があり銀賞を受賞さ

近年、中央教育審議会の中で言及され
るなど、従来の一方通行の教え方とは違
う、アクティブラーニングが注目されて
います。アクティブラーニングに詳しい
講師の山地氏は、この春まで長崎大学に
おいて教育改善に携われており、今回本
学にてお話をいただきました。
アクティブラーニングにはグループディスカッションやディベート
などがありますが、その一つ「ジグソー法」を参加者全員で実践しま
した。これは、ある課題を複数のパートに分け、そのパート毎にグル
ープ学習をし、その後、各パートの知識を持ち寄る形でメンバーを再
編し、課題全体を議論するものです。一人一人に役割が与えられるた
め、参加者の説明に熱が入りました。しかしアクティブラーニングに
も課題はあり、導入さえすればいいと言うことではありません。学習
内容の定着率向上、ひいては学生の汎用的能力を引き出すための必要
に応じた活用が求められます。【参加者】38名（教員20名、職員18名）
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第１部では崇禅寺住職の西岡

催された︒
祖秀氏が︑
﹁崇禅寺と三宝寺 禅

特産品の試食や試飲などを

ベントが︑午後３時 分か

の代表６名によるトークイ

て﹁東淀川で育った木でギター

また︑学生たちは３社に対し

の乾パンをもっと柔らかく美味

「売り上げを多くあげることが目
標ではない」とする江島教授は、
この企画の意図を「商材発掘や販路
開拓、在庫管理から顧客への対応
まで、ビジネスの流れをしっかりと
体験すること」と位置づける。さら
に「ゼミでは自分たちで考え、行動
することを大切にしています。失敗
も経験するでしょうが、自分の力を
信じてがんばってほしいですね」と
学生たちにエールを送った。

関西産業観光博覧会

した︒

に伝わるのかを中心に調査 をつかみ︑提供されている

外国人観光客 への取り組みを
同じ目線で分析調査
本学は︑訪日外国人客の
地方への誘客と消費拡大を

会場となったのは関西国 しながら︑熱心にメモを取
際 空 港・第 一 タ ー ミ ナ ル る姿が見られた︒

ブ

出展したのは関西を中心と ついて︑外国人に対する説 ての感想や意見などを評価

日︵日︶には︑経営学部の

ら南広場の特設ステージで

また評価を行った留学生
太田一樹教授と須佐淳司准

などについて︑
﹁交通機関の

司会進行を務めた山本教授は

しくできますか？﹂など︑新商

ビジネスの流れを身につけるために

当日、ゼミ生たちは、展示され
た見事なボトルシップに見入る人々
に作品のすばらしさや制作過程の奥
深さなどをアピール。建元望花さん
手作りの販売促進グッズを準備
（3年）は、
「ボトルシップは年配男性
ゼミ生たちは、日本で唯一の木造
の趣味の世界だと思っていました
帆船模型メーカー「ウッディジョー」 が、予想よりさまざまな年代の皆さ
と交渉し、販売の許諾を得る一方
で、手作りのPOPや、ボトルシップ
の制作過程がわかるプロモーション
ビデオを制作。船を入れる酒瓶も手
分けして集め、初心者でも気軽に始
められるよう工夫した。さらに、神
戸市海洋博物館ボトルシップ愛好会
にも協力を依頼し、販売スペースに

めざす︑独立行政法人中小
企業基盤整備機構近畿本部︑

した自治体など 団体

月

や駅コンコース・南広場で︑ は︑担当した出展ブースに 明や表記︑接客などについ

取材終了後︑留学生たち

１・２階オープンスペース

日

近畿経済産業局主催﹁関西
産業観光博覧会／ 月
大学で唯一︑ブースを出展︒

︵日︶〜 月 日
︵月︶
﹂に︑

ース︒評価活動初日の

小企業基盤整備機構近畿本 教授の指導のもと︑留学生

いて︑外国人目線の評価活 や評価活動も︑その連携事 かれて︑出展ブースの担当

さが魅力﹂などと率直な感

ダイヤが正確﹂
﹁四季の美し

動を実施した︒

冒頭︑学生が企業の魅力を語る

を作れますか？﹂
﹁寒暖兼用の生

直な感想も披露した︒

している﹂など︑学生目線の率

を大切にしている﹂
﹁品質を重視

進的で驚いた﹂﹁顧客との関わり

査や分析結果を報告︒
﹁設備が先

やこだわりなどについても︑調

小企業・経営研究所は︑中 り組みが外国人にどのよう 生たちも徐々に取材のコツ

東淀川立地

は︑パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
企業の魅力﹂
︒特集記事に関わっ
た山本ゼミの学生︵ 名︶を代表
し︑谷口卓弥さん︑萩原渉さん︑
松下哲也さんの３名と︑特集で
紹介された企業︵７社︶のうち３

意義などについて﹁学生にとっ
する知識が深まる︑就職活動の

て は︑Ｂ ｔｏ Ｂ 企 業 な ど に 関 地は開発できますか？﹂
﹁災害時
幅が広がる︑社会人と接し現場

を知る︑などのメリットがある﹂ 品の開発を見据えた素朴な質問
と説明︒さらに﹁イノベーショ や提案を投げかけ︑３社の担当
者は︑現状や実現可能性などに
最後に山本教授は︑﹁今後もい

ついて丁寧に答えていた︒
ろいろな企業などとつながり︑

ンを生み出すためには発想の転
とで気づきや再認識が生まれる﹂

換が必要︒若者とコラボするこ
と企業サイドのメリットを語っ

東淀川の魅力を掘り起こしてい
続いて学生たちが︑担当した きたい﹂と抱負を語り締めくく

た︒

想を述べていた︒

業の一環︒海外からの個人 者に日本語でインタビュー︒

月６日︵日︶・ 日︵土︶・

日︵日︶・

で驚いたこと︑関西の魅力

行われ︑日本の風習・習慣

月

名︑日本人学生３名の計

タ イ︶
が

名が３つのグループに分

１０ ６９

日︵土︶の４日間︑全出展ブ 部と包括連携協定を締結し

３１

２０１６年８月に本学中 旅行客などを対象とした取 最初は遠慮がちだった留学

５５

国・モンゴル・ベトナム・

シートに丁寧に記入︒

さ ら に︑本 学 の 留 学 生
︵中

１０

ースの展示内容・方法につ ており︑当博覧会への出展

２３

１
５１
２

企業の沿革や業務内容︑商品の った︒
特徴などを紹介︒各企業の魅力

多くの年代の人々に魅力を訴求

「こだわりのボトルシップ制作キット」を販売支援

﹁企業と学生が語る

の は じ ま り は 東 淀 川 区 に あ り﹂
のテーマで︑禅宗の歴史や禅の
理念などについて講演︒第２部

マーケティング、販売、
マネジメントを実体験

２
１

１
２ ２３

んが興味をもってくれます。小学生
にも人気がありますね」と客層を分
析していた。チームワークが功を奏
し、２日間で目標を上回る15セット
を販売することができた。

展示するための作品を制作してもら
った。リーダーの堀幸宜さん
（3年）
は、
「酒瓶の中に精巧な帆船を組み
立てるボトルシップは、限られた愛
好家の間でしか知られていない。も
っとボトルシップの魅力を広めたい」
と、企画販売への意欲を語った。

キラっと光る一品 第2弾

２３
１
９１
１

１
１

１０

１
６

季刊 郷土誌﹁大阪春秋﹂第１ 社の担当者が参加した︒
６ ４ 号 の 特 集﹁
〝な ん か お も ろ
い〟まち東淀川﹂に︑山本俊一
郎ゼミの学生たちによる記事

日︵火︶午後７時から︑東
１
５

淀川区役所３階区民ホールで開

月

ベント︵東淀川区役所主催︶が︑

力﹂が掲載︒発刊を記念するイ

﹁学生が語る東淀川立地企業の魅

おもろい東淀川

今年から地方創生支援企画をスタ
ートさせた江島由裕ゼミは、11月5
日
（土）
、６日
（日）
の2日間東急ハンズ
三宮店
（神戸市）
において、日本各地
の隠れた「キラッと光る一品」の販
売開拓、支援などを行う企画の第2
弾として、静岡県のメーカーが製造
する「ボトルシップ制作キット」の
店頭販売を実施。学生たちが授業で
学んだ知識をもとに、自らの力で商
品企画、販売にチャレンジした。

経営学部
江島由裕ゼミ

１
１

再 発見
歴史あり！ にぎわいあり！
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〝なんかおもろい〟まち東淀川

商店街の活性化をめざしたチャレン

独学でオーダーブレスレットを制作し︑ 事前に販売士の資格なども取得してい

日︵日︶の ４ 日 す︒オーダーブレスレットに対する需 感しました︒また︑企業の担当者・友

母の人脈を通じて販売していたからで ましたが︑知識と実践は違うことを痛

日︵木︶〜

ジショップの一環として︑夏休み期間
中の８月

要や私の作品に対する客観的な評価も 人・家族など︑小さなイベントにも多

卒業後は中小企業

とも知りました︒

くの人の関わりが必要なこ

知りたいと思いました︒
一個１０００〜３０００円で

の復興支援や︑創業

のサポート︑承継者

た︒また︑商品を際立たせるための

販 売 し︑売 れ 行 き は 上 々 で し

対策などの仕事に携
セサリーを販売しました︒レンタルス

す︒祖父や父が自営業を営

わりたいと考えていま

ペースの一画が空いており︑無料で使

店内レイアウトや集客のための動線づ んでいるので︑資金繰りの大変さも知

くりに工夫を重ね︑お客さんの楽しそ っています︒今回の経験を活かしなが

日
︵土︶︑

日

リーダーの栗本浩輔さん︒また展示会

さんは﹁地域猫活動について根本から

勉強し理解するのが大変だった﹂と振

っている野良猫の問題や︑地域猫活動︑ 験できて︑プロジェクトにおけるお互

り返りながら︑﹁リーダー的な立場を経

大阪市の助成事業などに関して調査し

て︑この形になりました︒子どものイ は本当に嬉しかったです︒広告の世界

どの問題を知り︑知識が広がった︒卒

好きだったが︑社会におけるペットな

も培ってほしい﹂と期待を示した︒

思いやるなど人間社会の弱者への視点

ることで︑ゼミ生には︑相手の立場を

本村教授は最後に︑﹁動物福祉を考え

と自らの成長を語る︒

い の 情 報 交 換 の 必 要 性 を 実 感 で き た﹂

から︑ワクワクするような楽しさは絶

エサやりや糞尿被害で住民間に争いが

対に必要︒私を含む大学生が︑そのよ

する会合などでも積極的に発言したこ 考えています︒当面の目標は大経大を

起 き て い る 地 域 が 多 く︑野 良 猫 に 避

本村教授は﹁現在︑野良猫に対する

が記者として関わり︑大学生目線の企

体験ができるような中小企業に就職し︑

とで進行役に抜擢されるなど︑リーダ 首席で卒業すること︒そして総合的な

妊・去勢手術を行い︑地域住民が管理

していく地域猫活動について考えてほ

最近︑入社後の早期離職が増え︑学 将来の起業をめざしていきたいと思い

弦間一雄ゼミの課題として取り組ん

ラストとデザインも自作です︒小さい のプロから評価されたことは自信にな

今回の調査により︑
﹁もともと動物が
だ作品が︑新聞広告クリエーティブコ

しかった﹂と活動の狙いを語る︒

ンテストで﹁学生賞﹂を受賞しました︒ 時から絵を描くのが好きで︑画像編集 りましたし︑甘い世界ではないと思い
人間科学部に入

いての新しい魅力を発見し︑

す︒商品やサービスにつ

えるような広告コピーで

かりやすく︑クスッと笑

め ざ しているのは︑わ

気持ちが強くなりました︒

や販促の分野で活躍したい

業後の社会貢献につなげたい﹂とゼミ
ーは︑﹁日本語ならではの葛藤を切り取

学 し た の は︑メ デ

ィア社会コースで広告

表現について勉強できると知ったから それをシンプルな表現で人々に届け︑

た作品を創っていたのですが︑整理し してきました︒ですから︑今回の受賞 思っています︒

そのため最初は︑一人称ばかりを並べ 持つ力に惹かれ︑独学で少しずつ勉強 プレゼンテーション力を身につけたいと

富で︑以前から気になっていました︒ ターが手がけた広告を見て︑コピーの は︑自身や作品をアピールするための

日本語は僕・俺︑私など一人称が豊 です︒高校時代に︑著名なコピーライ 社会を明るくしたい︒そのためにも今

審査員からいただきました︒

人称の変化で表現した﹂などの講評を

表現で社会を明るく

った視点が新しい﹂︑﹁自分の成長を一

﹁そろそろ﹃俺﹄にしたい﹂というコピ ソフトを使って仕上げました︒

ますが︑卒業後︑広告制作

え て い ま す︒サ ク ラ ナ ビ の 活 動 に も 生と企業のミスマッチが話題になってい ます︒

にいろいろなチャレンジをしたいと考

私は全く物怖じしないタイプで︑常 ーとしての自信も培われています︒

画や記事の執筆に携わっています︒

報告したもの︒

会を行った︒これは本学周辺でも起こ

３０

︵日︶
の２日間︑Ｊ館１階でパネル展示

２９

また大学卒業後は︑ 年以上にわた

１０

り何かの仕事に携わることになります

月

名が﹁地域猫を知ろう﹂のテーマで︑ の準備を率いた山本晨鳳魁︵シンホオ︶

経済学部・本村光江ゼミの３年生

「地域猫活動」で養われる
社会福祉貢献の意識

大樟祭開催中の

したもので︑私たち大学生︵ 〜 名︶ 思っています︒実際︑西宮市長が出席
１
３

体験で得た視点を活かす

１
２

市が西宮商工会議所から運営を引き継 目前に迫っており︑他の学生がしてい く人や社内の雰囲気などが伝わるよう

者を務めています︒サクラナビは西宮 企業研究をしていますが︑就職活動が 上げや給与などの数字だけでなく︑働

支援サイト﹁サクラナビ﹂で︑学生記 めらうことなく参加しました︒ゼミで くまで見ることができますから︑売り

西宮市の企業と大学生をつなぐ就職 ﹁素晴らしい体験ができる﹂と思い︑た ます︒サクラナビの取材では企業の奥深

リーを選んだのは︑大学１年の時から す︒ただし利益計算という部分では︑ 傾け支援していけたらと思います︒

商品としてハンドメイド・アクセサ うな顔が見られたことが嬉しかったで ら︑親身になって中小企業の声に耳を

がきっかけです︒

わないかという提案をいただいたこと

商品販売で学んだこと

やビーズを使ったハンドメイドのアク

間︑千林商店街︵大阪市旭区︶の催事会

２
１

場﹁くらしエール館﹂２階で︑天然石

１
８

ぎ︑８月１日にリニューアルオープン ない経験を重ねることで成長したいと な記事を作り掲載していきたいですね︒

１４

地域猫を知ろう

本村光江
ゼミ

うな企業を発見できる一助になればと

４０

山本奈美さん（経営学部第2部3年生）
吉野忠男
ゼミ

黒瀬徳洋さん（経営学部第2部3年生）
吉野忠男
ゼミ

宇賀勇太さん（人間科学部3年生）

弦間一雄
ゼミ

2016年12月

9

DAIKEIDAI

PRIDE

STUDENTS

2016年12月

10

第45号

DAIKEIDAI
CULTURE

PRIDE

２４

茶道部

茶道部︵裏千家︶の部員

５２

名・女子

名の計 名︒学内行事

２８

は現在︑男子

としては︑新入生歓迎や

大樟祭の野点︑教育懇談

会での保護者を対象とし

た点出し︑学外行事とし

ては︑大隅西小学校・ふ

れあい祭で小学生を対象

とした点出し︑芸術会学

生や一般市民を対象とし

６４

写真部では現在︑１〜

４年生の 名が活動して

います︒年に数回︵春夏秋

冬︶撮影会に出かけ︑大樟

祭を含む学内２回と学外

２回の展示会を行ってい

ます︒秋の学内展示︵大樟

祭︶では毎年︑﹁永遠と一

瞬﹂
﹁人工と自然﹂などの

対比するテーマを設定︒

今年は﹁濃と淡﹂を表現

写真部

学内外で
積極的に活動！

ージをもらった。
「採用試験の合格がゴ
ールじゃない。そこからがスタート。そ
れまでに、机の上の勉強だけでなく、
さまざまなところに飛び込んで経験を
重ねてほしいですね」。インタビューの
最後まで、明るくパワフルな笑顔で応
えてくれた。

氏名

教科

堺市

小学校

経営学部第１部経営学科 辻井沙弥

東京都

小学校

人間科学部人間科学科
人間科学部人間科学科
人間科学部人間科学科
人間科学部人間科学科
人間科学部人間科学科
人間科学部人間科学科
経営学部第１部経営学科
経営学部第２部経営学科
人間科学部人間科学科
人間科学部人間科学科
人間科学部人間科学科
経済学部経済学科
経済学部地域政策学科

堺市
小学校
大阪府
小学校
大阪府
小学校
大阪府／高校 保健体育
大阪府／高校 保健体育
神戸市
小学校
奈良県
特別支援
大阪府／高校 商業
大阪府／高校 保健体育
京都府
小学校
大阪府／高校 保健体育
大阪府／中学校 国語
大阪府／高校 地理歴史公民

※大学に報告のあった方のみ掲載

真木健寿

2016.12.1現在
採用自治体

宮城倫久
志水啓起
松並将平
花村裕介
富田達也
井野翔太
木村誠
西内沙織
平山篤
出口琴枝
新井健太郎
山本一郎
三根佳祐

やかな雰囲気で実施して

おり︑ラーメンツアーな

ど部活以外の遊びの行事

も豊富です︒女子部員も

多いので︑茶道に興味の

ある人は気軽に見学に来

経済学部経済学科

２年生の 月から部長

１
２

教員採用試験結果合格者
学部学科

てほしいですね︒

授業終了後、土井さんに本学在学中
の思い出を語ってもらった。教職サーク

2017年3月
卒業予定
2016年3月
2015年3月
2015年3月
2015年3月
2014年3月
2014年3月
2013年3月
2013年3月
2013年3月
2012年3月
2011年3月
2009年3月
2008年3月

を務めていますが︑人と

●教員試験合格はスタート台

2016年度
卒業年月
2017年3月
卒業予定

接する機会が増えたこと

人間科学部から初めて中学「社会」の教員となった。現在堺市
立浜寺南中学校で１年生のクラスを担任。ソフトテニス部の顧問
としても活躍している。学生時代の経験を生かし、全力で子ども
たちの教育に取り組んでいる土井先生の日常を紹介しよう。

ル「教師のたまご」に2年生から参加し、
友人たちと何度も面接の練習をして、ど
んな先生になりたいかのイメージを固め
ていったという。また、自治体のスクー
ルサポーターとなって、多くの中学生や
教員と交流をもった。
「当時、現役の先
生からいいところをたくさん盗みました」
と笑う。また、堺市主催の「堺・教師ゆ
め塾」にも参加。同じ堺市で教員をめ
ざす学生たち、現役の先生、さらに各方
面で活躍している方々と交流を深め、視
野を広げていった。ゆめ塾で出会った
人々との絆は、今も続いている。
ソフトテニス部の顧問としては、目標
を達成する喜びを味わってもらいたい
と思っている。生徒の自主性を尊重しつ
つ、人格を形成する場としての課外活
動の重要性を認識し、時には厳しい言
葉もかける。
最後に教師をめざす後輩へのメッセ

でコミュニケーション能

中学校教諭：土井健太郎さん（人間科学部［80回卒］）

11月10日
（木）。この日の２時間目は、
クラス担任を務める1年４組での歴史の
授業だ。始業のチャイムとともに、土
井先生は大きな張りのある声で生徒た
ちとあいさつする。その後、おもむろ
に袋から何やら取り出すと、一人の男子
生徒を呼んで「ちょんまげのカツラ」を
かぶせた。生徒たちが不思議がってい
る間に、今日の授業のテーマである「武
士の登場」という文字を黒板に大きく
書く。時代劇のカツラで、サムライ・武
士を連想させる奇抜な導入で、生徒の
心を授業に引き込んでいた。
手作りのプリントにも、工夫が凝ら
されていた。歴史用語を空欄に記入す
るだけでは終わらない。
「なぜ平安時代
に武士が登場し、勢力を伸ばしていっ
たのか」、生徒たちは当時の絵巻物を見
ながら、先生のアドバイスをヒントに、
自分なりに考え、わかったことを記入し
ていく。さらに、班に分かれて歴史の
出来事について意見を交換するグループ
ワークにも挑戦。
生徒たちから出た意見には、良けれ
ばほめるだけでなく、見当はずれであっ
ても温かいコメントを返すなど、常に
コミュニケーションを忘れず、クラスを
どのように盛り上げるかを考えている。
言葉をかけ、さまざまな作業を進め、
集中が途切れることがない。
「共に育つ
＝共育（きょういく）」のあるべき姿が見
られ、実にフレンドリーな授業だった。

（情報社会学部3年生）
力が向上しました︒この

「生徒と共に育つ」を信念に、
笑顔でクラスをまとめる

●アイデアあふれる授業

濱部翔さん
経験は就職活動でも大い

に役立つと思います︒

KAWARABAN

た 西 宮・広 田 山 荘
︵廣 田

私が写真部に入ったき

っかけは︑写真部の撮影

会に参加して楽しそうだ

なと思ったからです︒２

年生の冬から部長を務め

ていますが︑いろいろな

人とつながりができて友

だちが増えました︒また︑

以前は自分のことで精一

杯でしたが︑リーダーを

経験したことで全体を見

渡せるようになったと思

います︒

教職

神社︶での秋季単独茶会を

開催しています︒この広

田山荘での茶会は︑４年

生部員にとっては茶道生

活の集大成となる行事で

す︒

茶道部というと︑硬い

イメージを持たれるよう

ですが︑毎週月曜・水曜

の練習も︑常に楽しく和

する作品に取り組みまし

作品︶

１０

た︒展示会には︑部員は

１人３作品︵上限

を提出して無記名投票を

行い︑上位になった作品

を公開しています︒

今回の展示はカラー写

真のみでしたが︑写真部

の伝統としてモノクロの

（経営学部3年生）

フィルム写真も撮り続け

ています︒

藤本彩花さん

昇格に向けて

快進
撃！

チームで争われる 部Ｂブ

秋の大会に臨んでいるアメフト部﹁ボンバ
ーズ﹂が強い！
ロックで︑開幕から 連勝と︑目標とする
部昇格に向けて快調な滑り出しを見せている︒

硬さのあった前半
リードを許す展開に
月８日︵土︶王子スタ
ジアムで行われた第３戦
の相手は︑同じく連勝で
波に乗る京都工芸繊維大
学﹁クーガーズ﹂︒実力は
伯仲︑選手・コーチ陣と
もに２部昇格に向けて負
けられない戦いと意気込

１９６６年から

年間

ラ グ ビ ー 部 は︑

懸念されていました︒

しまうのでは無いかと

グビー部は︑衰退して

んで臨んだ︒

の長きにわたり関西大

このような状況下で
始まった２０１６シー

周年を迎え
来年で

ズン︑主将の西川は︑

６月

期待大

の差を詰め︑１人抜き去 区の松原︵１年︶へ中継︒

今後のレースにに

日
︵土︶
︑西京極

位で３区の内山
︵１ 松原はペース配分に戸惑

年︶
へ︒内山は大学入学後

いながらも︑１年生から

り

回全日本大学駅伝

全日本大学駅伝出場とい

陸上競技場で﹁秩父宮賜

う貴重な経験ができた︒

杯第

初の大舞台︑緊張からか

ールをキャッチしたＲ

本来の走りができずに順

い う 緊

急 事 態 に も Ｂ西田の ヤード独走タ 対校選手権大会関西学連

ーチ陣の的確な指示のお

でしっかりとカバー︒
﹁コ

と目を細めた全員プレー

フィールドゴールを決め ものがあった︒

ていたＲＢ高橋が︑相手 できなかった分︑今年に

ントでキックを成功させ りに獲得した︒昨年出場

のトライ・フォー・ポイ 学駅伝の出場権を２年ぶ

ーでは︑ここまですべて ６日
︵日︶
実施の全日本大

追ったが焦りからか︑順

山口は主将の意地で前を

を繋いだ︒８区のアンカ

粘りを見せアンカーに襷

区の主将の山口
︵４年︶へ︒ の上りで苦しくなったが

位を落としてしまい︑４ ７区の福島︵３年︶は最後

関わらず︑選手は︑近藤 ッチダウンなどでイーブ 出場大学選考競技会﹂が

月

かげ﹂という粘り強いデ

てこの試合初めてのリー

監 督 が﹁成 長 が 見 え た﹂ ンに︒最終第４クォータ 行われ︑総合３位で

かむと︑第３クォーター

ように肩を落とし︑涙

ました︒選手は負けた

勝ち点３を積み上げて︑

と受け止めて試合終了︒ に駆けつけてくれた︒

ガーズの攻撃をしっかり 者など多くの方々が応援

経大ラグビー部が変わ

りました︒それでも大

言って頂ける記事になる

き分けから始まった﹂と

ー部の栄光は︑この引

いつか﹁今 日のラ グ ビ

がこの歩みを止めない
からに他なりません︒

の粘り強さを発揮し︑好

タイムで最長区間を走り

切り︑最後に順位を上げ

大経大の意地を見せつけ

た︒

今大会では思うような

レースができず 位だっ

たが︑８区間中４年生は

位で２区の

後半は少し力みが出てし

て集団が分かれ︑そして

激なペースアップによっ

ースを進めていたが︑急

間地点まで先頭集団でレ

の高橋
︵４年︶
が出走︒中

切り替えて走り︑粘りの

まった︒塚本は気持ちを

目標はここでついえてし

を最後まで繋ぐ﹂という

初の目標としていた﹁襷

限時間に間に合わず︑当

５区の塚本︵２年︶
へ︒制

戻り︑大暴れしたい︒

りを返すため︑伊勢路に

まなので︑次年度こそ借

目標を伊勢路に残したま

ぐ・打倒関東勢﹂という

そして﹁襷を最後まで繋

のレースに期待がもてる︒

経験を活かせれば︑今後

位を上げることができず︑ となっており︑今回得た

２名と︑若いチーム構成

藤山
︵３年︶
へ中継︒藤山

まい︑結果

走りで順位をキープし６

する１区に絶対的エース

みんなが見守る中︑ま

を流しました︒我々は

目標にまた一歩近づいた︒ ずはレースの流れを左右

日走ってばかりの練習

る為に︑改革の手を緩

にお取り置きください︒

是非この記事を大切

せん︒

まだ勝利に手が届きま

ドを奪う︒その後はクー タート地点には大学関係

そして迎えた本番︑ス

守備にリズム！
ィフェンスでリズムをつ 陣内 ヤード地点からの かける思いは一段と強い
み始める︒ところが︑再
ヤード独走ＴＤ！

き︑徐々に相手を押し込

ウンなどで同点に追いつ

ちにＲＢ藤本のタッチダ

突然に司令塔を失うと には相手キックオフのボ
大経大ラグビー部の途
切れた伝統を新たに創
出すると宣言しまし
た︒ 新 体 制 の 下︑課
される厳しい練習をチ
ームメイトと共に練習

に﹁あれじゃあラグビ

める訳にはいきません

に取り組みました︒毎

ー部じゃなくて陸上部

で引き分け

はずです︒それは我々

だ﹂と他部に笑われた

日︵日︶大阪大

月

でした︒
対

日もありました︒練習

学に

に耐えきれずチームを
去る仲間がいた日もあ

ーの古井︵２年︶
は持ち味
びクーガーズに追加点を

２クォーターでは持ち直

こちない攻守に終始︒第

将が振り返ったようにぎ

た﹂と近藤監督︑新田主

ー に や ら れ た﹂
﹁戸 惑 っ

制を許すと︑
﹁パワープレ

第１クォーター早々に先

強い攻撃に苦しめられる︒ 半を終えた︒

序盤はクーガーズの力 と不安を残したまま前

代︒７点のビハインド

触プレーで負傷し交

相手ディフェンスとの接

配給していたＱＢの原が︑

デントが発生︒好パスを

VOICE

許してしまうと︑アクシ

し開始１分も立たないう

２０

3

る︑歴史も実績もある
チームです︒しかし︑
２０１１年にＣリーグ
に降格︑Ｂリーグに復
位と良い

帰してからも８位／８
位／６位／

成績を収めることが出
来ていません︒部員数

６７

2

6

学Ａリーグに在籍し︑

勝利 のために

も減少し︑このままラ

陸上競技部

２０

SPORTS

PRIDE

アメリカン
フットボール部

開幕３連勝！

ラグビー部
すべては

１
１

４８

h
Toucown!
D

●新田達也 主将
（4年生）
サイドラインの選手がしっかりと走ってチームを盛り
上げてくれたこと、第3クォーター以降のディフェンス
で押し返せたことが今日の勝因ではないでしょうか。
ただ、僕を含め序盤の戦いぶりなどミスが多かった。
反省点ですね。今後も主力選手の負傷などアクシデン
トもあると思いますが、この試合でも、代わってQBを
務めた藤本が活躍してくれたように、みんなでカバー
していきます。僕たちボンバーズのスローガンは「挑
越」
。課題や壁に果敢に挑み、それを越えていくこと
を合言葉に頑張っています。まだまだ道半ばですが、
オフェンス、ディフェンスともに磨きをかけていきます。

２２

3

１０

大奮闘！

全日本大学駅伝
伝

１
８

若きチーム
ムが

は落ち着いた走りで前と

２
１

３７

●近藤信彰 監督
オフェンスは準備していた
ことがほぼ成功しましたが、
守備では立ち上がり相手の
力強さを抑えられなかった。
このあたりは課題としてあり
ますが、QBの原が抜けた穴
を全員で埋めようという気概、チーム一丸となって戦
う姿勢など、確かな手ごたえを感じています。また、
若いコーチ陣の相手チームと試合の状況を分析する
力、劣勢をアジャストする力も向上しており、頼もし
く感じています。我々は決して強くありません。です
から、まだ先を見据えることはできませんが、2部昇
格という目標に向かって、相手チームの胸を借りるつ
もりで一戦一戦しっかりと戦っていきます。

２４
１
３
２４

８０

６７

１
１

関西秋季リーグで、
最高のスタートダッシュを飾る！
１０

2016年12月
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0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
大阪経済大学 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1X 4

準決勝は関東地区代表

両先発投手が持ち味を存 投球を見せ︑膠着状態の で試合を振り出しに戻し 決勝の戦いが始まった︒
けて負傷退場となってし

顔面にデットボールを受

分に発揮し︑息詰まった まま試合は七回を迎える︒ た︒その裏の相手の攻撃

り寄せた︒今大会は日程 トを切る︒このまま勢い

月５日︶が静岡県浜松市で ャンスに中野がセンター 更に追加点を奪われ︑２ 驚異の粘りで勝利を手繰 を放ち幸先の良いスター

野球大会﹂
︵９月３日〜９ ャンスを迎える︒このチ れ先制を許してしまう︒ ち越し︑苦しいながらに 制のツーランホームラン

回全日本大学選抜準硬式 ちりと送り１死２塁のチ 打者にタイムリーを打た ベースを放ち４︱２と勝 れたが︑初回に八城が先

出塁したランナーをきっ 塁のピンチとなり︑続く の２点タイムリースリー この試合も苦戦が予想さ

８年ぶり３回目の出場 動いたのは五回︒四球で で出塁させると︑１死二 邨松が左中間に走者一掃 言わずと知れた強豪校で

ム一丸で決勝へコマを進

で立教大学を破り︑チー

投手をリードし︑５︱２

った大前が巧みな配球で

岩崎に代わりマスクを被

が立ち込めた︒しかし︑

し︑一気にチームに暗雲

チーム一丸で快進撃！

驚異の粘り！

開催された︒準硬式野球 前に値千金の先制タイム 点ビハインドで最終回の

投手戦となった︒試合が 相手の先頭打者をエラー を凌ぎ︑迎えた延長十回︑ の立教大学︒立教大学は まうアクシデントが発生

部はチーム一丸の戦いで リーを放ち均衡を破る︒ 攻撃となる︒最終回︑死 が過密なため︑ダブルヘ に乗っていきたいところ

めた︒

１回戦は関東地区代表の

を果たした﹁清瀬杯第

劇的な初優勝を飾った︒ この虎の子の１点を先発 球と内野安打でチャンス ッダーとなっており︑少 だったが︑４番で捕手︑
石田が守りきり︑１︱０ を作るも後続が倒れ︑い しの休憩を挟んだ後︑準 チームの要である岩崎が
まれ︑万事休すかと思わ

神奈川大学︒この試合は の完封勝利で１回戦を突 よいよ崖っぷちに追い込
準々決勝は北信越地区 れた︒途中出場の八城が

吹奏楽総部とチアリーダ 破した︒
ー部が応援に駆けつけ︑
熱い応援の後押しを背に 代表の富山大学︒この試 起死回生の２点タイムリ

悲願の
まま最終回を迎える︒先 に無失点で切り抜ける︒
頭打者を四球で出塁させ こうなると完全に流れは
るが確実にアウトを重ね︑ 本学に傾く︒その裏︑こ
決勝は同じ関西地区代 最後の打者を内野ゴロに の試合ホームランを放っ

表で︑同じリーグで凌ぎ 打ち取り優勝と思った瞬 ている邨松がレフト前に

年ぶりの
歓喜にわく

ー リ ー グ に お い て︑ も守りに入らず攻め続け

１９９３年春季リーグ以 るが追加点は奪えず前半

来の１部復帰を決めた︒ 終了︒再開した後半の立

引き分け以上で自動昇 ち上がり９分︑不意に与

格が決まる最終節︒相手 えたファールから直接Ｆ

は勝利しか残された道は Ｋで失点し１︱１︒勢い

ない大阪産業大学︒意地 づく大産大︒これまで幾

と意地がぶつかり合う激 度となく挑戦して跳ね返

しい試合が始まった︒前 されてきた苦い記憶が脳

半は一進一退で進む︒序 裏を巡る︒しかし︑それ

秋はまさかの下位リーグ

しピッチ上の選手が力に ２０１６年は 年ぶりの

１部復帰を果たした︒何

大きなチームである︒た

とは２０１５年度のそれ

※皆様からの大経大サッカ
ー部への応援・激励をお
待 ち し て お り ま す︒な
お︑クラブに対する寄付
金 な ど の 詳 細︵手 続・免
税 措 置 等︶
につきまして
は総務課までお問い合わ
せください︒

の舞台で躍動する︒

歴史とともに再び最高峰

が︑２０１７年︑新たな

﹁名 門﹂経 大 サ ッ カ ー 部

いて２度の優勝を誇る

学生サッカーリーグにお

１９２３年から続く関西

こ そ の 結 果 で あ る︒

年 ぞれの経験があったから

ぶりの総理大臣杯出場︑

２０１５年の夏は

瞬間︒

てそのまま迎えた歓喜の だ︑間違いなく言えるこ

ールを割らせない︒そし

度 か 員が体を張り︑気迫でゴ とも一喜一憂の振れ幅が

ットを揺ら

ュートがネ

のミドルシ

らＭＦ松井

斜め

分 左 サ イ ド 変える︒激しい球際で全

えた前半

出 す 中︑迎 ＯＢの大声援が︑かき消 と の 入 替 戦︑そ し て

ー ブ も 飛 び る部員・マネージャー・

サッカー部

２４

を削っているライバル近 間︑送球エラーとなって タイムリーを放ち︑何と

長く開かれなかった扉

いい試合で願ってもない

をついにこじ開ける瞬間 し１︱０︒引き分けでも

日︒関西学生サッカ 先制点をあげる︒得点後

が訪れた︒２０１６年

２３

畿大学︒前夜からの雨で しまい︑土壇場で同点に も劇的なサヨナラ勝ちで
開催が危ぶまれたが︑試 追いつかれてしまう︒九 清瀬杯の初優勝を決めた︒

ブレーク制となる︒得点

４５

合開始時間を遅らせて決 回では決着がつかず︑今
勝戦の幕が開いた︒試合 大会２度目の延長戦に突
勝ち越しては追いつかれ 回︑この回から﹁１死満

は取られては追いつき︑ 入する︒迎えた延長十二

開となる︒２︱２で迎え

の︑一進一退のしびれた展 塁﹂からスタートのタイ
た七回︑今大会当たって の可能性が格段に上がる
いる邨松のホームランで うえ︑相手は１番からの

24

盤ＧＫ宮内のファインセ をコートの外から応援す

３４

1部復帰

１
１

邨松君

●杉浦 裕馬 主将
（４年生）
「全国制覇」
。ここまでくるのに様々な苦
労がありました。昨秋には優勝できたリー
グ戦も今春では２位に終わり、全日本選手
権をかけたブロック戦では後少しのところ
で近畿大学に負けてしまいました。しかし、
最後にこの清瀬杯でチーム一丸となり、決
勝戦では一度負けた近畿大学にリベンジす
ることができた結果、優勝することができ
ました。最後にチームメイトに日本一の主将
にならせてもらい嬉しい気持ちでいっぱい
です。これまで支えて頂いたたくさんの方
やチームメイトには感謝と御礼の言葉を伝
えたいです。ありがとうございました。
●山本 航 主務
（４年生）
清瀬杯で優勝することができて、本当に
嬉しく思います。今大会を通じて一戦ごとに
チームがまとまり、強くなるのを感じました。
そのような中で野球ができ、また優勝する
ことができて、とても幸せです。最高の仲
間と最後まで楽しく野球ができて本当に良
かったです。学長を始め学生部の皆様、チ
アリーダー部、吹奏楽総部、準硬式野球部
の１年生、保護者の方々、素晴らしい演奏と
応援ありがとうございました。皆様の応援
のおかげで力をもらい優勝することができ
ました。本当にありがとうございました。

月

１
２

好敵手にリベンジ！
全国の頂点に立つ！

全国制覇 達成！

３︱２と勝ち越し︑この 好打順であったが︑見事
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４８

試合が始まった︒試合は 合も両先発投手が粘りの ーヒットを放ち︑土壇場
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