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柔軟なカリキュラム

本的な内容を学び︑２年次か
らコースを選択する仕組み︒
所属コースの分野について深

情報社会学部は﹁現代社会﹂ く学ぶことも︑他コースの科

だ︒現在の経営情報学部にお 分化せず︑自身の関心や興味 キュラム体制を採用していま

していけるリーダー的な人材﹂ 体制︒学問領域を当初から細 修できるフレキシブルなカリ

期的なイノベーションを創出 ュニケーション﹂の３コース 目標に合わせて専門科目を履

視点で捉え︑チームの力で画 ﹁経営・経済社会﹂﹁情報コミ 目を幅広く学ぶことも可能︒

全般の活動や現象を複合的な

育成を目指す人材像は︑﹁社会

けていきます﹂と家本学部長︒

題を解決する発想力を身に着 取り組みたい﹂と語る︒

視野と具体的手法︑そして問 育︶に︑世界の大学に先駆けて る︒﹁１年次では３コースの基

的・体系的に学習し︑幅広い て実現に導く次世代型大学教 けるカリキュラムとなってい

イノベーション創出する
リーダー育てたい

本学は２０１２年４月︑経営情報学部を
開設する︒募集人員は２５０名︒開設の目

ブな活動に取り組む事例が増

技術をベースにクリエイティ

クルを作り︑蓄積した知識・
必要︒そのためにはシミュレ
ーションなどのプログラミン
資格取得も奨励していく︒ グ技術も求められます︒新学

資格取得も奨励

いても︑意欲ある学生がサー を見極め目標を明確にしてい す﹂︒

的や教育内容︑育成を目指す人材像につい

改組し︑
﹁情報社会学部 情報社会学科﹂を

て︑家本修経営情報学部長に聞いた︒

加 し て い る︒
﹁新 学 部 の 開 設

まざまな事象に対して多面的 を︑そういった姿勢と能力を ﹁目標を設定することで︑モチ 部 で は︑理 系 学 部 以 上 の 知
にアプローチできるよう︑情 持つ学生を育てるチャンスに ベーションが向上・持続しま 識・技術を身に付けられるよ
るには︑現状や新しい発想に った︒

日以降︑学生たちが自

さつ︒
﹁震災が起きた３月

募金活動の説明をする杉野さん

る
貢献す
社会に
る
を育て
職業人
域
領
３

さんは︑アジア協会とし

最後に︑活動報告を行

活動や被災地へのジャー る︒小さくても支援を続 を行った波部碧さん︵経済

て行った被災地支援の内 った学生たちが今後の課題

告した後︑ＢＫＤ
︵ボラン

﹁被
３年︶は︑相手と目線を同 点などについて報告︒

長の天見翼さん︵経済学部 子どもたちとの交流︑野

状況を見て︑よく考えて のを見て︑日本の将来は

とは大事だが危険も伴う︒ ィア活動に参加している

こと︒現場に身を置くこ ﹁多くの若い人がボランテ

ボランティアクラブ部 の炊き出しやデリバリー︑ 現地ニーズの調査をする 生委員長の宋仁守教授が

太さん︵人間科学部３年︶ じくすることの大切さを 災地の商品を購入するな

︵６面︶２０１１年度

︵８面︶創立 周年記念・学生対象講演会

教育懇談会

︵４︑
５面︶第１回オープンキャンパス盛況！

︵３面︶大樟会だより

︵２面︶ホームカミングデーのご案内

家本修経営情報学部長に聞く

︵１面︶２０１２年４月情報社会学部開設

相手の視点に立った支援 るはず﹂とアピールした︒ とアドバイスした︒

来賓として招かれた社

団法人アジア協会アジア

アドバイスする田中さん

て報告︒
﹁街頭募金により 友の会理事の田中壽美子
入った︒たとえ自己満足

４日のボランティア活動

いさつし閉会となった︒

から行動することが大事﹂ 大丈夫と確信した﹂とあ

ティア経大団体︶
の杉野駿

る大学サイドの支援を報

ボランティア活動に対す の協力を呼びかけた︒

容や経緯を説明︒
﹁事前に について一言ずつ話し︑学

経営学部第1部経営学科では、

ん︵同３年︶
は︑被災地で

〈コース科目（情報コミュニケーション）
〉
●ロジカルシンキング
●ファシリテーション基礎・実践
●情報通信ネットワーク論
●eビジネス論
●情報システム設計
●ゲームデザイン論

が募金活動の経緯や成果 強調︒
﹁被災者に対しても ど地元でできる支援もあ
について説明︒
﹁被災者に

石巻市におけるボランテ

職員は︑個人で参加した 物資を購入して被災地に

また本学の松田裕一郎

会﹂が︑５月

れた︒主催は大阪経済大 の力で社会を動かしてい
学学生ボランティア推進 ってほしい﹂とエールを
続いて経済学部の原田 支援や︑被災地の大学と

委員会で︑ボランティア 送った︒
クラブ所属の友藤祐馬さ

いて説明︒続いて吉本光 活動を振り返った︒

ィア活動の内容などにつ でも行って良かった﹂と
本大震災の状況と学生ボ ーズの掘り起こし﹂など

ボランティア活動につい

いわき市で行った独自の 授と共に南三陸町で３泊

德永学長・原田客員教

さん︵経済学部４年︶
は︑
そして学生部の田中省

できます。

ジ提供など︑学生による けることが大事﹂と一層 学部４年︶と神﨑安由子さ

報学と経済学に加えて社会学 したい︒以前から私が提唱し す︒イノベーションを実現す うな教育を推進したい﹂と語

するのは︑私たちが暮らす社 系 の 科 目 を 強 化︒社 会︑経 ているスカンク教育
︵知識を融

﹁情報社会学部が学問対象と

社会学系の科目強化

家本修経営情報学部長に聞く

会全般︒現代社会で起きるさ 営・経済︑情報について総合 合して考え︑発想を具体化し 対する数学的な分析や実証が

復興支援 今後のあり方は
復興支援のこれからを

学生︑識者ら本音で語る
考えようという﹁東日本

発的にボランティア活動

超えて、自由に選択して学ぶことが

は深い心の傷が残ってい が必要﹂と訴えた︒

大震災の経験を生かした

カリキュラムの核となるのは、大き

ランティア活動﹂のテー を提案した︒

﹁東日 本学が連携した新たなニ
ん︵経済学部３年︶が司会 多美子客員教授が︑
を務めた︒
最初に全員で東日本大

震災の犠牲者に黙祷した マで︑本学の被災地支援

﹁阪神 己・学生担当部長が募金
後︑德永光俊学長があい 活動について報告︒

となります。

215名 ⇒ 300名

募集人員が

すが、学生はそれぞれのコースを

〈コース科目（現代社会）
〉
●現代社会論
●社会調査論Ⅰ・Ⅱ
●社会調査実習Ⅰ・Ⅱ
●情報メディア論
●社会情報学

をします!!

85名定員増

経営学科は

2012年4月

く 3 つに分かれる「コース科目」で

人間の集団の営みである社会を、さまざ
まな視点で追究。とくに、社会を捉える
ための調査法や分析法に力を入れます。

時からＢ館 教室で行わ 誇りに思う︒若い人たち

日午後６ に取り組んできたことを

大震災ボランティア報告

１
１

〈コース科目（経営・経済社会）
〉
●経済情報分析
●ビジネスプランニング
●イノベーション論
●簿記システム論
●企業ファイナンスⅠ・Ⅱ
●コーポレートガバナンスⅠ・Ⅱ

contents

２５

３２

ICT（情報通信技術）を基礎から応
用まで学習。世の中のさまざまな姿
をどう分析し、予測できるかという
活用力を磨きます。

80

南三陸町での活動を報告する波部さん
（右）
と神﨑さん

経済をはじめ、経営、ファイナンス
などの諸分野を学習。企業社会に
おける変化に対応し、ビジネスチャ
ンスを模索できる力を培います。

主な記事

2012年4月情報社会学部開設
ア報告会
災ボランティ
東日本大震
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ホ ー ム カ ミ ン グ デ ー 開 催
2011 年 10 月 30 日（日） 10：30〜15：00（予定）

泰久

卒

創立80周年を記念しまして、卒業生の方、在学生の方か

中期計画のもとにすすめら
れたキャンパス整備は、卒業
生、在学生そして保護者の皆
さまのご支援をもちまして、
2014年の新校舎棟の完成を最
後に、大学のすべての建物が
完成する予定です。都市型複
合大学に生まれ変わっていく
母校をご覧いただきながら、
思い出のひとつひとつを語り
合い、恩師、旧友、在学生そ
して母校との絆を深めていた
だきたいと思います。皆さん
が楽しいひと時を過ごしてい
ただけますよう、たくさんの
卒業生、在学生の方のご参加
を教職員一同、お待ちしてい
ます。

■応募方法

らのメッセージ・エピソードを募集しています。お送りい

次のいずれかの方法でのご応募をお待ちしています。

ただいたメッセージ・エピソードは電子文書化して、本学

①郵送：下記事務局までお送りください。

ホームページで紹介いたします。

（送付先）
〒533-8533

大阪市東淀川区大隅2-2-8

大阪経済大学創立80周年記念事業事務局

■募集する内容

メッセージ・エピソード募集

①メッセージ「大経大に寄せるメッセージ」
・学生時代の思い出

・将来の夢

②FAX：06-6320-2156までお送りください。

など

※様式…KEIDAI DAYSに同封しています。

※絵画やイラスト、書画などもOK

③メール：80th@osaka-ue.ac.jp まで送信してください。

②エピソード「大経大のチカラ」

※様式…創立80周年記念事業ホームページからダウンロードしてください。

・大経大の強み・・・全国で1番の●●●、
全国で初めての●●●

など

・大経大の魅力・・・名物教授、
うまい定食屋

係

※様式…KEIDAI DAYSに同封しています。

・近況報告

・在学生へのメッセージ

など

④本学ホームページ：
「入力フォーム」にアクセスして送信してください。創 詳細は本学
立80周
ホーム 年記念事業
■締め切り
ご覧く ページを
ださい
2011年9月30日（金）（郵送の場合、当日消印有効）
。

大阪経済大学エクステンションカレッジ2011 金融証券講座
テレビや各メディアで活躍中の岡田晃（大阪経済大学客員教授）のコーディネ

投資情報

ートによる実践的な経営学講座を開講します。好評を博した2010年度に引き続
き、各界の実力派経営者や、各分野のエキスパートなどの方々を招聘します。
経験に裏打ちされた経営哲学や企業経営に有益な情報を存分に提供していた
2011年9月21日（水） 18：30〜20：30
大阪証券取引所とイノベーション
〜効率的で魅力ある市場を目指して〜

24

米田

道生氏

株式会社大阪証券取引所 代表取締役社長

2011年10月19日
（水） 18：30〜20：30
中村

雄二氏

前・駐イタリア特命全権大使
（本学客員教授）

コーディネーター 岡田 晃（大阪経済大学 客員教授）
1講座

■会場

大阪経済大学北浜キャンパス
（大阪証券取引所ビル3階）

1,000円

1．
以下のページよりお申し込みください。

そのメールを印刷して、受講証として当日ご持参ください。
■お問い合わせ先
北浜キャンパス事務室
〒541-0041 大阪市中央区北浜1-8-16（大阪証券取引所ビル3階）
受付時間

FAX：06-6231-1571

平日16：00〜21：00

E-MAIL：satellite@osaka-ue.ac.jp

北浜キャンパスニュース

テクニカル分析を用いた銘柄分析①

15：00 岡本 博氏 有限会社岡本 博 事務所代表・景気循環学会会員
15：15〜
テクニカル分析を用いた銘柄分析②
17：15 川上 恵三子氏 有限会社岡本 博 事務所パートナー・景気循環学会会員

トレンド分析

15：00 清水 浩三氏 国際検定テクニカルアナリスト・カウンターリサーチ代表
15：15〜
出来高・その他の分析
17：15 菊池 博章氏 本学非常勤講師・景気循環学会会員

10 13：00〜

モメンタム分析

15：00 鉄田 義人氏 SMBC日興証券第七投資銀行部ディレクター
15：15〜
サイクル分析
17：15 羽田 重年氏 本学非常勤講師・景気循環学会会員

10 13：00〜
15：00
22
15：15〜
17：15
月 日
︵土︶

http://www.osaka-ue.ac.jp/k̲campus/jissen01.html
2．
受講料をお振込みいただいた後、受講料振込み確認メールを送信いたします。

TEL：06-6231-1570

8

15

■お申し込み方法

15：15〜
テクニカル分析総論
17：15 吉見 俊彦氏 よしみ＆カンパニー代表取締役・景気循環学会会員

10 13：00〜

月 日
︵土︶

■受講料

13：00〜
ファンダメンタルから見た日本の証券市場
15：00 馬渕 治好氏 オフィスセントポーリア代表

10 13：00〜

月 日
︵土︶

国際情勢の激動を惹起するもの
〜冷戦終了の教訓と東アジアの今後〜

本講座では日本を代表するテクニカルアナリストを講師にお迎えして、日々の
投資判断に活用できる数々の手法を、具体例を用いてわかりやすく説明します。

月１日
︵土︶

﹁北浜・実践経営塾︵前期︶
﹂
開講中

だいた後、岡田晃が解説講義をお届けします。

その読み方、いかし方

―あふれる情報を賢く使い切るために―
９月 日
︵土︶

周年記念事業

大阪経済大学

創立
80

1932年に浪華高等商業学校
として創立されました本学は、
2012年9月に創立80周年とい
う輝かしい年を迎えます。そ
の間、本学の課程を修了され
ました卒業生は、約8万5千名
にのぼる人数となりました。
このたび、80周年を迎える
にあたり、本学の創立・発展
のために力を尽くされた多く
の方々への感謝の念を新たに
するとともに、卒業生の皆さ
んの活躍を称え、感謝の気持
ちを表す記念事業の一つとし
まして、10月30日（日）に「ホ
ームカミングデー」と「大樟
会
（同窓会）総会」を同日に開
催することとしました。

メッセージ＆エピソードを募集しています！

の

生から

在学
業生・

皆さんは、いかがですか？
人生80年の思い出、恩師と
の出会い、ゼミやクラブの仲
間たち、大経大での10年の思
い出などなど、老若男女が10
月30日、大樟の木陰に集い、
いろんな思い出を花咲かせま
せんか。お待ちしています。

勝田

光俊

2011年 何と言っても、東北
大震災・福島原発事故ですね。
2001年 小泉内閣が誕生し、
構造改革を劇的にすすめた。
1991年 湾岸戦争が勃発。ソ
ビエト連邦が崩壊し、東西冷
戦が終結した。
1985年 私が大経大に就職で
きて一安心した年。JAL123便
の墜落事故を覚えている。

母校との絆を
深めましょう

1971年 大学進学で京都に出
てきて、一人暮らし。1972年
のあさま山荘事件は強烈！
1964年 東 京 オ リ ン ピ ッ ク
だ。松山でも聖火リレーがあ
った。若乃花、長嶋を応援。
1952年 故郷の松山で生まれ
た。近くの土手でよく遊んだ。
母が般若心経を唱えていた。

大阪経済大学理事長

德永

大樟の木陰で
語り合いませんか

大阪経済大学学長

大 阪 経 済 大 学 は、来 年 の
2012年で創立80周年を迎えま
す。卒業生の皆さま、在学生
の皆さま、それぞれに楽しい
思い出があるでしょう。10年
ごとくらいの私の思い出は、
次のようです。

お気
軽
ご参 に
加を

中国証券市場を切る
何 紅雲氏

SMBCフレンド証券投資情報部

長期分析による内外市場展望
木野内

栄治氏 大和証券キャピタルマーケッツ金融証券研究所
チーフテクニカルアナリスト・景気循環学会理事

■受講料
35,000円
（全10回分）
■会場
大阪経済大学C館5階C-51教室
■申し込み締め切り
9月10日（土）
＜消印有効＞

■お問い合わせ先
〒533-8533 大阪市東淀川区大隅2-2-8
大阪経済大学 エクステンションセンター
T E L ：06-6328-2431（代表）
F A X ：06-6370-7847
MAIL：extension@osaka-ue.ac.jp

める李容淑・仁徳大学教授です。
「外国人から見た日本文化の再
大樟会総会の記念講演会講師は、YÔKOSO！JAPAN大使を務

訪問する外国人観光客に何をPRすべきかを率直に語っていただ

会

場

10 月 30 日（日） 12：00〜13：00
D館3階

100名超が一堂に

部長の小谷芳男氏に全員 が長年要望しておりまし ト面とも大きく変わって

日に逝去された尼崎支 と改称され︑大樟体育会 迎え大学はハード・ソフ

周年記念募金
同窓会は２億円を目標に

２０１１年︵平成 年︶
度同窓会理事会が５月

日午後２時から本館３階 で黙祷を行った︒ついで た推薦枠増員については いきます︒私たちも大学
名となりました︒あわ ことはきちっとやってい

さ れ︑第 ５ 章 本 校 評 議

日︑次期役員選考委員会 現役員の継続希望の意を

選出︶
が挿入され︑承認さ

評 議 員・理 事
︵候 補 者 の

金活動の中︑経過を知る 時過ぎに終了した︒

藤会長から 周年記念募 果︑了承された︒午後３

名︑監事３名を選出︒佐 紹介され承認を求めた結

ら常務理事１名追加の

員・理事の推薦において ︵大門寿郎選考委員長︶
か 受け全員続投を提案︑会

れた︒第４号議案の本部

ます︒全国で活躍する卒

業 生 が︑同 窓 会 広 報 誌

送りました︒

自発的に手をさしのべ

大経大で素晴らしい学生

﹃澱江﹄に一人でも多く紹 た数百名の学生に︑私は

介されるのを楽しみにし

として 〜１００周年は

職・スポーツに強い大学

だき誠に力強く頼もしく

思っています︒就職力を

大経大PRIDEを育てる

︱︱德永光俊 学長

の東日本大震災

た︒教育とはそうした芽

が出てきた時に水をあげ

ることです︒成長を待つ

のです︒そっと手を添え︑

じっと待つ︒大経大の学

しっかり

生像は〝あったかもん

やんちゃもん

もん〟︒そういう芽が育っ

て い ま す︒私 は こ れ を

このあと入試︑進路支援

す﹂とあいさつされた︒

て育てていこうと思いま

次 に 德 永 光 俊 学 長 が 〝大経大ＰＲＩＤＥ〟とし

は日本社会の転換点とな

りました︒この時︑大経

前やかみしんプラザの前

第３部は同窓会ホール

説明された︒

高めるのが私の使命です︒ 大の学生は︑上新庄の駅 につき担当部長から現状

一人でも就職が決まるよ

ています︒いつまでも生涯剣道に挑

るため監督交代が発表され︑今年か

またクラブのリフレッシュ化を図

義行︶

頑張ればさらに上にいけます︒前途

︵同窓会広報部長 平田

は明るい﹂と力強く締めた︒

会は終了した︒

で懇親会が行われ︑理事

した︒また被災地からジ に移り１０１名の参加者

う全力を尽くす覚悟です︒ で募金活動を連日やりま

また学内でのスポーツ・

戦したい﹂と意気軒昂に謝意を述べ

の発
中早苗さん︵ 回 昭和 年卒︶

回 昭和

１
９

て お り ま す︒本 学 は 就 が育っていると感じまし

われた︒勝田泰久理事長

を がなされた︒第２号議案 れには多額の金額がいる
議長に廣野義直︵ 回︶

り︑中村財務部長から説

の要請に︑体育会系クラ

文化の振興も強化したい︒ ャージを贈って欲しいと

一例として女子弓道部の

なりません︒剣道部が大経大にふさ

られた︒ついで５月の関西学生選手

声で乾杯︒宴も盛り上がってきた半

ら古畑正幸さん︵ 回 昭和 年卒︶
さらなる活躍を期待する声で会場は

長再選後各役職を発表・

役員改選の件では３月８

理事長

スポーツ・文化の振興を

︱︱勝田泰久

第２部では来賓あいさ

は﹁ 年前に起きた阪神

非常に明るい展望がある

金は次年度に計上する︒ 年も過ぎた棟が４つもあ と確信しております︒物

同窓会としての 周年募 大震災を機に︑本学は

周年を いさつした︒

佐藤武司同窓会会長は せて補助金も増額︑予算 かねばなりません﹂とあ つと学内の近況報告が行

宣言︒

で︑理事総数１９３名中︑ 田村正晴副会長が開会を 現行の 名プラス５名の に協力しながらやるべき
出席 名︑委任状提出
名の計１４２名で開かれ

昨年より 名減りました

８億円︑この内同窓会は

年度事業 第３号議案では同窓会会 える中︑同窓生の皆さん

２億円を目指しておりま 選び議案審議に入った︒ は全員一致で承認された︒ わけですが︑ 周年を迎
す︒ここにお集まりの皆 第１号議案の

報告・収支計算書︑監査 則一部改正の承認が提案 にご寄付をお願いしたと

明した︒賛否では全員一

ころ早速ご協力していた ﹁３・
報告が行われ︑貸借対照

グデーが

致で承認された︒第２号

わしいクラブに成長されるよう期待

大会でベスト８に入った現役部員の

ブに呼びかけ１２０着を

しています﹂
︒佐藤同窓会長は﹁これ

道場の新設を考えており

と品格を感じます︒大学はまず勉学

部

からも研鑽を積まれ社会に有用な人

あいさつする佐藤会長

さんのさらなるご支援を

月３ 表の項目で前払い費用の
日に開催しておりました 説明や学対費計画増の内

会総会はこれまで

が︑今年は大学祭を含め 容︑休眠支部への運営費
大学主催のホームカミン 援助の現状など質問があ
れます︒これにあわせ同

議案で

月 日に行わ
窓会総会もこの日に変更

年度事業報告・
します︒スポーツ推薦入

試は﹃スポーツＡＯ入試﹄ 収支予算案が提案された︒

する所ですが︑文武両道をまさに実

周年を迎え︑記念式
剣道部が今年

践されている皆さんに敬意と心から

中島陵太さんに記念剣道着が贈られ
ないでいく番です﹂とエールを送ら

が就任︒
﹁
〝文武両道〟を理念とし礼

た︒
れた︒稽古終了後ＯＢ会総会が行わ

周年の功労者として現顧

儀作法を重んじ心の豊かさを示せる

懇親会は現大経大剣道部師範の田

材を育てて欲しい﹂と述べた︒
名︑勝田泰久理事長︑佐藤武司同窓

問の松尾剛男さん
︵

ば︑創部

人材を育てたい﹂と抱負を述べた︒

輩が築いた今日を︑次は皆さんがつ

祝意を申しあげます︒現役諸君も先

典・ＯＢ総会と懇親会が６月５日︑
同窓会ホールで盛大に開かれた︒
名︑現 役 部 員

会会長ら来賓９名の１０４名が出席︒

れ︑同部部長の草薙信照副学長から

卒︶が表彰された︒松尾さんは入学と

年
大学と現役部員の情報が報告された︒

ともに段位なしで入部され︑卒業時

式典に先立ち午前 時から新体育

盛り上がった︒

破られていない︒大経大の監督も

強くあいさつ︒次いで勝田理事長が

まさにプロ剣士を思わせる激しい打

年以上務められ﹁ 歳になった今も

５６

４５

地元中学校で必須授業の剣道を教え
学長も感動された︒德永学長は﹁創

４７

３６
いわれ︑礼節は人間形成になくては

５０
ち合いに︑祝賀に来られた德永光俊 ﹁剣道は〝礼に始まり礼に終わる〟と

３８

同部の半世紀に及ぶ戦績を賞賛し︑

式典に入り物故者への黙祷の後︑

年 卒︶
らＯＢ

ＯＢ会長の鴨下順二さん
︵ 回 昭

８０

次いで議事に入り︑議 また同窓会ホームページ り震災に強くというキャ 心両面のご支援をお願い

全役員が留任

１
６

た︒はじめに今年の１月 ﹁今年度の本学の受験生は 化されました︒

周年記念募金

が︑ほぼ安定しておりま

８０

お願いします︒秋の同窓

１０

鴨下ＯＢ会長が﹁創部 年を共に喜

和

１０

１
１

周年を数えられた剣道部に歴史

１
１

８０

す︒創立

９０

７５

︵ 回︶︑副 を積極的に活用する提案 ンパス計画を立てた︒こ したい﹂と述べた︒
周年にちなみ 長に平田義行

事業はご案内の通り目標

８０

３１

３４

は全体で

４０

７０

１
１

３０

武司

２３

８０

８０

１０

５０

佐藤

講師プロフィール 92年に来日、97年に関西で旅行社を設立。
08年に国土交通省のYÔKOSO! JAPANの大使に任命され各地のイ
べント・講演活動を行う。99年韓国KBS放送の「日本列島を走る
韓国女性」として紹介され、01年にはNHKのハロー日本という
番組でも紹介され一躍人気者に。日本では国際観光振興会、国
際観光シンポジウム、関西経済同友会などでの講演も多い。ま
た日本文化、風俗習慣を研究され居住する大阪の良さ、大阪の
足りないところも熟知。現在、韓国・仁徳大学日本語学科教授。

３１

２２

〜 周年を見据えた同窓会総会

李 容淑さん 国土交通省 YÔKOSO! JAPAN 大使
時

80

３８

同窓会会長

師

日

２３
２８

最後に草薙部長が﹁有望選手を集め

７３

100

講

５５
理事らが出席した理事会

１９６１年︵昭和 年︶創部された
３６

１０

90

きます。

2011年度
同窓会理事会
５０

大きく変わりゆく母校に
お越しください

発見」と題し、未来の重要産業である観光業について、日本を

８７

は４段になられた︒この記録は今も

４７

館でＯＢ・現役の合同稽古が行われ︑ びさらなる飛躍を期待します﹂と力

５０

外国人から見た日本文化の再発見
テーマ

大樟会
だより
文武両道貫き半世紀

入れがあり、学校側と協議の
うえ決定いたしました。
総会及び当日のスケジュー
ルといたしましては、午前中
に第１部で同窓会総会
（全卒業
生参加）
を行い、第２部に記念
講演会、その後ホームカミン
グデーに出られる方はそちら
に移動、その他の方は懇親会
にご出席いただくという段取
りでございます。
多くの方にご参加いただき
ホームカミングデー、そして
新しくなりました体育館、学
生会館に続いて今建設中の事
務研究棟の見学もかねて、同
窓生の皆さんと学校との絆、
さらに同窓生同士の絆を深め
ようではありませんか。ぜひ、
この機会に大きく変貌する大
阪経済大学をお訪ねください。
心からお待ち申しあげます。
皆さんお元気ですか。母校
も来年９月には創立８０周年を
迎えます。その８０周年記念事
業はもとより、これからくる
９０周年、１
００周年に向けての布
石という視点からも、今年の
同窓会総会は重要かつ意義あ
る総会と位置付け、多くの皆
さんにご出席いただけるよう
事務局一同がんばっておりま
す。
ところで今回の同窓会総会
は、前号の「大樟会だより」
でもご案内いたしましたよう
１月３日に開催いた
に、例年１
しておりましたが、今年は１０
月３０日の開催に変更いたしま
した。この理由は、今年初め
て大学側が開催いたします
「ホームカミングデー」と学園
祭にあわせて同窓会総会も同
じ日にやりませんかとの申し

記念講演会にご参加を
大樟会総会

２９

７０

2011年9月

3




剣道部創部50周年式典

志望学部・学科選びの第

■学部学科説明会
一歩となる﹁学部学科説明

公開講座の取り組みとし

紹介︒
﹁今回︑新しい大学

本学の取り組みについて
グを元気よく行った︒最

ールやフリーバッティン

かせながら︑キャッチボ

した大経大キッズカレッ
ラウンドを駆け回る児童

ゲーム︒全力で打ってグ

球部員も参加してのミニ

地域の子どもたちと熱い交流
﹁大経大キッズカレッジ
ジ︒普段︑大学のキャン
は夢中になり︑
﹁もっとや

て近隣の小学生を対象と 後のメニューは︑硬式野
２０１１野球教室﹂が︑

児童の皆さんに本学のキ

７月 日午後１時〜４時︑ パスに訪れる機会がない

ても位置づけている︒第

とで︑
学生教育の一環とし

から指導全般を任せるこ

務める︒実施内容の決定

違い︑講師は本学学生が

また︑通常の公開講座と

貢献を目的としている︒

さを教えることでの地域

ーツや芸術︑学問の楽し

キャンパスに招き︑スポ

し︑地域の子どもたちを

れる大学﹂を基本視点と

り組みは︑
﹁地域から愛さ

ドで開催された︒この取

摂津キャンパスグラウン

それに応え野球教室がス

い さ つ﹂
︑
﹁チ ー ム ワ ー ﹁大学生がやさしく丁寧に

野球部員から野球をやる

野球教室の冒頭︑硬式

加ください﹂と話した︒

いきますので︑是非ご参

生による教室を開催して

後︑いろんなクラブの学

し ん だ︒保 護 者 か ら も

式野球部員との交流を楽

る児童など︑最後まで硬

ろを見せてほしいと求め

求める児童や投げるとこ

硬式野球部員にサインを

野球教室が終わった後も︑

を体感してください︒今 ングを延長して行った︒

スポーツや勉強の楽しさ

かけになった﹂
︑
﹁こんな

ク﹂
︑
﹁感謝の気持ちを持 教えてくれて︑子どもも

うえで大切なことは﹁あ

に大きなグラウンドでお

説明︒児童も大きな声で ャッチボールをするきっ

つこと﹂であると児童に

もいっきり野球ができて

ャンパスで学生と一緒に りたい﹂という児童の希

喜んでいた﹂
︑
﹁親子でキ

かった︒また開催してほ

︑
﹁参加して良
後︑参加児童を２班に分 良かった﹂
け︑打撃と守備の指導を
行った︒児童は公式戦の しい﹂との言葉をいただ

学生生活などを紹介︒新学

を提供する﹁フリートーク﹂ た﹂と笑顔を見せた︒また

思いのままに高校生に情報

名が在学生と楽しそうに話
し込み︑
﹁みんなすごく親切

で説明もわかりやすかった﹂
と目を輝かせていた︒

アジア選手権シニアの部1500ｍ8位、
3000ｍリレー2位
吉川

政志

アジア選手権ジュニアの部2000ｍリレー4位
永井

大智

全日本ジュニア優勝体重別選手権大阪大会第2位
川西

正起

大阪府学生弓道選手権大会男子個人戦第3位
光畑

雅博

アルペン男子2部スラローム優勝

蒲田

真琴

ひったくり事件被害者保護

弓削

翔平

ひったくり事件被害者保護

き︑大盛況のもと野球教

ユニフォームを身につけ

まず︑参加した児童︑

望から予定していたイニ

１回目の野球教室は︑硬

運動とランニングをした

名
︵保 護

式野球部員が講師を務め︑ タートした︒まず︑準備
近隣の小学生
者 名︶
が参加した︒

１７

募金協力

保護者へのあいさつで德

部については吉田力さん
︵ビ

が行われた︒個別相談では︑ フリートークの会場では︑

による﹁個別相談﹂が︑Ｃ

東大阪市から来た高校生３

ジネス情報学科４年︶
が﹁社

■学部のまとめ

館２階では︑本学在学生が

樋口

創立 周年記念事業

ボランティアサークル
「PEACE」 募金協力

た硬式野球部員に目を輝 室が終了した︒

募金協力

永学長は﹁地域から愛さ

ROOLIE FIGHT vol.8優勝
ボランティアクラブ

れる大学﹂を指標とした

第五回makes cup 準優勝
BattleGround

れば良いのか聞けて良かっ

関西シネック第3位
大阪経大SIXERS

神戸から来たという２名の

学の三つを基礎から学べる﹂ 男子高校生が︑本学につい

カフェで昼食

全関西学生ジムカーナ選手権大会団体3位
映画研究部

スタッフ
を迎えた学生
温かく参加者

時 分から

﹁全体説明会﹂は︑Ｄ館１

■全体説明会
階教室で午前

地域貢献
（小学生への指導）
自動車部

!!!

況況況

盛盛盛

２０１１年度オープンキャンパスＳ Ｔ
ＥP１
︵第１回︶
が︑７月 日
︵日︶
︑本学キ
ャンパスで行われた︒キャッチフレーズは

日本学生氷上競技大会Bクラス男子団体優勝
アメリカンフットボール部

周年記念事業の一環と

学生サポーターが準備︑運営を

ョン提案会は︑同時に募集した

採用しました︒プレゼンテーシ

したが︑最終的に以下の９件を

作で︑審査員を大いに悩ませま

て選考しました︒どの企画も力

ゼンテーション提案会を開催し

から募集を開始し︑７月にプレ

る学生企画を実施します︒４月

に学生が立案し︑学生が運営す

る力﹂をよりアピールするため

して︑大阪経済大学の﹁つなが

創立

周年記念事業ホ

さいますようお願いいたします︒

ぜひともご支援︑ご協力くだ

す︒

ームページ等でご案内いたしま

は︑本学創立

でいきます︒詳細につきまして

感じていただけるよう取り組ん

ワー︑心意気を多くの皆さんに

てもらいながら学生の情熱︑パ

学生サポーターにもお手伝いし

に向けて企画をさらに練り上げ︑

してくれました︒これから実施

マラソンやＣＭ制作
学生の企画９件採用

マナーアップ活動への協力
アイススケート部

会学︑経済・経営学︑情報

て３回︑Ｂ館３・４階の各

と正午からの２回行われた︒ 会﹂は︑午前と午後を通じ
会場は受験生と保護者で満

パス﹂
︒午前 時の受付開始から大勢の高校

﹁活気だ︑熱気だ︑大経大のオープンキャン
て﹁こぢんまりしていて楽

４年︶
はゼミの魅力などにつ 試に備えてどんな勉強をす

しそう﹂と印象を話し︑
﹁入

いても話した後︑
﹁大学で重

とアピールした︒また垣内

要なのはブランドではなく

郁哉さん
︵ビジネス情報学科

学部﹂は︑会場に詰めかけ

自分の力﹂とアドバイスし

教室で行われた︒経営と法

た大勢の高校生に対して︑

た︒

さん
︵ビジネス法学科３年︶ の融合教育を掲げる﹁経営
が︑オープンキャンパスの

強することで︑これからの

間︑楽しみ方のポイントな ﹁経営と法をバランスよく勉

イベント内容や︑場所・時

社会で活躍できる理論的・
■個別相談＆

員︒司会を務めた中村飛鳥

どをわかりやすく説明︒
﹁専
実践的な力が身につく﹂
とア 名とする予定であることを

生や保護者が次々に来学し︑合計１１０１

門的知識を身につけながら
ピール︒入試倍率が高かっ 確認した︒

名の参加者でキャンパス内が賑わった︒

在学生による学部紹介が好評

楽しい大学生活を送ってく
在学生フリートーク

ださい﹂と会場の高校生に
た経営学科の募集定員を︑
来
今年のオープンキャンパ

〜学生から見たこの学部〜

Ｅ館１階では本学教職員

年度から 名増員し３００
スで好評だったのが︑学生
の視点による学部紹介によ

翔太

８０

語りかけた︒
﹁入試説明会﹂も︑全体説

■入試説明会
明会と同じＤ館１階教室で︑
分からと午後０

近畿六大学リーグ春季ベストナイン
上村

2011.9〜12

午前 時

近畿六大学リーグ春季ベストナイン
勇佑

2011.12〜
2012. 2

って大学の学びをイメージ

翔太

沖

2011.8〜10

し て も ら う﹁学 部 の ま と

大塚

2011.12〜
2012. 2

時 分からの２回行われた︒

近畿六大学リーグ春季首位打者、打点王、
ベストナイン
2011.10

め﹂
︒来年度から﹁情報社会

純平
2011.8〜10

会場では入試部の職員が︑

学部
︵情報社会学科︶
﹂とし

柳生
2011.8〜12

推薦入試と一般入試の概要

近畿六大学リーグ春季最多勝、
ベストナイン、対抗戦優秀選手賞

9

て新たなスタートを切る

野口亜久里

8

を説明︒商業科・工業科・

関西六大学リーグ春季平古場賞、
担当記者クラブ賞

7

総合学科推薦︑公募推薦︑

翔太

6

は︑在学生２名が学生なら

関西六大学リーグ春季ベストナイン
長江

5

﹁経 営 情 報 学 部﹂の 会 場 で

関西六大学リーグ秋季ベストナイン

4

一般入試︵前期・後期︶
につ

智基

長谷川直道

3

情報社会学部の個別相談

２３

１４

マナーアップ活動への協力
学術会本部

7/15
「第12回全学FDフォーラム」

関西六大学リーグ秋季首位打者、
春季・秋季ベストナイン

８０

2011.12〜
2012. 2
1

ではのユニークな視点で︑

テーマ 「辛亥革命と中国の近代史」

80

2011.9〜11
2

現学部における学びの内容︑

23日 佐賀大学 教授 佐々木 揚氏

康平

企業・商店とコラボレーションし、大経大にちなんだ商品を開発
大経コラボ商品
する。
大学の近隣のマラソンとゴミ拾いのジョイント企画。実施後、環
エコマラソン
境に関するシンポジウムなどを開催。
受験生向けのパンフレットの制作。学生目線で大学の中や近隣の
ラブ☆フレット
様子を写真などで紹介する。
近隣の小学生にわかりやすくマーケティングを教え、一緒に商品
ラブ☆チルドレン
開発を行う。商品は学園祭で販売し、企画から販売までの様子を本
学ホームページで紹介する。
学生や一般の方が思い描く「つながる力」を絵で描き、それに
手と手で
「人の手」で色をつけることで目には見えない「つながる力」を表
人とつながる
現し形にする。
経大生が作る
大阪経済大学のネットCMとラジオCMを制作。出演者はすべて
大阪経済大学のCM
学生から公募。
「はてにゃん。
」グッズから始まり、出会った人たちと物々交換を
「はてにゃん。
」の
していく。出会った人には手書きのメッセージもいただき、交換の
わらしべ長者
様子を写真で記録し、経過をWeb上で公開。
大経大生で作る
各クラブが選抜したメンバーが、舞台上で足音、体の動き、表情、
SHOW。
かけ声などで「喜怒哀楽」の感情を表現し、人とのつながりを伝える。
共創〜地域とつながる
大経周辺のぐるナビ風グルメマップの制作。協賛店にはポスター
大経に〜
やPOP広告を置いてもらい「つながり」を目で見えるようにする。

7月5日、「2011年度 第1回 課外活動表彰式」が本学Ｃ館前にて行われまし
た。 顕著な活躍をし、本学の名誉に貢献した事を称え、理事長、学長、大
樟体育会会長から励ましの言葉がおくられました。 また、受賞者が今後の
決意を表明しました。 表彰された学生の皆さん、おめでとうございます。
表彰者および表彰実績は以下のとおりです。

テーマ 「辛亥革命の背景と日中関係」

BKD
※内容は、変更される場合もあります。

課外活動表彰式
2011年度 第1回
16日 東京大学大学院 准教授 川島 真氏

福島
実施時期
要
概
名
画
企
NO.

い て︑出 願 資 格・選 考 科

第 3 回：6月29日
テーマ：東日本大震災の現場から〜宮城
県登米市の災害ボランティアの
意味と意義〜
講演者：原田 多美子氏 日本ボラン
ティア学習協会理事／佛教大
学社会学部公共政策学科非常
勤講師／本学客員教授

マナーアップ活動への協力

参加者が詰めかけた全体説明会

１０

大経大キッズカレッジ2011 野球教室
「辛亥革命と近代東アジア」を共通
のテーマに黒正塾第13回寺子屋を開
催しました。
7月9日 京都大学人文科学研究所
教授 山室 信一氏
テーマ 「連鎖視点からみる辛亥革
命と日本」

８５

コンピュータ授業を模擬体験

7/9・16・23
黒正塾第13回寺子屋

１
１

目・配点︑選考地︑合格発

7月7日に「国際交流七夕パーティ
ー」が開催されました。
当日は縁日風の演出でおもてなし
が行われ、参加した留学生、在学生
の皆さん、教職員が楽しいひと時を
過ごしました。

１
５

表日などを説明した︒

7/7
国際交流七夕パーティー

４５

第 2 回：6月22日
テーマ：地震リスクと事業継続
講演者：崎原 嘉行氏 元富士火災海
上保険株式会社常務執行役／
本学客員教授

芸術会本部

開催されました。
今回のテーマ「授業の工夫」のもとに小
部修・本学非常勤講師により「授業のデザ
インと課題―学生のレポートから見えてく
るもの―」についての講演と、山田文明准
教授
（経営学部）
より、関西の諸大学におけ
るGPA導入状況の報告が行われました。

２４

今回の講演会は、被災地の一日も早い復興を願い、3名の本学客員教授
に「経済」
、
「リスク」
、
「ボランティア」のそれぞれの視点から講演いただ
きました。
第 1 回：6月15日
テーマ：震災からの復興と日本経済の見
通し
講演者：岡田 晃氏 経済評論家／元
テレビ東京解説委員長／本学
客員教授

経営学部の説明会

6/15・22・29
大経大講座2011 客員教授春季講演会

体育会本部

7月15日、「第12回全学FDフォーラム」が

３０

第1回
オープンキャンパス
１０

4
2011年9月
第33号

5

ジナルな研究を行って成

学長︑
強力サポートの決意
■ 全体懇談
果を学生に伝えていきた

本学キャンパスで行わ い︒学業も就職も頑張れ

どもたちの自己肯定感を

ケーションによって︑子

アメリカ留学体験を語る
塚本さん

に認定留学した塚本海渡

点や︑ミスマッチによる

素晴らしさを実感し︑勉

な刺激になった︒日本の

が︑
﹁アメリカ留学は大き

自身の体験に基づいて紹

につけるべき能力などを︑

考え方・行動︑そして身

さん
︵経営情報学部４年︶ 離職を防ぐための基本的

取りたかった︒モチベー

などと報告した︒

ては仲森章人さん
︵経済学

インターンシップについ

名の学生が体験を報告︒

プと就職活動について２

続いてインターンシッ

報も提供した︒

切 に す る こ と を 学 ん だ﹂ 何を見るかなど貴重な情

介︒採用担当者が面接で

は︑カリフォルニア大学

とが大切﹂
︒留学について

諦めずに勉強し続けるこ

ションの持続が最も重要︒ 学に励むことと家族を大

留学もクラブも資格も
充実の報告

談には︑チアリーディン 大ＰＲＩＤＥ﹄のキャッ 創 立
養う重要性を訴えた︒そ

周年記念講演会

グ部の女子学生７名と本 チフレーズのもと︑学生 ﹁親子のコミュニケーショ
して保護者に対して﹁子

本浩二・進路支援部長が

た︒後輩も積極的に取り

ったく知らないと気づい

できた︒自分が社会をま

部４年︶
が︑
﹁大いに成長
本学の今年度の就職実績

組んでほしい﹂︒就職活動

担当として〜﹂というテ

思うこと〜親として採用

者の援助が不可欠﹂と訴

くの交通費が必要で保護

てきた︒また就活には多

場

■会

10時〜18時
（予定）

第2回

れた教育懇談会の全体懇 ば夢を実現できる︒
﹃大経

学 の 広 報 キ ャ ラ ク タ ー たちを強力にサポートし ンについて﹂を開催︒水
どもたちの夜の居場所は
家庭︒子どもを認め受け

や︑進路支援センターの

については政岡謙太さん

ーマで講演を行った︒久

え︑会場の笑いを誘った︒

■開催日時

2011 年10 月29日（土）

を
リ
プ
ン
ラ
グ

学部の枠を越えてゼミナール活動

主体的に取り組み、自らの成長を通

して、学生生活の充実化を図ること

を目的として、今年も開催します。

今年の発表テーマは「可能性」です。

あなたの考える「可能性」を自由に

作りあ げたい﹂とあいさ

調印式には︑大阪中小 つ︒一方の太田研究科長は

﹁大 阪 中 小 企 業 診 断 士 を行っていく予定︒

体の政策のあり方に提言 するような提携の果実を

を 議 論 し︑国・地 方 自 治 た中小企業の発展にも資

て︑中小企業の支援方法 もちろん︑海外に進出し

践面の調査・研究を通じ たい︒大阪の中小企業は

の活性化を図ることと、学生自身が

プレゼンテーションしてください。

う と いう も の︒理 論・実 の発展のため頑張っていき

支援する体制を構築しよ ながら︑中小企業の今後 定が成立した︒

両者が共同で中小企業を の持てる力を補完し合い 協定書に署名し︑学術協

る︒今回の学術提携は︑ 研究成果という︑お互い 理事長︑太田研究科長が

業績を数多く蓄積してい 科が積み上げた学術的な 負を語った︒そして︑福田

業に関する理論的な研究 と︑大 経 大・経 営 学 研 究 鑽を積んでいきたい﹂と抱

経営学研究科は︑中小企 のコンサルティング 体 験 政策などについて︑共に研

門 家 集 団︒また︑本 学の 事長は﹁我々の持つ現場で 成していくうえで必要な

ている中小企業経営の専 要説明が行われ︑福田理 ジア諸国の中小企業を育

ィング業務などを実施し が出席︒まず本協定の概 日本国内はもちろん︑ア

主に中小企業のコンサルテ 教授をはじめとする３名 に関する法律面も研究し︑

た︒中小企業診断士会は︑ 経営学研究科長の太田一樹 く︑中小企業の経営など

階・第２会議室で行われ する３名が︑本学からは いる︒経営分野だけでな

式 が ７ 月 ７ 日︑本 館 ４ の福田尚好氏をはじめと 営と法の融合をめざして

研究科が学術提携︒調印 企業診断士会から理事長 ﹁本学の経営学研究科は経

会﹂と本学大学院経営学

大阪経済大学

ZEMI-1 します
開催

元気いっぱいの演技でオ った︒そして本学の今年 ることになったきっかけ
入れ︑社会に対しても優

就職活動体験を語る
政岡さん

多様なサポート体制など

課長
︵採用担当︶・久保敬

午後２時からは就職シ

保氏は現在の就活の問題

調印後握手する太田研究科長
︵右︶
と福田理事長

共同で中小企業支援体制を

ンポジウムが行われ︑橋

支援センターに行ったこ

科学部２年︶
と村岡奈央子

業株式会社の総務部専任 ︵経営学部４年︶
が︑
﹁進路

を紹介︒その後︑加藤産

採用者側の視点も
紹介

ープニングセレモニーを 度の就職状況や︑奨学金 や︑閉鎖的な日本社会に

しさを広げていってほし 教室で︑５名の在学生が

■学生体験談

盛り上げ︑会場の保護者 の現状︑クラブ・サーク おける若者の孤独︑非行

い﹂と訴え︑講演を締め 大学生活に関する体験談

送局の横井寛之さん︵人間

務めたのはＣＢＳ文化放

を保護者に披露︒司会を

午後１時からはＣ館

の意義や注意点などにつ ある薬物汚染などに具体
くくった︒

から大きな拍手が巻き起 ル活動︑アルバイトなど や自傷行為︑広がりつつ
こった︒
家庭や学校でのコミュニ

続いて德永学長があい いて︑それぞれの担当職 的な事例をあげて言及︒
さつし︑本学の教育・研 員が説明した︒
その後︑本学の客員教

一氏が︑
﹁娘の就活を経て とで自分が客観的に見え

が︑
﹁就活に有利な資格を

弘祐さん︵経済学部４年︶

簿記一級を取得した宇野

格取得については︑日商

の有り難さも感じた﹂︒資

についた︒下宿生活で親

人と接し︑礼儀作法が身

﹁クラブ活動を通して社会

ん︵経営情報学部４年︶が︑

は︑邦楽部の田川嵩士さ

ラブと下宿生活について

自立もできた﹂︒文化系ク

強もできる︒下宿生活で

授業優先なのでテスト勉

をめざし練習しているが︑

年︶
が︑﹁公式戦での活躍

原翔太さん︵人間科学部４

について︑空手道部の萩

育会系クラブと下宿生活

励ましあえる﹂︒続いて体

居場所︒就活でも仲間で

に︑学生にとっては心の

は勉強の場であると同時

︵経済学部４年︶
が︑
﹁ゼミ

行委員長の荻野直人さん

ゼミナール大会・学生実

まずゼミ活動について︑

さん︵経営情報学部２年︶
︒
■就職シンポジウム

３１

８０

﹁はてにゃん︒﹂が参加︒ ていきたい﹂と決意を語 谷氏は﹁夜回り﹂を始め

まるごと語る 大学生活

講演する水谷客員教授

学生食堂の昼食を試食する保護者ら

究の方向性や内容︑学生
指導︑就職支援などにつ 授で﹁夜回り先生﹂とし
いて紹介︒
﹁最先端のオリ て有名な水谷修氏による

成績懇談で熱心に説明を聞く保護者
（手前）
懇親会に合わせて開かれた施設見学

大阪中小企業診断士会と
大学院経営学研究科が学術提携

学生を支える決意を語る
德永学長
オープニングセレモニーを盛り上げたチアリーディング部と
広報キャラクターの「はてにゃん。
」

２０１
１年度・第２４回教育懇談会が、米子会
場で６月１８日、福井・姫路会場で１９日、本
学キャンパスで２５日、京都会場で２６日、高
松会場で７月２日、岡山会場で３日に開催
された。

教育懇談会
2011年度
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産業技術史
化学技術史はわたしにとって当
然の研究対象なのかもしれませ
ん︒しかし反面︑軸足がすわら
ロッキード事件は田中角栄で 言して工学部を離れました︒
﹁技 ないまま︑成りゆきまかせで研
はなく︑実は炭素繊維が起こし 術ジャーナリストにでもなれれ 究対象を決めてきたともいえま
その成りゆきまかせのためか︑

た事件であった︑といったこと ばいい﹂とノンキなことを考え す︒
を調べています︒技術を手がか ながら︑聴講生として経済学部
りとして︑これまで誰も気づか をのぞいてみました︒そのあと あるいはモノを中心にとらえる
なかった事実を掘りおこすこと ２度目の大学院に進学して︑指 産業技術史という学問領域のた
導 教 官︵中 岡 哲 郎︑１ ９ ９ ２ 〜 めか︑歴史はヒトの﹁意識﹂よ

技術発展について社会的経済 ２００２年には大阪経済大学教 りも︑
﹁環境﹂や﹁偶然﹂が動か

が私の仕事です︒
的に検討する産業技術史という 授︶のもとで︑﹁経済史﹂のなか してきたような気がします︒発
学問のなかで︑おもに日本の化 で技術発展について考えはじめ 明について調べていると特にそ

ということは︑決してメジャー 技術の将来について論じるため の発明したいという意識があっ

２階席にも聴衆が詰めかけ︑熱気あふれる会場

創立 周年記念・春季特別講演会 第２回

学卒業後︑海城高校︑東

創立 周年記念・春季 滋賀県生まれ︒早稲田大
特 別 講 演 会 が︑６ 月

日︑午後６時から 周年 京都立中学校教師︑東京

もの﹃素の良さ﹄を受け

止められるのは親である

のに︑学校だけでなく家

庭まで機能不全になって

いる︒日本の教育環境は

今︑世界で最も遅れ孤立

している﹂と断言︒
﹁国が

教育にお金を注ぐことは

未来への投資︒学力テス

トの結果を競うのではな

く︑世界がどういう人材

を求めているかを知り︑

子どもたちが共に伸びる

記念館フレアホールで行 大学講師として︑ 年間

の ユ ー モ ラ ス な 口 調 で って大学を含む教育費の

なや︑テレビでおなじみ そのうえで国が本気にな

ことが大切﹂と訴えた︒

われた︒今回のテーマは にわたるユニークで創造

尾木氏は登壇するやい

いる︒

る研究活動に取り組んで

教育評論家
尾木 直樹氏

もが育つ地域社会﹂︒講師 果は１８０冊を超える著

笑いを誘い聴衆の心をつ

つ︒独特の話術で大きな

的な教育を実践︒その成 ﹁尾木ママです﹂とあいさ

均等でなくてはいけない︒

をアピール︒
﹁教育は機会

無料化に取り組む必要性

混ぜた話題や教育論を披 向かって１００通りの個

は独自の視点を持つ教育 作物やビデオソフト︑映

︒開場と同時 現在は全国での講演をは
大学教授 ︶

露︒
﹁社会では多様な個性 性的な学力をつけること

そして到達すべき目標に

に本学学生や一般市民が じめ︑テレビ・ラジオ出

教育研究所﹁虹﹂では︑

の聴衆で１階客席は早々 野で活躍︒主宰する臨床

会とは異なる年代や女性 執筆︑教育相談などの分

じになってはダメ︒子ど

ようとするが家庭まで同

教育は子どもを型にはめ

合って生きている︒学校

くくった︒

推進してほしい﹂と締め

ワーで︑そういう教育を

続々と来場︒従来の講演 演︑対談︑新聞雑誌への や生き方を持つ人が支え が大切︒大阪も独自のパ

尾木氏は１９４７年︑ 子どもと教育などに関す

に満席となった︒

学内関係者等︑約２５０

これまでのご自身の経

名の方が参加しました︒

験や実績から︑段階的に

﹁情報編集力﹂を身に付け

周年記念館フレアホ と し︑
﹁従 来 の〝正 解 主

７月９日︑午後２時よ る取り組みが必要不可欠
り

義〟から〝修正主義〟へ

年記念 春季特別講演会 の転換が今後の日本の教

第２回﹂が開催されま 育において重要なことで

した︒講師に藤原和博氏 ある﹂という貴重なご意

講演では︑ワークショ

演していただきました︒ 話しいただきました︒

ために︱﹂をテーマに講 割や学校の役割などをお

子どもたちの未来を拓く 囲気の中︑地域社会の役

よう！学校と地域社会︱ れ︑聴衆参加型の良い雰

などを取り入れら
ー︶
をお迎えし︑
﹁つなげ り組み︶

／元リクルート社フェロ 授業風景︑地域本部の取

︵よのなか科の
並区立和田中学校前校長 ップや映像

京学芸大学客員教授／杉

︵大阪府知事特別顧問／東 見をいただきました︒

大阪府知事特別顧問
藤原 和博氏

２２

評論家の尾木直樹氏︵法政 画等にまとめられている︒ かんだ︒そして 硬軟とり

﹁みんなでつくろう！子ど

教育の機会均等を
大学まで無料化を訴え

経済社会のなかの化学技術 ﹁情報編集力﹂身に付ける取り組みを

学技術史をあつかっています︒ ました︒そのときもまだ︑科学 う思います︒もちろん︑発明者

８０

ールにおいて︑
﹁創立 周

７０

学生︑地域住民の皆さん︑

熱心に聞き入る学生ら

とはいえない学問領域のなかの︑ の題材として︑歴史を傍観して たことは確かです︒しかし発明
さらにマニアックな分野を研究 いました︒しかし︑共同でなに は︑
﹁上司にいわれたからやって
対象にしていることになります︒ かを書くとき︑わたしの経歴か みた﹂といった環境に強制され
しかし︑産業技術史はとても幅 らして化学工業の歴史について た前提と︑
﹁試験管を割ってしま
が広い学際領域です︒経済史︑ 分担することが多くなり︑さら った﹂といった偶然の出来事の
経営史だけでなく︑社会学︑工 に非常勤講師をやっているうち 相互作用に相当に依存していま
そんなことを考えているから

学の研究者や技術者など︑多彩 に教育と研究を仕事にしたいと す︒
思うようになり︑ついには大阪

わたし自身にも学際的な経歴 経済大学に就職させてもらって︑ 学生には︑思い込んだ自分に凝

なヒトが参加しています︒

があります︒大学では﹁化学工 化学技術史を専門とする大学教 りかたまってはいけないといっ
学﹂を学び︑大学院にも進学し 授だということになりました︒ ています︒これまで本人も気づ
ました︒博士号をもらったあと︑

７０

第１回
創立80周年記念・春季特別講演会

亨
高松

﹁化学工学﹂と﹁経済史﹂とい かなかった実力を掘りおこさせ

﹁技術を開発するのではなく︑技 うふたつの経歴が重なった分野 ることも私の仕事です︒
術について論じたい﹂などと放 で仕事をしているという点では︑

８０

１
６

８０

経営情報学部教授

員力を活かした新しい地域

室で開催された︒
﹁若者の動

後６時〜７時半︑Ｃ館

果たしていきたい﹂と決意

大学としての社会的責任を

地域のボーダーをなくし︑

施していくと宣言︒
﹁大学と

大震災でも既存の枠組みを

教授
︵経済学部︶は︑
﹁東日本

ィネーターの山本俊一郎准

市長の講演に対してコーデ

阪市長による基調講演が行

まず︑德永学長と平松大

策・放置自転車対策・ごみ

任後は大阪市の地域防犯対

その概要や経緯を説明︒就

市の基本方針などについて︑

続いて︑平松市長は大阪

感想を述べた︒

要があるのではないか﹂と

加しやすい制度を考える必

から取り組み︑若い人が参

も︑大学と大阪市が双方向

いる︒地域の問題において

に歩む大学﹂
﹁地域から愛さ

長の対談では︑
﹁地域ととも

代表取締役社長

国内３１０万世帯に供給 でもある﹂と︑その有益 考えたうえでの大きな挑

ＬＰＧについては﹁現在︑ 災害時に強いエネルギー の投資は︑当社の将来を

ている﹂と説明︒そして などでも使用でき︑また 液化水素製造プラントへ

﹁大規模な
事業をコアビジネスとし 都市ガスと異なり山間部 った︒さらに︑

がすごく静かだった﹂
﹁運 面持ちで話していた︒

学生たちは﹁エンジン音 白かった﹂などと興奮の

会も行われ︑乗り込んだ れが視覚的に表示され面

説明を聞いた︒また試乗

を取り囲み︑担当者から

らではのエネルギーの流

ーに︑燃料電池自動車な

転席のエネルギーモニタ

しておりシェアは約 ％︒ 性を強くアピールした︒ 戦だった︒決断に勇気が

必要だったが︑私には液

化水素が必ず社会で必要

になるとの確信があった︒

リーダーにはそういった

そのうえでＬＰＧに続 生させない究極のクリー だ﹂とトップに求められ

学生たちの関心を集めた燃料電池自動車

揺るぎない心の軸が必要
創立 周年記念・学生対象講演会﹁新エネル

て注目を集めている水素 が大きく拡大しつつある︒ ても言及︒また講演の途

く究極のエネルギーとし ンエネルギーとして市場 るリーダーシップについ

創立80周年記念事業募金状況報告
（2011.7月末現在）

リーダーに求められる
揺るぎない心の軸

教室で行われた︒講師は本学経済学部の卒

ギーへの挑戦﹂が︑５月 日午後４時半からＣ

水素事業に取り組み︑現 エネルギー循環型システ

ガスに言及︒
﹁ＣＯ²を発 当社は日本で初めて液化 中で︑燃料電池を使った

館

業生
︵１ ９ ６ ５ 年 卒︶
でもある岩谷産業株式会

この講演に合わせて︑

した︒今後も水素エネル 料電池自動車を図書館前

葉県にそれぞれ新規稼働 水素を燃料として使う燃

阪府に︑２００９年に千

プラントは２００６年大 上で行われた︒

めている︒液化水素製造 るための実験もステージ

在１００％のシェアを占 ムをわかりやすく解説す

社・代表取締役社長の牧野明次氏︒東日本大震
災による原発事故でエネルギー問題への関心が
高まるなか︑会場は３００名を超える在学生で
超満員となった︒
牧野氏はまず︑主にカ ５３年に家庭用ＬＰＧ︵プ

セットコンロ・ボンベで ロパンガス︶を日本で初め

ギー社会の実現をめざし︑ 広場に展示︒講演終了後

純度の高い液化水素を大 には︑関心を持つ大勢の

86,026,414

一般に知られる岩谷産業 て販売したことが大きな

金額（円）

838

について︑
﹁最初は産業ガ 転換点となった︒現在は

かのきっかけで大きく変わ

件数

量に安定供給できるよう 学生が﹁クリーンエネル

る︒若い人と行政を︑どう

德永学長が﹁大阪市・東淀

金額（円）

14,581,000

尽力したい﹂と決意を語 ギーで動く未来の自動車﹂

つの地域存在として︑地域

川区と一緒に考え協力しあ

件数

26,870,812 160

循環型システムを解説する実験

づくりにどう関わっていく

噛み合わせていくかを考え

德永学長は﹁さまざまな

いながら︑大学づくりと街

金額
（円）

44,574,602 188

ステージ上で行われたエネルギー

か︑地域・行政・大学の三

そして︑会場の学生や地

る必要がある﹂と答えた︒

取り組みにより東淀川区と

づくりに尽力していきたい﹂

金額（円） 件数

490

８０

ス等の溶接材料の販売か 総合エネルギー事業︑産

者が協働した新しい地域づ

の連携のポテンシャルも向

と締めくくりのあいさつを

件数

合計

３１

らスタートしたが︑１９ 業ガス・溶材事業など５

くりについて︑意見を交わ

上してきている︒今後︑本

し︑大学と行政の協働を模

域住民との質疑応答の後︑

学周辺の地域を含めたエリ

索した特別対談が終了した︒

した︒

ア全体を大学のキャンパス

か

区分

（本学卒業生）

１
２

と考え︑学生と共に︑若者
目線を重視した地域づくり
と
を
You
University

に貢献することも考えられ
る︒

け た﹃Ｕ・ｔ ｏ ｗ ｎ 上 新
庄﹄
﹂と独自のアイデアを披
露︒平松市長は﹁大経大か

ご寄付を賜りますようお願いいたします。

水素エネルギー社会に
創立
向けて

めていきたい︒若い人たち

づくりを考える〜生活者と

超えた実践力が求められて

われ︑德永学長は﹁つなが

減量の推進に積極的に取り
きたことをアピール︒
﹁大阪

平素は、創立80周年記念事業に対し、ご理解とご協力を賜り誠にありがと
うございます。
平成22年9月30日より、記念事業を進めており、あわせて「新図書館建設」
と「学生のための学術･芸術･スポーツ振興基金の創設」を対象とした総額8億
円の募金活動に取り組んでいます。
おかげをもちまして、平成23年7月末時点で約8600万円のご寄付を頂戴いた
しましたが、目標額まではかなり厳しい状況でございます。
5万名を超える大阪経済大学ご関係者の皆様に寄付のご案内をしてまいりま
したので、ご寄付のご意思があるものの手続きができていない方も大勢いら
っしゃるとは存じますが、記念事業募金の趣旨にご賛同いただき、ぜひとも

周年記念・
学生対象講演会

長・平松大阪市長特別対談﹂ こと︑教員志望の学生が地

の力にも期待したい﹂と話

うかを考え︑市政改革を進

元小・中・高の授業などを
した︒

ンティア活動に重点を置く

サポートする学校インター

創立 周年記念﹁德永学
〜いっしょにやりまひょ大
ンシップなどを継続して実

しての視点から〜﹂をテー
を述べた︒

そして︑德永学長と平松

教

学と行政〜が︑５月 日午

マに德永光俊学長と平松邦

る力№１﹂をキャッチフレ

組み︑着実な成果を上げて
市民の協力があったからこ

らは︑いろいろな事に挑戦
しようとする前向きの力が
感じられる︒人の流れは何

創立80周年記念事業募金にご協力を

明次氏
牧野
和やかに行われた意見交換

10.8%

達成率

※指定なし：新図書館へ使用する旨、募金趣意書に記載済み
※上記期間における処理件数・金額を表示

合計

奨学基金

指定なし

新図書館

夫大阪市長が意見交換した︒

ーズとした本学の基本方針

東淀川区と連携して実施し

続く︑德永学長と平松市

と取り組みについて紹介︒

ている中高年者健康教室

れる大学﹂を基本視点とし
て︑学生がその地域に住む

そ改善できている︒市民協

始まった﹁経済学特殊講義﹂ 働のキーワードを足がかり

﹁きさんじ塾﹂や︑昨秋から

生活者として︑大学もひと

会場は学生や地域住民でいっぱいに

岩谷産業株式会社
として︑市民にどう寄りそ

などに続き︑今年度はボラ

学長・市長特別対談
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