SOU
HATSU
～創発～

大阪経済大学 経営企画部 広報課

2
4
6
8
10
12
13
14
16

vol.50

OUR VISION. 100年、そしてその先へ。
100周年ビジョン「DAIKEI 2032」
新学長就任

新学長に聞く

座談会 学長・学部長対談
学生広報隊が行く！「OB・OG 社長訪問」

DAIKEIDAI SPORTS
卒業式／入学式
長期有償型インターンシップ成果発表会 他
大樟会だより
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新 学 長 に 聞 く

長

ながら、大阪経済大学のさらなる発展のため、全力で教育改革

5ヶ年計画「新第１次中期計画」と、
「2019年度事業計画」に

に取り組む所存です。関係者の皆さまのご支援とご協力をお願

も示されており、着実に進めていく必要があります。

4月 1日より、学長に就任いたしました山本俊一郎です。若輩

就
任

やまもとしゅんいちろう 1974 年香川県
土庄町（小豆島）に生まれる。埼玉大学教
育学部、埼玉大学大学院教育学研究科、
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 を 経 て、
2005年に本学に着任。専門は経済地理学。
理学博士。著書に「大都市産地の地域優
位性（ナカニシヤ出版）」などがある。

学

山本 俊一郎

新

学長

自らの信念を貫き、
社会で突き抜ける人材を育成

大阪経済大学

や教員の専門分野の重複などを見直し、教員配置や初年次教育

生き続ける学びによる
「創発」の場へ

い申し上げます。

のあり方などを改善したいと思います。もちろん、これらの実
施は、100周年ビジョン「DAIKEI 2032」に基づき作られた

具体的には、
「中小企業・経営研究所を拠点に産学連携を強化

本学は 2032年に創立 100周年を迎えます。そこで、昨年 12

し、さらなる地域貢献に結びつける」
、
「地域コミュニティとの

月にこれまでの本学の歩みと大学理念を見つめ直し、大きな節

つながりを強化するため、地域の声が集まる相談窓口を一本化

目となる 100年とその先を見据えた新たなビジョン「DAIKEI

する」、「学生同士、学生と教職員がリラックスして交流できる

2032」を策定いたしました。掲げるミッションは、
「生き続け

時間を醸成するため、セキュリティに配慮したうえで、キャン

る学びが創発する場となり、商都大阪から、社会に貢献する “ 人

パス内の空間・設備を有効活用する」
、
「英語による講義の増設

財 ” を輩出する。」です。「生き続ける学び」とは、社会に出て

や海外インターンシップの強化など、学生の国際人としてのス

からも、その人の芯となり、更新されていく知性のこと。「創

キルアップにつながる取り組みを強化する」、
「90周年である

発」とは、一つひとつの学びが相互に作用し、新たな価値や成

2022年、その先の 2032年を見据えたブランディング戦略を

果が生まれることです。

検討、実施する」ことなどを考えています。

このミッションを達成するため、2032年に向けた本学のあ
るべき姿を、
「100周年ビジョン」として定義いたしました。教

教職員が協働し大経大のあるべき姿を実現

育においては「自ら学びをデザインできる学生を生み出す」、研

100周年に向けた前述のビジョンは、2032年に中枢となり

究においては「知の “ 結接点 ” となる」
、社会実践においては「商

活躍しているであろう若手教職員 12名が考えたアイデアを基に

都大阪の原動力となる」
、大学運営・組織においては「居心地の

策定されました。私も教員チームのリーダーとして策定に携わ

良い学びの場を形成する」としました。

り、大経大のあるべき姿を考え続けてきました。そのため、

これまで本学は「つながる力。No.1」を掲げ、学内外に様々

「DAIKEI 2032」に対しては強い思い入れがあり、このビジョ

なつながりを築いてきました。今後は、築いてきたつながりを

ンを達成するため、全力で 3年間、本学の舵取りに注力したい

活かしつつ、上記の 4つのビジョンの相乗効果によって、問題・

と決意しております。

課題を発見し、解決策を考え実践できる人財を、大阪から輩出
していきたいと考えています。

常に改善が進む組織と環境をめざす
また、2023年までに取り組むべき重要な課題として、大学
基準協会・第 3期認証評価への対応があります。認証評価に向

私個人の、人生における信念は「柔軟と寛容」です。本学が
めざす「創発」においても、相互に作用し何かを生み出すには、
まず柔軟と寛容の精神が必要となります。
「創発」をキーコンセ
プトとして、多様な価値観とつながり、かつ自らの信念を貫き、
社会で突き抜ける人材を育成するため、教職員が一丸となって
頑張っていけるよう尽力してまいります。

けて、教育成果の可視化を進めるとともに、内部質保証システ
ムによる、組織と教職員それぞれの PDCA サイクルを確立し、
常に改善が進む組織づくりをめざします。
その実現に向け、4月に「教育・学習支援センター
（SCTL）
」
を新設いたしました。今後、認証評価や改革総合支援事業の補
助金獲得に対応した教育の質保証と、ラーニングコモンズ（多様
な学習形態に対応するスペース）や PBL（課題解決型学習）の運
営などに、センターを挙げて取り組んでまいります。
また今年度より「教員活動評価制度」がスタートしました。
教員の皆さんには、教育・研究・社会貢献・大学の管理運営な
どに関する年間計画を明確にし、達成に向けて努力していただ
きたいと思います。
各学部の定員の見直しと学部再編を含む「教育体制の検討」
も進めてまいります。学部を超えた全学的な視点から講義内容
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学 長 × 学 部 長 対 談

藤澤

激動するビジネス環境に対応できるよう、企業で働くビ

には学生が楽しく学べるだけでなく、教職員が学生のために楽

ジネスパーソンに求められる経営と法の知識を身につける教育

しく働ける環境が必要でしょう。教育面では、常にカリキュラ

を行っています。
「理論と実践をバランス良く学ぶ」ことで真の

ムの見直しを行って学生の関心を引き出し、満足して卒業して

ビジネススキルを培えると思います。

もらえるよう努力したい。また地味な授業科目であっても、そ

草薙

れを面白くするのが教員の役目と心得て、自分を磨いていくと

情報社会学部は、情報をキーワードに、社会学、経済・

経営学などの観点から個人と世界の関係性を学びます。入学後

いう意識を教員間で共有したいと思います。

の多様な学びに始まり、コース選択やゼミ選択を経て、徐々に

若吉 人間科学部の存在感を高めるため、学生の琴線に触れ、

自身の方向性を発見して専門性を身につけ、卒業論文を完成さ

感動させられるような教育を行っていきたい。学生がワクワク

せることで、
「やり遂げた」という経験をしてほしいと思ってい

できる瞬間を作るためには、教員自身が新しいものを求め研究

ます。

に情熱を注いでいる姿勢を見せる必要があると思っています。

若吉

人間とは何かを、心・スポーツや健康づくり・メディア

という観点から考察するのが人間科学部です。実践につながる

森 先輩の先生方にご意見をいただくことができ、かつ多くの若
手の先生方にはご協力いただけるという今の年齢での学部長就任
は、タイミングとして良かったように思います。コース設置など
経済学部の大変革を体験し、そこで学んだことを、若手の先生方
に引き継ぎ、協働しながら学部を盛り上げていきたいと思いま
す。
藤澤

山本学長は気さくなお人柄なので話しやすく、経営学部

長として、新学長が進める教育改革のお役に立ちたいと思って
います。学部が掲げる教育理念を実現することが、大学全体の
発展にもつながると思いますので、微力ながら新学長のチャレ

森 詩恵

●経営学部長

藤澤 宏樹

●情報社会学部長

草薙 信照

●人間科学部長

若吉 浩二

100

周年に向けた大学の新たなステージ

聞かせください。

●経済学部長

大学の学びを
社会につなげる

長に就任、あるいは継続にあたっての思いや意気込みなどをお

山本 俊一郎

２０３２年の創立

今後について語り合っていただけたらと思います。まず、学部

を描くため︑山本学長のもと︑森経済学部長︑藤澤経営学

ざいます。短い時間ではありますが、それぞれの学部の現状や

●学長

部長︑草薙情報社会学部長︑若吉人間科学部長の体制が発

本日は、お忙しいなかお集まりいただき、ありがとうご

足しました︒教育改革をどのように展開していくのか︑そ

学長

れぞれの学部の方向性や取り組みを語っていただきました︒

■学部長就任にあたっての意気込み

■学生や卒業生、保護者へのメッセージ

教育により、人と街を元気にできる学生を育てたい。また大学

学長 本日は、学部教育について情報共有できる良い機会になっ

4年間で、
「宝物」と「武器」を身につけてほしい。宝物は友人

たように思います。最後に学部長として、学生や卒業生、保護

や恩師、武器は社会で生き抜くための力だと考えています。

者などへのメッセージをお願いします。

■ 100周年にむけた学部の取り組み

森 「経済」という言葉は、
「経世済民」
（世を治め、人民を救う）
からきているといわれます。自分が楽しいときは、まわりの人

多様な学びと現場主義は本学の大きな特徴ですね。学際

を応援してあげてほしい。そして、うまくいかないときは、大

的な視点がないと、今の複雑な社会問題は解決できません。そ

学の先生や友だちを思い出して訪ねてきてほしい。卒業後も大

して現場に出かけるフィールドワークによる学びは、地元であ

学とつながり持っていてほしいなと思います。

る大阪への貢献にもつながると思います。続いて各学部の 100

藤澤

周年に向けた取り組みをお話しください。

り続けないといけない。そのための強さを培ってほしいですね。

森

そして卒業後に何か困ったことがあれば、いつでも恩師が待つ

学長

100周年に向けて、地域との協働や企業との連携を、学部

逆説的ですが、自分が変わらないでいるためには、変わ

が主体となって取り組んでいきたい。問題解決のため学生が考

母校に帰ってきてほしいです。

えたことを、地域や企業と共有し成果を出すことで、達成感を

草薙

味わってほしい。そのような実践的教育を、学部教育の基盤と

の糧になると思います。社会に出て何年もしてから、じんわり

して推進していきたいと思います。

と効いてくるような教育と指導をめざしたいと思います。

藤澤

若吉

学部教員の年齢バランスのあり方を考え対処していきた

学びの集大成として卒論を仕上げる苦労は、きっと将来

人生は、
「1打数 1安打」より「3打数 1安打」のほうが楽

い。また、先進的な教育スタイルとされるアクティブラーニン

しいと思っています。それだけ多く打席に立てるということで

グなども、確かに大事ではありますが、旧来型の講義も重要で

すから、仮に「10打数 1安打」なら、もっと楽しいはず。失敗

す。今は何に役立つのかわからないと思える知識も、社会に出

を恐れずに人生を歩んでほしいですね。

て何年もしてから活用できることがあります。

学長

草薙

改革への思いを共有していきたいと思います。本日はありがと

18歳人口が減るなかでも、幸いなことに志願者数は好調

に推移している、この間に強い組織にしておきたい。そのため

今後も、このように本音を語り合える機会を作り、教育

うございました。

ンジに力添えさせていただきたいと思います。
草薙

他の 3学部の学部長が新しくなるなか、私は情報社会学

部長として 2期目となります。大学全体のシステムが大きく変
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■各学部の特徴と教育の方向性

化するなかで、その経緯を知る者として、システムや制度を安

学長

定的に運用していけるよう、しっかりと見届ける役目を果たし

丸となり、改革に取り組んでいきたいと思います。次に、それ

たいと考えています。

ぞれの学部の特徴とめざすものなどを教えていただけますか。

若吉

森

着任し 4年目にして人間科学部長ということで、立候補

皆さんのご期待に応えられるよう、教職員の皆さんと一

すべてのコースの土台となる共通科目を設置し、経済学を

時に迷いはありましたが、学長補佐として共に尽力した山本新

ベースに「グローバルな視点と地域の視点」を培ってほしい。

学長とのご縁を大切したいと考えました。前任の大学でも、学

また、問題を発見し解決する体験を重ねられるようフィールド

部や大学院の開設に携わりましたので、その経験を活かすこと

ワークを重視しています。そして、学生が学びたいことにあわ

で学長のお力になれたらと思います。

せて、系統的に学べる 7コースを提供しています。

～創発～
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山本学長

森経済学部長

藤澤経営学部長

草薙情報社会学部長
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「OB・OG 社長訪問」

社会人と大学の
距離が近づけばいい

大学では社会に役立つ
武器を身につけて

大和リース株式会社

株式会社タカショー

代表取締役社長

森田 俊作氏

高岡 伸夫氏

大阪経済大学を卒業した現役社長に学生広報隊がインタビュー

Q
A

いつから社長になりたいと思って
いたのですか？

二人目は、75年に経営学部を卒業

を実施した。記念すべき一人目は、79年に経済学部を卒業した、

した株式会社タカショー社長の高岡

大和リース株式会社社長の森田俊作氏である。学生時代から現

伸夫氏である。和歌山県海南市に本

在に至るまでの経緯について伺った。社員から優秀社長賞を授

社を置く、ガーデニング関連製品の

与されるほど、社員に愛されている社長の口からは、どのよう

開発、製造、販売、輸入の大手の会

な話が出てくるのだろうか。

社社長に話を伺った。

profile

profile

もりた しゅんさく 1979 年大阪経済大学経済学
部 卒 業、大 和 工 商リース（ 現 大 和リース ）入 社。
1997 年取締役 事業開発部長、2002 年取締役を退
任、2003 年神奈川・千葉地区長、2004 年規格建築
事業部長、取締役に再任、2005 年民間活力研究所
担当、2006 年流通建築リース事業部長などを経て
2008 年、代表取締役社長に就任。

たかおか のぶお 1975 年経営学部卒業、1980 年
に大学時代の仲間とともに株式会社タカショー設
立。 1998 年にはジャスダック上場を果たす（2018
年に東証一部へ指定替え）
。

Q

社会貢献には 2つ分類があります。
1つは企業が利益をしっかり出し

社長になりたいという思いは無かっ

て利益の再分配として貢献をする。もう

たです。一回社長にならないかと

1つはビジネスとしての社会貢献。発生

A

「タカショー」という会社を創業

が大変でしたが、ビジネスの成長性があ

昔からある縁側に注目しています。家の

し、社長になられた経緯を教えて

る事業を探すなかで、アメリカのホーム

外と中を結ぶ縁側を、今の住宅に合わせ

ください。

センターに目をつけ、その後、日本のホー

た形で取り入れることで家族や友人たち

最初はプロの歌手やタレントにな

ムセンターで契約を増やしました。その

と、ゆったりと会話をしながら過ごすこ
とができる空間を増やしていきたいです。

打診がありましたが断りました。社長に

型問題を仕事として解決して行く、その

る夢があり、学生の頃からプロダ

時から寝ている時にも注文がくるように

なるのが最終目標だったら人生つまらな

結果が社会貢献となる。社会貢献をどう

クションに入り、テレビやラジオに出て

なり、会社が軌道に乗り始めていると感

いですから。自分がどういう風になりた

捉えるかが大事ですが、利益の再分配が

いましたが、父が海南でシュロ縄を卸す

じました。

いのか、というのを考えていかないと。で

大切です。

個人商店を経営していたため、将来引き

も、ずっと自分で会社を作りたいとは思っ
ていました。

Q
A

学生時代に戻ったら
やりたいことはありますか？

Q
A

継ぐ道も考えていました。決断したのは、

今後会社をどのように成長させて

とにかく「人」が好きでした。文
通で人と出会ったり、人に会うた

でこの場所に来ているのかに注目してい

た時です。建築系の商社に入社後、海南

売会社、工場の海外展開に注力していま

ました。こういった経験が今に役立って

最後に大阪経済大学の学生にメッ

高校のバンド仲間と会社を設立しました。

す。また、住まい方改革として、日本に

います。仕事においては、失敗を積み重

セージをお願いします。

世界進出を目標に、地場での発展を試み

ねることも大事で、気持ちを強くするだ

僕は社会人と大学の距離が近づけ

ました。

けでなく、具体的に助けてくれる仲間を

会社経営をしたいという思いが強くなっ

増えてきています。これからも人

きるというのが大事です。

が必要とする事業をしていきます。会社
というのは社員がいなければ成り立ちま

をしたとしたら数百万の損失、部長職に

せん。そこにいる社員が成長しなければ

なると数十億の損失、社長となるとそれ

会社が成長しないということを社員が自

以上だから、社長の責任は重くなります。

覚していることが大切です。
「知・好・

にベンチャーをしたい。けれどもそれは

プライベートなら、家族も守らないとい

楽」という言葉がありますが、知ってい

学生が望まなければ出来ないし、連携し

けなくなります。

るだけよりもそれを好きな人が、好きよ

たいという声がなければお節介になって

ばいいなと思います。大学と一緒

Q
A

どうして庭に注目したのですか？
IQ でなく EQ の高い仕事をやりた
いと思っていました。業種の近代

しまう。ビジネスの世界では

化、顧客の集中という経営戦略を立てる

たくさん作ることも大切です。

Q
A

最後に学生に伝えたいことを教え
てください。
我が道を突き進んでほしいです。何
事もあきらめるのはもったいない

学問で覚えたことを活かして、

中で、歴史のある日本の庭を利用し、そ

この会社に入ろうと思って入った

同じビジネスをするならぜひ

れを近代化させることで一番になれると

切とされ、負けない根性が必要となりま

訳ではないです。気づけばここに

あなたにやってもらいたいと

考えたからです。

す。たくさんの経験から社会に役立つよ

いたというか、導かれるようにしてここ

思われるかどうかが大事です。

まで来たというか。なるべくしてなった

人間力をつけることが重要に

と言えばいいでしょうか。

なってきます。

Q

たいですか？

ていましたか？

めに旅行に出かけ、人々がどんな気持ち

りもさらにそれを楽しむ人の方が成長で

りたいかな（笑）。新入社員がミス

なぜこの業界を選んだのですか？

今後はどういったことをしていき

学生時代の高岡さんは何に熱中し

会社にしたいです。そのために販

大和リースは 10年で新たな事業が

Q
A

Q
A

Q
A

世界で No.1のだれもが知っている

大学時代から交際していた女性のために

いきたいですか？

責任が無いときにやれることをや

Q
A

8

A

代表取締役社長

社会貢献にも力を入れておられま
すが、どのようなお考えですか？

～創発～

vol.50

（島、仁部、松野、三宅）

Q

A

です。道を決め社会に出ると人間性が大

事業が軌道に乗るまでに難しかっ

うに、何か１つ武器となるものを身につけ

たこと、また、軌道に乗ったきっ

てほしいです。そして、これからは学生が

かけは何ですか？

大学をアピールしていってほしいです。

最初は休めず、背中を痛めても営

（植田、島、萩森、森本）

業に回らないといけなかったこと

～創発～
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I
A
D
I
E
DAIK

サッカー部

S
T
R
SPO

陸上競技部

故鶴谷邦弘監督から青木基泰監督にバトンが託され、

新たな歴史がスタートした陸上競技部。今春からは、鶴

谷監督の教え子である竹澤健介氏が長距離パートのヘッ

陸上競技部ヘッドコーチ

ドコーチに就任した。世界のトップレベルを肌で知る

竹澤 健介氏

竹澤コーチに指導者としての抱負を聞いた。

たけざわけんすけ 兵庫県姫
路市出身。専門は長距離種
目。報徳学園高校、早稲田大
学卒業後、エスビー食品など
実業団でも活躍。北京五輪、
世界陸上大阪大会日本代表。

つける
を
み
戦に弾

！
利
0封勝
リーグ

強豪関西大学を
大阪サッカー選手権大会 大学予選第2次ラウンド1回戦

大阪経済
大学

2

2 前半 0
0 後半 0

0

関西大学

撃破!!

3月 21日
（木）
、天皇杯出場をかけた大阪サッカー選手権大会の大学予選第 2次ラウ

ンド 1回戦が行われ、大経大は関大と対戦。2季ぶりに関西学生リーグ 1部の舞台に立
つ大経大にとっては、4月のリーグ開幕を前に 1部強豪との願ってもない真剣勝負の機
会。勝利をめざしながら自分たちの現在地を知るべく試合に臨んだ。

成長

学生たちと
ともに大きく

盤は選手交代を的確に行いながら、要所
を締めるサッカーで関大をシャットアウ

―コーチ就任までの経緯は？

したい!!

ストを伸ばし、自分を超えていく喜びを

私の恩師である鶴谷監督が亡くなった

味わってほしいですね。私の夢は大きな

のは、私が怪我のために現役引退してか

大会への出場をサポートし、晴れ舞台を

「やりたいサッカーを隠したなかで勝て

ら 1年ほど経った頃です。その時、現監

一緒に経験すること。直近では、６月の

ト。2-0のまま勝利の笛を聞いた。

堅守速攻で 2点を奪取

た」
。試合後、中田監督はこう語った。

督の青木さんから二度にわたって打診を

第 51回全日本大学駅伝予選会で出場枠３

ルを奪った後のつなぎについて、さらに

リーグ開幕戦の相手でもある関大を前に、

受け、引退後「陸上に飢えている」自分

校に入り、11月 3日
（日・祝）
の大会に臨

スポンサー名が入った真新しいユニ

は攻撃時の中盤選手のポジショニング等

選手起用、戦術も含め手の内を明かさな

に気づき、ぜひお引き受けしようと決め

みたいですね。10月 14日
（月・祝）
の出

フォームの大経大は、序盤からアグレッ

を指示し、最後に全力で戦おうと声を掛

い余裕を見せ、今季に期待が膨らむ。

シブなサッカーを展開する。高い守備意

け選手を送り出した。

識で、強固な守備ブロックを形成。ボー
ルを奪えば風上も利用して素早く攻めに
転じ、関大を自陣に押し込んでいく。す

”

手の内は明かさない

●中田 雄一朗 監督
守備面での戦いぶりには及
第点を与えたい。ただ、攻
めに関してはもっとでき
た、というのが正直な感
想です。終始、相手のペー
スでしたから。強豪相手に
もイニシアチブを握れなけれ
ば、1部を勝ち抜くこと、そして、目標
であるインカレ出場は叶いません。攻撃
の強度をアップさせて、シーズンに臨ん
でいきたいと思います。

ると、前半 7分に先制。FW 山下選手が相
手 DF の不用意なパスを奪い、そのまま
ゴールへ流し込んだ。勢いづく大経大は
13分、コーナーキックのこ
ぼれ球を DF 原田選手が左
足でセンタリング。これに
またも山下選手が合わ

10

竹澤新コーチに聞く

せて追加点。その後

監督の読み通り、後半に入ると関大が

は関大にペースを

攻めのギアを上げ、ボールを支配して左

握られるも、決定機

右中央からチャンスをつくる。しかし、

を作らせることな

大経大は慌てない。センターバックの原

く、2点リードのま

田選手を中心に相手の攻めを跳ね返して

ま前半を折り返した。

いく。試合の主導権こそ相手に譲ったも

ハーフタイムで中田

のの、監督が試合後に「戦えるチームに

監督は、後半は相手が

なった」と称えたように、守備での集中

攻勢に転じると指摘。

力と球際の強さ、時折見せるカウンター

守備面の確認と、ボー

の鋭さには目を見張るものがあった。終

～創発～

vol.50

●久木元 大海 主将
（経済学部 4年）
格上の相手に対して、前半
から全員が戦う姿勢を見せ
てくれました。2得点はそ
のアグレッシブさが要因
でしょう。後半も主導権
こそ相手にありましたが、
持ち前の献身的な守備で凌い
でくれました。勝利はうれしいですが、
これに慢心することなく、4月からのリー
グ戦でもチャレンジャー精神でぶつかっ
ていきます。

“

ました。

が、私は「やるべき事を自分でまず考え

雲全日本大学駅伝も大きな目標です。

―学生指導で特に力を入れる点は？

る」人を育てる指導をしたいと思ってい

―最後に、学生への思いを

大学は教育機関ですから結果だけでな

ます。

教える立場になり、自

く、プロセスを大切にしないといけない

―報徳学園高校時代、鶴谷監督から学

分の何気ない言葉が大き

と思います。私の考えを押し付けるので

んだことは？

な影響を持つことを実感

はなく、学生が主体的に目標を決め、そ

鶴谷監督は各人のパーソナリティを掴

れに向かって努力し、達成するように手

んで指導をする人で、新しい方法をどん

しています。嬉しいのは、
学生たちが私の発言に食

助けする。一つ目標に届いたら、さらに

どん取り入れる行動力、発想力もすごかっ

いつき、どんどん質問してくれること。最

高い目標達成に向かう。このプロセスが

た。当時の練習を今振り返って考えると、

近は少しずつ体つきも変わり、怪我なく

自己肯定感を育み、学生を大きく成長さ

とても勉強になります。

走れるようになってきました。皆のおか

せるのです。目標を与えるのは簡単です

―本学陸上競技部についての印象は？

げで、コーチをすることが楽しいです。

”

これから成長するチーム
です。高校の頃に基礎体
力を身につけていな
い人もいるので、１、
２年で基礎を積み上
げ、３、４年目に花開
くように育成したい
と思っています。
―コーチとして
の抱負は？

●山口 祐太 主将
（経営学部 4年）
竹澤コーチは優しいけれど
熱い人。指導方法は合理的
で、体の使い方も詳しく
聞けます。よく言われる
のは「メリハリが大事。
休みの日はしっかり遊ぼ
う！」
。おかげで良い感じで
トレーニングを進められ、記録も伸びて
きました。今年は学生最後の年、結果を
出したいです。

“

学生には、自己ベ

～創発～
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長期有償型インターンシップ成果発表会

16日 ( 土 )、午前と午後の部に分かれて A

大経大プライドを持ち夢の実現へ

部は経済学研究科総代の脇坂幸子さんが、

えで、オリジナルであること、ロジカル

午後の部は経営学部の香川由紀乃さんが、

1,674名。

であること、リアルであること、アイデ

それぞれ新しい人生への決意を語った。

アルであることが重要」だと説き、卒業

式典後、卒業生たちはゼミ別に分かれ

式典では、まず吹奏楽総部が卒業生の

生を激励。続く藤本二郎理事長は「失敗

て、担当教員が１人ひとりに卒業証書を

門出を祝って演奏。続いてグリークラブ

しても諦めないバイタリティと、相手を

授与。優秀論文賞の卒業生には記念品も

による合唱が行われ、来賓、学長、理事

思いやるセンシビリティを大切にしてほ

手渡された。德永ゼミの教室では、卒業

長、学部長、研究科長が登壇。二階席で

しい。チャンスを活かし活躍するために

証書を受け取る卒業生に大きな拍手が起

保護者などが見守るなか、德永光俊学長

は健康であることも大事」とアドバイス

きるなど、全員が笑顔で和気藹々の雰囲

より学部の総代に、卒業証書や黒正賞の

した。来賓祝辞では、田村正晴同窓会会

気。池島真策ゼミの教室では、卒業証書

賞状・記念品、研究科の総代などに学位

長の代理として小林誠副会長が「ブラン

授与のあと、全員で記念撮影。ゼミ生た

記が授与された。

ドや知名度でなく実力と自助努力で勝負

ちは大学生活を懐かしむように言葉を交

していってほしい」と激励した。

わし合いながら母校を後にした。

式辞では德永学長が「本学で学んだこ
とに誇りを持ち生きていってほしい」と

そして卒業生による答辞では、午前の

間、進路支援部セミナールームや B 館 33教室で行われた。
25日 の 発 表 会 に
参加したのは、原し
ほさん
（経 営 学 部 3
年）
、中上元太さん
（人 間 科 学 部 2年）
、
山添俊さん（人間科

新しい時代に向かって歩み出す

つながる、
つらぬく、
つきぬける力をもとう

2019年度入学式が 4月 1日（月）に A 館

部長、研究科長が紹介を受けた。

ず税理士事務所で就労した原さんが「将
来の進路が決まらず、様々な職業体験を
したかった。大学の講義だけではわから
ないことを学べた。社会で必要な作法も
身につき、就活への心構えができた」と
自身の成長を報告。続いて大型ショッピ
ングセンターに就労した中上元太さんが、
「主体的に行動できる
人間になりたかった。
ミスをしてしまった
に活かすことが大事と

在学生の代表は、午前の部では芸術会

わかった。今後もいろ

本部長の五師有司さんが「自分を信じて

いろなことにチャレン

に対応することが大
商業施設の構造や運
営の一端も知ることが
できた」と1カ月間を
振り返った。
3名の報告後、コー

ディネーターの長谷川淳子さん
（株式会社
ナジック・アイ・サポート）
が「大学で学ん
でいることと社会のつながりを体験できた
ことが今後につながる。常に自身で考え、
仕事に付加価値を付けていくことが大事」
とアドバイス。本学進路支援部の職員も、
「どんな自分になりたいのかを在学中にしっ
かりと考えてほしい」
、
「さらに経験を積み
自分の武器を見つけてほしい」などと3名
に助言し、この日の発表会を締めくくった。

5月 19日（日）に 開 催 さ れ た 第 18回
「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト西
の あ

日本地区予選大会で三浦諾亜さん
（経済学
部 2年）が講演部門の優秀賞を受賞した。
世界大学生中国語コンテスト「漢語橋」
は、学習の成果を披露する場として世界
最大級規模で行われる中国語の国際コン
テスト。中国語を本格的に勉強したのは
大学 1年の時からで、コンテストに向け
た準備期間は約 1ヶ月。中国語を話せる
家族や中国から来た留学生に指導しても
らい、今回の結果を受けて「みなさんに
は感謝しています」と語る三浦さん。
今後について、中国語関連の資格の勉
強をしながら他の言語も習得していきた
いと意気込みを語った。

さまざまなことに挑戦しよう」、午後の部
では体育会本部長 鵜瀬翔太朗さんが「悔
いの残らない学生生活を」とスピーチ。

フレアホールで開催された。午前 10時か

この日をもって学長に就任した山本俊

ら経済学部・人間科学部、経済学研究科・

一郎新学長は、
「私も今日からがスター

それを受け、新入生の今堀拳吾さん
（経済

人間科学研究科、続いて午後 1時から経

ト。ともに楽しいワクワクする大学を作っ

学部）
が「誇りと自覚を持ち学業に励みま

営学部第 1・第 2部、情報社会学部、経営

ていきましょう」と朗らかに挨拶。続け

す」、五反田真季さん（経営学部）が「自己

学研究科・経営情報研究科の入学式が行

て「2022年、大阪経済大学は 90周年を

の目標達成のため、精一杯努力します」

われ、新入生たちは本学での学びの日々

迎えます。歴史と伝統ある本学で『自ら

と力強く宣誓した。

をスタートさせた。

学びをデザインする学生』をめざし、4

最後にグリークラブのリードで学歌を

年間を有意義に過ごしてほしい。勇気を

斉唱し、晴れやかな雰囲気のなかで式典

持って、多くの人々と『つながる』こと、

は終了した。

グリークラブ、チアリーダー部・吹奏

みの時間が無駄にならないよう何か行動し
たかった。どのような仕事にも、臨機応変
切だとわかった。大型

学部 2年）の 3名。ま

が、失敗を分析し、次

2019年度
入学式

ジし成長したい」
。中上さんと同じショッピ
ングセンターで就労した山添さんは「春休

山添俊さん

卒業を祝したあと、
「社会で生きていくう

学 部 生 1,606名、大 学 院 生 68名 の 計

学生 6名が就労し、最終課題の「成果発表会」が、4月 24日（水）〜26日
（金）の 3日

中上元太さん

館フレアホールで行われた。卒業生数は

での学びや学生生活に主体的に取り組む姿勢を身につけること」
。1、2年
（実習時）
の

原しほさん

2018年度 卒業式・学位授与式が 3月

2018年度
卒業式・
学位授与式

「漢語橋」

西日本地区予選大会講演部門

1、2年を対象とした１カ月間の「長期有償型インターンシップ」が、春休みを利用

して実施された。同プログラムの目的は、
「低学年から社会人基礎力を意識づけ、大学

優秀賞受賞

大学の学びを社会につなげる

世界大学生中国語コンテスト

その後、新入生たちは入学書類を提出。

楽総部の合同演技による歓迎パフォーマ

自分の考えを『つらぬく』こと、ゼロか

ンスの後、田村正晴同窓会会長、藤本二

ら 1を生み出す『つきぬける』ことを学

保護者の方々に対しては学部学科の紹介

郎理事長、山本俊一郎学長ならびに各学

んでほしい」とメッセージを贈った。

などが実施された。

FD通信
第41回全学FD
フォーラム

開催

学習成果をどのように測定•把握し、
改善につなげるか学生の学びの質的向上のために
●1月18日（金）16:30-19:30 A館34教室
京都大学 高等教育研究開発推進センター 山田 剛史 准教授

昨今、大学は「教員が何を教えるか」か
ら、「学生が何を学んだか」という「学修者
本位の教育」に転換することが求められて
います。そこで、学習成果をどのように測
定し、いかに改善につなげるかについて、
京都大学の山田先生にお越しいただき、講
演とワークショップを実施しました。
まず講演では、学習成果を直接的に測定
する方法として、「ルーブリック」が紹介さ
れました。ルーブリックとは学習目標を示
す観点と、それらの達成度をレベル別で記
述した表です。学生にとっても何に取り組
めば評価がよくなるのかが分かり、成績評
価結果にも納得が得られる手法です。また、
間接的な評価として、学生アンケートも重
要な測定手法と成り得ることが紹介されま
した。
それらを前提に行ったワークショップで

は、実際に学生アンケートを作る作業を行
いました。教員・職員の各視点での議論が
活発に行われ、非常に盛り上がったワーク
ショップとなりました。
今後、これらを参考に、「学修者本位の教
育」の実質化を、新しく開設した 教育・
学習支援センター を中心にして取り組み、
教職員がともに協力し合いながら教育の質
向上をめざしていきます。
参加者数：教員 22名、職員 14名、合計 36名

本学では「ZEMI-1グランプリ」という
ゼミ対抗のプレゼンテーション大会を開催
しています。出場する学生たちだけでな
く、裏方として大会運営を支える実行委
員の学生たちも頑張っています。第10回
目となる今年度は以下の日程で開催いたし
ますので、是非ご観覧にお越しください。
また、詳細は決まり次第、随時更新しま
すので、Webページをご確認ください。

1st STAGE

2019年10月19日（土）

2nd・Final
STAGE

2019年10月26日（土）

https://www.osaka-ue.ac.jp/
education/seminar/zemi1/

～創発～
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大樟会
だより

DAIKEIDAI NEWS
親子で考える
無料
事業承継セミナー

2019年 度 大 樟 会 理 事 会 は、5月25日

（土）
午後１時からD館3階32教室で開催さ

2019年度大樟会理事会

れた。当日は、全国から122名の理事が

“同窓会も変わらなくては！”

出席した。

冒頭、物故者に対し全員で黙祷を行っ

日本の大学は変わらざるを得ず、そして確実

た後、田村正晴大樟会会長が挨拶を行っ
た。(要旨別記)

に変わってきています。その背景には、少子化

続いて、前年度中に就

による人口減少、高齢化による社会経済の先

任した新支部長・新部会長9名と本日出

この後、議長に角脇忠行常務理事(34

昨年開催された「大樟会全国支部長会議」

関係として、前年の5月26日（土）、定例

の理事会を開催した。ここでは、事業報

告、決算報告、事業計画案、収支予算案、
さらに大樟会の学生会員から各回理事を
選出できるようにする会則改定案を上程

南大阪支部
沖縄支部

し、すべて原案どおり承認された。

また、10月27日（土）には大樟会総会を

開催、翌10月28日（日）には学内行事の都

合で5月下旬から延期になっていた全国
支部長会議を大阪扇町のセミナーハウス
に泊り込みで実施した。宿泊を伴う全国

支部長会議は2016年以来3年ぶりのこと。
その他、恒例の学生奨学論文の表彰、ま
た本学の卒業生、後援会員等を対象とし
たパソコン教室も開催した。

広報部では会報誌「澱江54号」を本年

２支部誕生へ
山本新学長が教学の課題を語る

次に、組織部では、支部総会、部会を

計57回、同期会・クラブOB会を計31回

開催し、その支援を積極的に行った。さ

された。

第3号議案では、会則（内規）改定とし

て、支部運営費の使途を明確にするため、

らに、四国4県の現役学生の親睦会「四

「（原則として）通信費に充当するため」の

3回の懇親会を開催した。なお、2018年

以上の説明に対し、同窓生の名簿管理

国友の会」を昨年7月4日
（水）
に結成、計

文言を追加した。

度中に5支部、4部会で支部長、部会長の

の充実や社会的なIT化の進展に対応した

第２号議案では、2019年度事業計画及

が、各議案はいずれも原案どおり承認さ

交代があった。

本二郎理事長の祝辞（崎田洋一常務理事代

「澱江」の「ズームアップ経大人」に登場

講話「教学の課題と2019年度の運営基本

報を掲載、51,500部を発行した。その他、

する候補者の推薦依頼があった。石橋組

そして支部だよりなど多くの同窓生の情

年2回、大学が発行する「KEIDAI DAYS」
への「大樟会だより」の掲載、同窓会の
ホームページの更新を随時行った。

織部長からは本年6月中に堺支部から南
大阪支部が、南九州支部から沖縄支部が
それぞれ独立する予定であることが報告

読）と4月に就任された山本俊一郎学長の

方針」、さらに小谷融副学長による「親子
で考える事業承継セミナー」の解説があ
った。

べられた。

この後、石橋隆夫組織部長、竹中亨事

た2018年度全国支部長会議で支部長から

去る5月7日
（火）に逝去された佐藤啓太郎

を危惧する声などを大学の藤本理事長、

続いて田村大樟会会長の挨拶に続き、

長9氏の紹介があり、それぞれ抱負等が述

の事態となっています。このように、環境が変
わり、大学も変わりつつあるなかで、同窓会は

ん。同窓会は“大学の発展に寄与する”という

体となって相互に支え合う関係作りを進めて
いかなければなりません。同時に大学にも法
人独自の卒業生施策が求められています。

3．同窓会の持続的発展のために

組織の拡大発展とともに、事業の透明性

良くも悪くも全く変わっていないのではないでし

や社会的責任を果たさなければなりません。

派組織になっていないか。伝統と歴史を標榜

繋ぐための議論を始めたいと思います。大樟

ょうか。むしろ従来の枠組みに囚われた守旧

するだけでは、組織の持続的発展を遂げるこ
とはもはや困難のように思われます。

そこで、次のような課題に取り組んでまいり

ます。

好き嫌いではなく、より良い組織を次世代に

会の持続的発展を維持するためには、避け
て通れない重要課題です。

理事の皆様のご理解とご協力をお願い申し

上げご挨拶といたします。

この中で、前年10月28日（日）に開催され

出された地方支部の会員の減少や高齢化
山本学長に説明、大樟会と大学が協力して

対応する必要性を確認したことなどが報告
された。

対象者 :
事業承継や自社の事業について、本音でコ
ミュニケーションを取ったことのない親子
で、以下のいずれかに該当する方。
①大樟会会員とその親または子
②後援会会員とその親または子
定 員:
10組 20名
（最少催行 5組）
内 容:
①事業承継についての基礎講座
（60分）
②親子に分かれてのワークショップ
（60分）
③親子でのワークショップ
（60分）
④懇親会
（無料）
申込み、詳細は、下記 Webページへ。
https://www.osaka-ue.ac.jp/
research/chuken/koenkai/oyako.html
問い合わせ

支部名

熊本支部
阪神支部
南大阪支部
（設立総会）
豊中支部
北大阪支部
川西・川辺支部
6 池田支部
伊丹支部
泉南支部
沖縄支部
（設立総会）
大分支部
福井支部
大樟体育会
税理士大樟会
鳥取支部
岡山支部
7 大阪市淀川支部
香川支部
社労士大樟会
富山支部
静岡支部
8 池田泉州銀行大樟会
津山支部
大経大パソコン教室
日立大樟会
9 東京支部
淡路島支部
島根支部
山口支部
神戸支部
三重支部
10 愛知支部
姫路支部
東播磨支部
北九州支部
大樟会総会
11 宮崎支部
高知支部
南九州支部

月

2018年度中に就任した新支部長、新部会

握が困難な支部も見受けられ、地方とは真逆

月

げ、ご冥福を祈った。

では年々卒業生が増加し、何千人の会員の掌

月

7部会、2団体のうち45支部、3部会、1団

滋賀支部長に対し出席者全員で黙祷を捧

vol.50

この後、休憩を挟み来賓を代表して藤

務局参与の司会進行で会議は進められた。

体の支部長、部会長が出席した。冒頭、

～創発～

れた。

1会議室で開催された。当日の会議には、

現在、大樟会を構成する全国の54支部、

設立の原点に立ち帰り、大学と同窓会が一

方組織にも当てはまる現象です。一方、都市部

月

前回の支部長会議の声
大学トップに伝える

事会に先立ち、午前11時からＪ館3階の第

疎”や“限界集落”と称される現象は同窓会の地

され、今後の持続性が懸念されています。“過

月

2019年度全国支部長会議は、大樟会理

2019年度全国支部長会議

任意団体としての緩い縛りのなかで、親睦

日 時:
2019年 8月 31日
（土）
14 :00 ～17:00
（懇親会 17:00～18:30）

日程

会場

1日
（土）
KKR ホテル熊本
1 日 ( 土）
宝塚ホテル
2日
（日）
ホテルバリタワー大阪天王寺
15 日
（土）
千里阪急ホテル
15 日
（土）
ホテル阪急エキスポパーク
16 日 ( 日）
本学 E 館 7 階
22 日 ( 土）
割烹音羽 池田店
22 日 ( 土）
伊丹シティホテル
関西エアポートワシントンホテル
23 日
（日）
23 日
（日）
ホテルロイヤルオリオン
ゆふいん森のホテル シャン ジュエル
29 日 ( 土）
29 日 ( 土）
ホテルリバージュアケボノ
29 日
（土）
本学 E 館 7 階
4日
（木）
大阪新阪急ホテル
6日
（土）
倉吉シティホテル
6日
（土）
岡山プラザホテル
13 日
（土）
ホテルプラザオーサカ
13 日
（土）
ルポール讃岐
13 日
（土）
本学 E 館 7 階
20 日
（土）
高岡市 割烹「千鳥」
27 日
（土）
ホテルセンチュリー静岡
2日
（金）
ホテル日航大阪
24 日
（土）
日和
7日
（土）
・8日
（日） 本学
14 日
（土）
ガーデンシティクラブ大阪
27 日
（金）
日本外国特派員協会
28 日
（土）
夢海遊淡路島
28 日
（土）
松江エクセルホテル東急
5日
（土）
山口グランドホテル
6日
（日）
レニージョエル
19 日
（土）
和田金
20 日 ( 日）
名鉄ニューグランドホテル
姫路キャッスルグランヴィリオホテル
26 日
（土）
26 日
（土）
加古川プラザホテル「東京田村」
26 日
（土）
マリン
3日
（日・祝）
本学
9日
（土）
ホテルメリージュ宮崎
9日
（土）
土佐ノ國二十四万石
鹿児島ワシントンホテルプラザガスライト
16 日
（土）

中小企業・経営研究所
06-6328-2431
（代表）

本年度の大樟会総会は

11月 3日

日祝

開催

ムレスナティーはスリランカで
栽培される良質の
セイロンティーブランドです。

会、パソコン教室の日程が発表された

（P16別 記）
。小 林 広 報 部 長 か ら は 今 後

変化に見合った組織運営が課題です。

2．大学100周年に向けて、大学との関係強化

が目的ならば、こんな大きな組織はいりませ

月

た本学同窓生の座談会をはじめ、全国支
部長会議の報告、ズームアップ経大人、

地方出身者の減少といった問題もあります。

では、いくつかの支部から組織の衰退が報告

２０１９年度 大樟会本部・支部行事予定︵２０１９年６月１日現在︶

び収支予算について各担当部長から報告
があった。総務部からは本年の大樟会総

過半数に迫り、女子の占める割合も増加して

情報発信方法等について意見が出された

1月31日（木）に発行した。今回は、特集

「最近の転職事情」として、転職を経験し

います。他方、入学生の地元一極集中による

が問題になっています。

議案の2018年度の事業報告では、総務部

2020年に卒業生は10万人を超え
（今年3月

は1,533万人。平成元年には2,320万人でした

ます。同時に地方の衰退と都会への一極集中

選出して、議案の審議に入った。第1号

と活動の展開

で98,800人）、しかも平成時代の卒業生が

ので、平成時代に800万人減少したことになり

回）、副議長に田中伸治常務理事(45回)を

1．構成員の増加・多様化に見合った組織運営

行き不透明感といった環境の変化があります。

先の総務省の発表では「15歳未満の推計人口」

席の新理事6名が紹介された。

14

田村 正晴

大阪経済大学大樟会 会長

経営者、後継者ともに「事業承継」は頭の
片隅にはあるが、親子どちらからも切り出し
にくいケースも多いのではないでしょうか。
中小企業が抱える最大の課題と言われる
「事業承継」について、進まない原因のひと
つに、当事者である経営者と後継者
（主に親
と子）
が、そもそも事業承継や自社の事業に
ついてコミュニケーションを取っていない
ことが挙げられます。そこで、現時点での
事業承継の実施有無に関わらず、事業承継
を考えるきっかけとして、自社の事業や今
後について親子で真剣に語りませんか？

学生が運営する学園祭も
同日開催しますので、
ぜひご参加ください

卒業生の皆様へ

ご寄付のお願い
卒業生の皆様に送
付している大樟会
（同
窓会）
の情報誌「澱江」
に振込み用紙を挟み
込んでいます。後輩
のために温かいご支援
（一口・千円から）
をお
願いいたします。
お問い合わせ

大樟会事務局
（代表）
℡06-6328-2431

1 箱 600 円
（11 パック入）

紅 茶 の 有 名 店として知られるムレスナ
ティーさんとのコラボ企画で誕生しました。
学生が商品の企画立案を手がけ、デザイ
ンや味の選定などに携わったこだわり商品
です。男子学生に気軽に飲んでほしいと
いった想いを込めて、チョコバナナのフレー
バーを選びました。
大阪経済大学内の
「HUB CAFE」で
もオリジナルフレー
バーティーを使用し
たメニューを提供し
ています

SOUHATSU ～創発～

DAIKEIDAI INFORMATION
卒業生・後援会会員の皆様へ

大経大パソコン教室のご案内

昨年に引き続き、今年もパソコン教室を開催させていただく
運びとなりました。本年度も充実した講義内容となっておりま
すので、皆様お誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願
い申し上げます。
●開 催 日 時 2019年9月7日
（土）
、8日
（日）9:00～17:00（予定）
※いずれか1日のみのご参加とさせていただきます。
●場
所 大阪経済大学  D・F館教室
●参 加 費 無料
コース

コース内容

（参加者数）

パソコンの基本操作（電源のつけ方、マウス・キーボード

Microsoft Office の扱い方等）から始まり、ワード・エクセル・パワーポイ
入門コース
ントの基礎知識・扱い方を学びます。「まずパソコンの操
（80名）
作に慣れること」を目的としたコースです。
ワードを用いた文章の作り方や、パワーポイントを用
いた簡単なプレゼンテーションの仕方を学びます。
「パソコンを使った文章表現やプレゼンテーションが
出来るようになること」を目的としたコースです。

エクセル
基礎コース
（40名）

エクセルを用いた四則演算を中心に、簡単なデータ処
理を学びます。上記2つのコースよりも難易度は上が
りますが、「エクセルに興味はあるけどなかなか踏み出
せない」という方や「エクセルで簡単な家計簿を作っ
てみたい！」という方にはおすすめのコースです。

エクセル
発展コース
（40名）

エクセルの特徴的な機能である「関数」に主眼を置き、
複雑なデータ処理を学びます。かなり難易度が上がり
ますが、統計に興味がある方や「エクセルを使って少
し高度な家計簿を作ってみたい！」という方にはおす
すめのコースです。

本学後援会会員とそのご家族／本学卒業生とそのご家族
※ご家族のみの参加も可能です。1組につき5名までとさせ
ていただきます。
●応 募 方 法
受講ご希望の方は、申込用紙に必要事項をご記入の上、封
書もしくはFAXにてお申し込みください。
※封書の場合、郵送料等はご本人様のご負担となりますの
で予めご了承ください。
●応 募 先
〒533-8533 大阪市東淀川区大隅2-2-8
大阪経済大学大樟会事務室 パソコン教室 係
TEL：06-6328-2431（代） FAX：06-6328-4564
●申込締切日   7月19日
（金）
〈当日消印有効〉
※申込多数の場合は抽選とさせていただきます。
当選発表は
受講票の発送をもって代えさせていただきます。
（８月中に
発送予定）

その他
●会場へのアクセス
会場には駐車場がございませんので、公共交通機関をご利
用の上、ご来場ください。詳しくは下記アドレスからご確
認ください。
https://www.osaka-ue.ac.jp/profile/access/
●延期の場合 暴風警報発令等により中止となった日は、翌週の9月14日
（土）
に延期します。

施設の整備・充実
指定なし

教育振興募金へのお申込み方法

①銀行振込の場合
同封の用紙をご利用ください。
（指定銀行の場合、
振込手数料無料）
②インターネット
（クレジットカード払いも可）
の場合
https://www.osaka-ue.ac.jp/information/contribution/
application.html
からお手続きください。
③本学窓口受付
（現金）
の場合
J館2階経理課にてお手続きください。
④古本募金
（本学はきしゃぽんの協働パートナーです）
の場合

※古本募金とは、
書籍やCD・DVDなど使い終わったものをリサイクル換金してご
寄付いただく方法です。

●インターネット

http://www.kishapon.com/osaka-ue/からお手続きください。

●電話

フリーダイヤル0120-29-7000へ
「大阪経済大学に寄付したいのですが」
とお伝えください。

お問い合わせ先

大阪経済大学教育振興募金事務局（総務課）
06-6328-2431(代)

予期せぬ災害発生・・・あなたは5時間歩けますか?
帰宅困難者にならないためには普段から 5時間歩ける健脚づくり

『災害に強いまちづくりは健脚から』
日時：2019年12月7日(土)
9:00〜16:00

開催！

場所：大阪経済大学及びウオーク
コースとして東淀川区全域
※参加者募集、協賛企業募集の詳細については
決まり次第、HPでお知らせいたします。

※本紙へのご意見は、
kouhou@osaka-ue.ac.jpへお寄せください。
（本紙記事の無断転載を禁ず）
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～創発～

vol.50

vol.

50

5,866,060円
（55件）

︵代表︶ https://www.osaka-ue.ac.jp/
TEL : 06-6328-2431

  応募要項
●応 募 条 件

本学では、教育振興募金事業において「①海外留学支援などのグ
ローバル人材の育成、課外活動支援の充実」「②奨学金制度の充実」
「③施設の整備・充実」に取り組むため、皆様からのご支援をお願いし
て お り ま す。2018年 度 は 個 人・団 体 の 皆 様 か ら290件、総 額
62,196,071円のご寄付をいただきました。本学への温かいご支援に
対し、教職員一同心より御礼申し上げます。
ご寄付の使途について申し上げますと、課外活動支援の充実を使
途としていただいた特定のクラブ（準硬式野球部・ラグビー部）に対
するご寄付については、その全額を当該クラブの活動援助金として
活用しました。同様に課外活動支援の充実を使途としております古
本募金※については、90件196,600円（大学内設置の回収ボックス
及び運営会社協賛金含む）のご支援をいただきました。
続いて、奨学金制度の充実を使途としていただいたご寄付につい
ては、例年同様大樟奨学金の運用基金として充当しており、施設の
整備・充実につきましては、団体の皆様からいただいたご寄付を主
な原資として、大隅キャンパスの外装補修工事や摂津キャンパスの
投光器更新工事を実施いたしました。
そして、2019年度からは教育振興募金事業において教育研究の振
興に取り組むべく、
「④教育
5,866,060円
412,611円
研 究 の 振 興」を 新 た な 目
（55件）
（49件）
的・使途として設けました。
22,382,400円
（141件）
2022年の創立90周年を控
え、本学では教職員一丸と
なり、より一層の教育研究・
33,535,000円
経営改革等に努めてまいりま
（45件）
すので、今後ともご理解とご
支援を賜りますよう、何卒よ
海外留学・課外活動支援の充実
奨学金制度の充実
ろしくお願い申し上げます。

33,535,000円
（45件）

大阪経済大学 経営企画部 広報課 〒５３３︱８５３３ 大阪府大阪市東淀川区大隅２︱２︱８

ビジネスコース
（80名）

教育振興募金 2018年度報告

70,427,706
（49件）

海外留学・課外活
奨学金制度の充実
施設の整備・充実
指定なし

