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昨年度の卒業式の様子

 ■卒業おめでとう
学長から卒業生のみなさんへ贈るメッセージ　
 ■学生広報スタッフ企画
 • Thanks！関西大学
 • Congratulations！ 
　先輩から卒業生へのメッセージ

 ■Kaisers　飛躍
 　今年度大舞台で活躍した関大スポーツアスリート
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どんな環境でも
自分の道を切り開く力を
積極的にチャレンジを
　卒業おめでとうございます。みな
さんは一つの節目を迎えられまし
たが、人生の中ではさまざまなこと
が待ち構えています。その中で困難
に直面しても、本学で築いた土台に

ば経済一つとっても、いろいろな国
とつながっていますし、資源の共有
についても同じことが言えます。そ
うなると、常に国際的な視野を持っ
ていないと課題を解決できません。
国内・海外を問わず、今後のみなさ
んの活躍の場所はさまざまになりま
すが、どのような場面でも「関大スピ
リット」を胸に、次世代のリーダーと
して大きく視野を広げて頑張ってく
ださい。
　これからみなさんが踏み出す社会
は、日本や世界が経験したことがな
い食料問題・エネルギー問題などが
起こると言われています。人類社会
を衰退させず次の世代に伝えていく
ことが、未来を担うリーダーの使命
となります。大学で得た知識や培っ
た人脈はみなさんにとってかけがえ
のない資源であり、財産です。卒業し
てもこれらの財産を大いに有効活用
して、社会で大きく羽ばたいてくだ
さい。

自信を持ち、自分の道を信じ切り開
く力を発揮することをいつまでも
忘れないでください。
　これからは、一つひとつの課題を
ただやり遂げるだけではなく、さら
なる成果が出せないか、常に問題意
識を持って取り組み、「１プラス１を
３に、それ以上にすること」が大切に
なります。与えられたことだけをこ
なすのではなく、そこに自分で考え
てプラスアルファを生み出してくだ
さい。
　プラスアルファを提案するには、
周辺を見渡すことも重要になってき
ます。物事を多角的にとらえるよう
に意識すれば、核となる問題とその

周辺が見えてきます。自分の周りが見
えてくると、自分が携わっている仕事
の目的もはっきり見えてきます。
　何かを成し遂げるためには、一つ
ひとつを積み重ねていくしかありま
せんが、その中で得た喜びや叶った
こと、評価されたことは、自身のやり
がいとなり、次のステップの原動力
になります。受け身の姿勢で待つの
ではなく、積極的に好奇心を持って
アンテナを張り、多くの人とディス
カッションをする場を設けていくこ
とも大事です。共通のテーマを持つ
人がいれば、自分からアプローチし
て語りかけることを大切にしてくだ
さい。
　本学でみなさんが培った「考動力」
を生かす場面がこれから出てくるは
ずです。勇気を出して積極的にチャ
レンジしてください。

国際的感覚を身につけて
　時代はますますグローバル社会へ
進んでいきます。世界規模の課題は
日本だけで解決できません。たとえ

学長

卒業おめでとう

卒業
おめでとう
卒業

おめでとう

「積極的に、いつも好奇心を持ってア
ンテナを張り、自分で考えて行動する

“考動力”を」。さらなる飛躍に期待を込
めて、卒業されるみなさんへ学長から
メッセージを贈ります。
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学生広報スタッフ企画
国家公務員 Ⅱ種
奥 曉奈さん
（法学部2010年卒業）

UCC上島珈琲株式会社 勤務
南塚 博司さん
（工学研究科2009年修了）

今号の学生広報スタッフ企画テーマは「卒業」。6人の卒業生に、関西大学での思い出を直筆で綴っていただきました。
また、社会で活躍されているOB・OGの先輩からは、卒業を迎えた関大生への応援メッセージを頂戴しました。
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企画・編集 ： 学生広報スタッフ 　上窪太貴（政策4）、榎本幸（政策2）、川田大介（社3）、谷洋佑（化生1）、贄田竜有（政策4）、松尾友喜（文1）

学生時代  学部やゼミで出会った真
面目で意欲的な友達から、たくさんの刺
激を受けました。エクステンション・リー
ドセンターの公務員講座に通うと決め
たこともその一つ。他にも夏期海外語学セミナーや淀川清掃ボラ
ンティア活動にも参加しました。お互い良い影響を与え合う一生の
友達に出会えたことは、関大で良かったと思う大きな理由です。
社会人になって感じたこと  1週間のうち5日間、終日働く
ので自由な時間が限られているため、学生時代よりもはるか
に休日のありがたみを感じます。学生時代の友達に会うな
ど、とにかく空いた時間には予定を入れて充実した休日を過
ごすようにしています。
社会人になって苦労したこと  時間管理・スケジュール管理
に苦労しました。文書決裁に想定以上の時間がかかったり、思
い通りに進まないことも多く、予定の6割仕事が進めば良い方
です。自分の事務処理能力を上げる努力と、「手元にボールが残

らないよう、すぐに打ち返すこと」という先輩
の言葉を心掛けて業務に取り組んでいます。
あれば良いと思う能力  業務の優先順位
を考えるときに、業務のゴールから「逆算す

る力」があれば良いですね。社会人に
なると、どんな仕事でもお客様や上
司・同僚が関わり、自己責任で済
むことはまずありません。迷惑をか
けないよう、私は管理表を作って
各業務の進捗状況を確認するよう
にしています。

業務内容  製品設計や品質検証、
理化学分析などを行う部署に所属
しています。主に、製品化に向けて
缶コーヒーの試作からテスト製造品の品質検証までの業
務を担当しています。どんなに短納期でも品質を保証する
責任がありますので、「ミスなく正確に」をモットーに取り
組んでいます。
社会人になって感じたこと  自己責任の重さが学生時代と
は違います。社会では自分が行ったすべての仕事に対して責
任が問われます。

“職業病”  食品の表示ラベルや新製品の情報に敏感にな
りました。他社製品ではどのような原材料が使用されている
のか、表示を見て参考にしています。近い将来、コーヒーの
ヒット製品開発を行いたいです。

スキルアップのためにしていること  マーケティング部門や生
産部門の社員と話をするときに専門知識が必要
となってきます。専門書や新聞を読むことで知識
を増やす努力をしています。また、研究開発をす
るうえでは、統計解析や分析機器の知識・技
術を多く持っている方が良いですね。

卒業生へのメッセージ  最初は
失敗して当たり前。とりあえず
やってみないと始まりません。失
敗したことを身に付けて自分の力
にしてください。初めの数年間が
大事です。

Thanks!

Congratulations!

業務内容  一般のお客様を対象とし
たオール電化の提案です。お客様のラ
イフスタイルに合わせ、オール電化の
メリットを説明しています。特にエコ
キュートの提案に力を入れています。
学生時代と就職  学生時代は、ゼミ活動で格差社会の研究
に力を注ぎました。関大での学生生活は「やりきった！」感があ
ります。自分が働くことで大勢の人の役に立つ仕事がしたいと
いう思いと、地元富山と第2の故郷・関西の両方に関わりのあ
る仕事がしたいという思いから関西電力に就職しました。
“職業病” 実は電柱には1本1本名前があります。社会人に
なってから、街を歩くとつい電柱の名前や配電設備を確認して
しまったり、給湯器に無意識に目がいくようになりました。
社会人になって感じたギャップ  企業は、もっとシステマ
ティックに活動しているものだと思っていました。実際は、想
像以上に人間味に富んでいて、社員の知恵やアイディアで動

いていることが多いですね。システムでは
フォローできないその隙間を人材が補う
ことで、企業が活動できているのだと思
います。
卒業生へのメッセージ  会社独自
の「文化」に慣れるまで時間がかか
ると思います。それまで辛いこと
もあると思いますが、めげずに、ど
んな分野でもいいので社内で自分
のポジションを確立して、何かし
ら輝く存在になってください。

業務内容  組織や人に働きかけグロー
バル化を加速させること、グローバルな
場での人々のコミュニケーションを促すという仕事が天職だと
悟り、株式会社GLOBRIDGEを設立。海外に通用するグローバ
ル人材の育成、企業や組織のグローバル化を促進するためのコ
ンサルティングやマネジメントを行う仕事をしています。　
スキルアップのためにしていること  社会や顧客に対して
もっと質の高い提案・働きかけをしたいという思いから、社
会人大学院生（MBA在籍）となりビジネスを学び直していま
す。会社経営、顧客への提案と実行、大学院生、2児の母親業
をこなす日々は正直大変ですが、「仕事と私生活」を両立する
ことは、工夫また工夫の連続です。
モットー  仕事では「みんなのwin」を考えます。人間はつい
自分のwinばかり考え、自分の声が大きくなってしまいがちで
すが、相手にもwinがないとビジネスは成り立たないので、私
は関係者全員のwinを探します。また、苦しいときや仕事で一
歩前に踏み出したいときは「リスクをとろう。自分の人生なの

だから。～ができない、～があ
ればいいなとまわりのせいにす
る前に、自分をもっと叱咤激励
しよう」と言い聞かせています。
卒業生へのメッセージ  置か
れている環境も能力も得意分野も
人それぞれ違います。「自分はどう
したいのか。何をしたいのか」を考
え、自分を見つめながら一歩一歩と
ステップを超えていけば、きっとな
りたい姿になっていると思います。

関西電力株式会社 勤務
大波加 将太さん
（経済学部2009年卒業）

株式会社GLOBRIDGE 
代表・グローバルファシリテーター
大東 理香さん
（法学部1994年卒業）

姜 尹珠さん（文学部）
私費留学生

田中 雄大さん（商学部）
体育会サッカー部、川崎フロンターレ入団

松元 広樹さん（政策創造学部）
入試広報スタッフ、関西大学AO会、科目提案学生委員会
政策創造学部祭典実行委員会

山地 祥隆さん（理工学研究科）
生産加工システム研究室（樋口誠宏教授）

糸数 めぐみさん（社会学部）
児童文化実践サークル「うぷ」、ドミトリー月が丘寮生
平成19年度全日本珠算選手権大会 読上算日本一

佐々木 沙綾さん（総合情報学部）
喜多千草教授ゼミ、バスケットボールサークル「Junkeeys」

関西大学に入学してもう 4年…
ドキドキしながら始まった大学生活
がそろそろ終わるなんてすごく悲し
いことです。しかし、この大学での
出会いを大事にしながら感謝の気持
ちを持って、私の夢を叶えるために、
もう一歩進もうとしています。
関西大学であるからこそ世界各国の
友達ができ、多くの文化に接するこ
とができたと思います。
石坂先生、ゼミ生、そして友達…み
んな、本当にありがとう！私の人生
の 1ページを飾ったここでの思い出
は、絶対に忘れません！

日本語訳
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「校友としての図書館利用」
　卒業生の方は、手続きをすれば卒業後も関西大学の図書館を利用できま
す。本年４月１日（金）以降の手続きになりますが、①所属していたキャン
パスの図書館または千里山キャンパスの総合図書館で申請、②申込時には
現住所を確認できる公的機関発行書類（運転免許証・健康保険証など）と
利用券交付料金1,000円が必要、③利用券の有効期限は当該年度内で、更
新の手続きをすれば次年度以降の継続利用が可能（更新手続は無料）④利
用券を紛失や破損された場合の再発行には交付料金1,000円が必要、の４
点にご注意ください。詳しくは図書館ウェブサイトの「卒業生・学外の方
へ」（http://web.lib.kansai-u.ac.jp/library/non_member）を確認いただくか、
図書館内の掲示物でご確認ください。
　これからみなさんは、それぞれに新たな段階に向けてスタートされるわ
けですが、まだ返却していない図書館資料などがないか今一度確認をお願
いします。借りたままのものがあれば必ず返却をして、さっぱりとした気分
で新生活をスタートしてください。
【問い合わせ先】図書館メインカウンター 電話 ： 06-6368-0266

日程 イベント・行事名 主対象 問い合わせ先
19日㈯ 学部卒業式 － 学長課
22日㈫ 学位（修士・専門職）記授与式　学位（博士）記授与式 － 学長課
24日㈭ 社会的信頼システム創生センター 第2回STEP-UPセミナー 学生・教職員・一般 社会的信頼システム創生センター事務局
27日㈰ すこやか教養講座（第1期） 学生・教職員・一般 堺キャンパスグループ
30日㈬ 社会安全学部・大学院社会安全研究科　社会安全シンポジウム 学生・教職員・一般 社会安全学部シンポジウム事務局
イベント・行事については、予告なく変更される場合があります。また、今後追加・中止となるイベント・行事もあります。
詳細・最新情報については、本学ウェブサイトならびに問い合わせ先のウェブサイトなどで必ず確認してください。

3/16-31

返還額と返還期間の概要　～平成19（2007）年度入学生の場合～
◆日本学生支援機構奨学金
　1年次生から4年次生まで奨学生であった場合の例〈45カ月分〉

種　別 貸与月額 貸与総額 返還総額 返還月額 返還回数（年数）

第一種
（無利子）

30,000円 1,350,000円 1,350,000円  9,375円 144回（12年）
54,000円 2,430,000円 2,430,000円 13,500円 180回（15年）
64,000円 2,880,000円 2,880,000円 15,000円 192回（16年）

　1年次生から4年次生まで奨学生であった場合の例〈48カ月分〉

種　別 貸与月額 貸与総額 返還総額 返還月額 返還回数（年数）

第二種
（有利子）

 30,000円 1,440,000円 1,761,917円 約11,293円 156回（13年）
 50,000円 2,400,000円 3,018,568円 約16,769円 180回（15年）
 80,000円 3,840,000円 5,167,586円 約21,531円 240回（20年）

100,000円 4,800,000円 6,459,510円 約26,914円 240回（20年）
120,000円 5,760,000円 7,751,445円 約32,297円 240回（20年）

（注）年利率3.0％（上限）で貸与されたものとして計算しています。

◆関西大学貸与奨学金（在学中の貸与額によって異なる）
貸与総額 返還年賦額 貸与総額 返還年賦額

200,000円以下 50,000円 900,100～ 1,200,000円 100,000円

200,100～ 300,000円 60,000円 1,200,100～ 1,600,000円 120,000円

300,100～ 600,000円 70,000円 1,600,100～ 3,000,000円 150,000円

600,100～ 900,000円 90,000円 3,000,100円以上 貸与総額の
20分の1

〈教育職員〉
【法学部】	 長谷川佳彦
【文学部】	 伊藤　誠宏	
	 島崎　　守	
	 伴　　義孝	
　　　ピーター・ジュリアン・メイキン
【経済学部】	 岩井　　浩	
	 楠　　貞義
【商学部】	 加藤　義忠	
	 横田　　茂
【社会学部】	 浅田　正雄	
	 髙木　　修
【外国語学部】　　	 	
　　　ゴードン・スコット・ジョンソン
【総合情報学部】	 山口　節郎	
	 山名　年浩
【システム理工学部】	 岩壷　卓三	
	 樋口　誠宏	
	 吉田　　稔
【環境都市工学部】	 室山　勝彦	
	 八尾眞太郎
【会計研究科】	 松尾　聿正
【心理学研究科心理臨床学専攻】	
	 飯田　紀彦
	
〈事務職員〉
【総務課】	 福田　一人
【出納課】	 清水　邦子
【初等部・中等部・高等部グループ】	
	 濱口有紀子
【研究支援課】	 安達　　隆
【研究所事務室】	 伊郷　洋美
【授業支援グループ】	 矢崎　賢司
【ＧＰ支援グループ】	 長屋　　糺	
	 藁谷　恭子
【図書館事務室】	 赤木　一夫	
	 浅井　恒雄
【内部監査室】	 迫川　叡作

平成23年3月31日付をもって
大学を去られる教育職員および
事務職員は次のとおり（敬称略）。

平成22年度退職者
図書館

　卒業するみなさんの中には、日本学生支援機構、関西大学、地方自治体などの奨学金の貸与を受けながら、正課や課外活動に励んできた人も多いことで
しょう。在学中に貸与を受けた奨学金が先輩の返還金により運用されていたのと同様、今後はみなさんからの返還金が後輩への奨学金の原資となります。
　返還方法等については、それぞれの奨学金ごとに既に説明会が実施されており、「返還誓約書」の提出および「返還のしおり」などの配付も終了し、
十分に理解していることと思います。
　返還の期日が近づくと、奨学生であったみなさんの手元には「振替案内」などが送付されます。返還関係書類が手元に届かないために、連帯保証
人に迷惑をかけたり、延滞利息を加算されたりすることのないよう、卒業後に異動（住所・氏名・連帯保証人の変更など）があれば、すみやかに変
更届を提出してください。
　長期にわたり著しく返還を怠っている場合は、法的手段に訴えることも含め、厳しい処置がとられます。
　また、日本学生支援機構は、延滞者への各種ローンなどの過剰貸付を抑制し多重債務化への移行を防止する観点から、「個人信用情報機関」に加盟
しており、延滞者に限って、その情報が個人信用情報機関へ登録されます。
　卒業後の返還計画をしっかり立て、延滞しないよう注意してください。
【問い合わせ先】奨学支援グループ　電話 ： 06-6368-1211（代表）

奨学金返還は、あなたの責任　あなたの義務学生センター

　卒業おめでとうございます。これから社会に旅立つみなさん
が、より一層の活躍をされることを期待しています。
　卒業後の進路（就職先など）をキャリアセンターに報告
していない人は、至急届け出てください（進路の届出は、
『PLACEMENT BOOK ～Manual編～』の添付ハガキ送付や
KICSSからの登録によって行うことができます）。
　キャリアセンターでは、就職活動を行う在学生に、OB・OG
訪問を行うことを勧めています。今後は、みなさんも関西大学
の先輩として、後輩から相談を受ける機会があると思います。
ぜひご協力をお願いします。
【この件に関する問い合わせ先】キャリアセンター　電話 : 06-6368-0162
　また、卒業生就業支援室では、現在も就職活動を続けている
卒業生に対して、引き続きサポートをしています。気軽に相談
に来てください。
【この件に関する問い合わせ先】卒業生就業支援室　電話 ： 06-6368-0345

　卒業後、校友になるみなさんは、関西大学の３つのセ
ミナーハウス―彦根荘（滋賀県）、白馬栂池高原ロッジ（長
野県）、六甲山荘（兵庫県）―を利用することができます。
　桜の季節に彦根荘、スキーが楽しめる栂池、夏の涼を
求めて六甲山とそれぞれに楽しめるセミナーハウスで
す。家族旅行やゼミ・サークルの仲間たちとの再会の場
としてご利用ください。

　利用を希望する方は、電話または教育後援会まで来て
ください。関西大学のウェブサイトから、案内、利用状況
を確認することができますので、ご参照ください。
【問い合わせ先】
教育後援会（校友・父母会館 １階）電話 ： 06-6368-0055
月～金曜日　9：00～ 17：00

キャリアセンター

セミナーハウス

明日を担う
明日を拓く卒業生のみなさんへ

就職・進路決定届の提出に協力をしてください

卒業後も 3施設を利用できます

　校友会は、約40万人の卒業生と在学生で組織され、会員相
互の親睦と母校の発展に寄与することを目的としています。校
友会の活動は、学生の学術・文化・スポーツの振興を積極的に
支援するとともに、校友と母校の架け橋となる機関紙『関大』を
発行しています。また、社会貢献活動を行っている地域支部へ
の支援、全国から多数の校友が参加するスプリングフェスティ
バルの開催、大阪の夏の風物詩である天神祭りで奉拝船『関大
丸』を就航させるなどさまざまな親睦事業も行っています。
　卒業後のみなさまの住所などは、校友会が管理・運営し、大
学と共同で利用いたします。就職、転勤などで住所が変わられ
た場合は、校友会事務局までご連絡をお願いします。
【問い合わせ先】校友会 電話 : 06-6368-0044

校友会

校友の輪にご参加を

　みなさんは、卒業後についてどのような人生設計を描いているで
しょうか。人生において、個人が職業能力を作り上げていくこと、す
なわち、「関連した職務経験の連鎖を通して職業能力を形成してい
くこと」をキャリア形成と言います。
　関西大学エクステンション・リードセンターでは、各種資格取得
を通してみなさんのキャリア形成をサポートするために、一般の方
よりも安価な卒業生料金で受講で
きる対策講座を多数開講していま
す。思い立った際には、ぜひエク
ステンション・リードセンターへ
詳細をお問い合わせください。
【問い合わせ先】
電話 : 06-6368-0721

エクステンション・リードセンター

資格取得で卒業生のキャリア形成を支援
開講講座一覧（一部）

英語講座
公務員講座
司法書士講座
弁理士講座
簿記検定講座
公認会計士入門講座
税理士講座
宅地建物取引主任者講座
総合旅行業務取扱管理者講座
通関士講座
社会保険労務士講座
ファイナンシャル・プランナー講座
（ＡＦＰ+２級ＦＰ技能士）
色彩検定講座
行政書士講座

（注） 貸与総額を返還年賦額で除し、返還年賦額未満
の端数が生じる場合、その端数は最終の返還年
賦額に加算します。ただし、その端数が60,000
円を超えるときは、その金額を最終年賦額とし
ます。また、貸与総額が3,000,100円以上で返還
年賦額に1,000円未満の端数が生じる場合は、
その端数を最終の返還年賦額に加算します。

彦根荘 白馬栂池高原ロッジ 六甲山荘
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飛躍

　今年度のカイザースは伝統ある歴史に新たな
伝説を残す躍動をみせた。テニス部が創部90
年目で関西制覇を成し遂げ、サッカー部は43
大会ぶりに全国の頂点に立った。そして、アメ
リカンフットボール部はライスボウルには出
場できなかったものの、昨年度に引き続き関西
リーグを連覇。また、射撃部女子は前人未到の
2年連続5冠達成、空手道部の梶川凛美さん（文
学部3年次生）も全日3連覇の偉業を果たした。
　さらに世界の舞台でも関大勢の活躍が光っ
た。男子フィギュアの髙橋大輔さん（文学研究
科M2）、織田信成さん（文学部4年次生）を筆
頭に、水上競技部の矢野友理江さん（文学部4
年次生）も世界の舞台で入賞を果たした。今年
度は数々のクラブが栄冠を手にし、飛躍を遂げ
た１年だった。              （関大スポーツ編集局）

今年度大舞台で活躍した
関大スポーツアスリート

4月

12月 特別号

9月
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11月
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この一年を振り返って


