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社会に広がる
関大人ネットワーク

「インドの衝撃」

編集後記

　日本経済新聞1月11日朝刊における「郵送調査2019」では嫌いな国
に15％の得票率でインドが5位になっていた。インドには2007年から現
在まで居住しており13年目のインドを過ごしている私にとっては驚き
だった。
　IT大国と言われ、日本語のニュースでインドの情報が伝えられるよう
になった2019年においても、いまだに一般的な日本人にとってインドの
イメージが大昔から変わっていない気がする。インド旅行中お腹を壊し
たとか、旅行代理店にぼったくられたとかのバックパッカーの苦い思い出

から、Meetingがいつも時間どおりに始まらないとか、宅配業者が時間
どおりに来たことがないとか、何を言っても「OK Sir」しか言わないとか、
インド駐在経験者の苦労だけで15％になっていればまだしも、インドに
来たことがない人にインドが嫌いと言われると、俺はいいけどお前はイ
ンドの悪口を言ったら駄目だという気分になる。
　しかしながら嫌いな国５位だけれども、インドが注目されているとも言
える。あと20年はインドに居住予定であるので、20年後の「郵送調査
2039」が楽しみでもある。

　今回の卒業記念特別号では、同窓会組織である関西大学校友会が特集されました。関西大学校友会には48万人にも及ぶ卒業生が国
内だけでなく、海外でもさまざまな活動を行っています。これから社会人として活躍される皆さんにとって、関西大学の校友ネットワーク
は、今すぐにではなくても、必ずや大きな強みになることと思います。本日、ご卒業される皆さん、これからは校友の一人として、母校・関
西大学のことを話し合うことができる仲間を大切にしてください。
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　各種証明書（卒業・修了証明書、成
績証明書等）の発行は、窓口または郵
送でのみ受付しています。
　キャリアセンター梅田オフィス、東
京センターでは、指定年度以降に入
学された方の和文卒業（修了）証明
書、和文成績証明書の窓口受付のみ
行っています。
　申請方法や発行に要する日数等
は、「各種証明書の申請（卒業生・修了
生の方へ）」のウェブサイトにてご確
認ください。
 問い合わせ先　
教職支援センター　
電話：06-6368-0889

　在学中、奨学金の貸与を受けてい
た皆さん宛に、返還の期日が近づく
と「振替案内」などが送付されます。
　返還関係書類が届かないことがな
いよう、住所・氏名・連帯保証人等の
変更があれば、変更届を提出してく
ださい。
　皆さんからの返還金は、後輩の奨
学金としてすぐに利用される仕組み
となっていることをご理解の上、延滞
の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：06-6368-1121（大代表）

　卒業後の「進路決定報告」が未提
出の方は、至急キャリアセンターまで
報告してください。その際、「OBOG
訪問の可否」については、後輩の就職
活動をサポートするためにも、ぜひご
協力をお願いします。
　また、卒業後も就職活動を続ける
卒業生に対しては、株式会社マイナ
ビワークスと連携して、引き続きサ
ポートを行っています。
　お気軽にキャリアセンターまでご
相談ください。
 問い合わせ先　
キャリアセンター／卒業生就業支援室
電話：06-6368-0162

　エクステンション・リードセンター
（KUEX）では、各種資格取得を通して
皆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。
　また、日本語教師を目指す方のため
の「日本語教育能力検定対策講座」
や、英語で学ぶビジネス講座「UCLA 
Extension提携オンライン講座」を実
施しています。詳細はKUEXのウェブ
サイトをご覧ください。
 問い合わせ先
エクステンション・リードセンター　
電話：06-6368-0721

　卒業後も手続きを行えば、関西大
学の図書館（総合図書館・高槻キャン
パス図書館・ミューズ大学図書館・堺
キャンパス図書館）を利用することが
できます。
　ご本人の現住所が記載された書類

（運転免許証、健康保険証、在留カー
ド、パスポートなど）と発行手数料
1,000円をご持参の上、各図書館に
お申し出ください。
　詳しくは、図書館のウェブサイト「卒業
生・学外の方へ」にてご確認ください。
 問い合わせ先
総合図書館メインカウンター
電話：06-6368-0266

　会員制の異業種交流サロン「KAN 
DAI Me RISE倶楽部」や起業支援拠
点「スタートアップカフェ大阪」を利用
することができます。
　また、社会人向け大学院教育とし
て「海外ビジネスマネジメント講座」

「会計専門職大学院社会人向けビジ
ネス講座」「地域政策コーディネー
ターを養成する大学院教育プログラ
ム」、多種多様な社会人向けプログラ
ムを展開するオープンカレッジを開
催しています。
 問い合わせ先　
梅田キャンパス事務室
電話：06-4256-6410

　学生・教職員の方はもちろん、卒業
後も東京センターを利用することが
できます。卒業生向けの勉強会・セミ
ナーや交流イベント、教室の貸出（一
部有償）等も行っており、今春卒業す
る皆さんを歓迎するイベントも開催
します。東京にお越しの際はお気軽に
お立ち寄りください。
〈新社会人歓迎会〉
日時:2020年5月30日（土）※予定
会場:東京センター

　　詳細はこちら▶

 問い合わせ先　
東京センター　電話：03-3211-1670

　卒業後も、関西大学のセミナーハ
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。
　利用を希望する方は、電話でお問
い合わせください。
　なお、関西大学ウェブサイト「セミ
ナーハウス」のページから、施設概要
や利用状況などを確認することがで
きます。

 問い合わせ先　
関西大学教育後援会　
電話：06-6368-0055

卒業する皆さんへのお知らせ

発行日：２０20年3月19日
発行：関西大学広報委員会
〒５６４-８６８０ 大阪府吹田市山手町３-３-３５
電話：０６-６３６８-１１２１（大代表）

卒業記念特別号



　『関西大学通信』卒業記念特別号では、同窓会組織「関西大学校友会」と
第一線で活躍されているOB・OGの方々の協力を得て、社会人にとって重要な

「人と人との“つながり”」をテーマに特集しました。
　関西大学（併設校等含む）の校友は約48万人という規模で、日本国内はも
ちろんのこと世界各国、各業界にそのネットワークが広がっています。
　在学中に築いた人間関係を大切にしつつ、関西大学が結ぶ、この校友ネット
ワークにぜひ積極的に参加しましょう。

　ご卒業おめでとうございます。
　私は現在、日本生命代理店部門にて勤務しており、部下と共に日々取引先で
ある代理店様を訪問し、サポート業務を行っております。入社以来関西で勤務し
ていることもあって、仕事上で関西大学の卒業生にも非常に多くお会いしま
す。ある代理店様より「関大の集まりがあるから来てみない？」とお誘いを受け
参加したところ、大先輩から後輩までさまざまな年齢層の方と交流することが
でき、このことがきっかけで校友会大阪中央支部に入会することになりました。
　定期的に開催される食事会やゴルフイベントなどに参加することで、ふだん関
わりを持てないような方ともお知り合いになれたり、さまざまな業種のビジネス
上のお話が聞けたりと多くのことを学ばせていただいていますし、若手会では同
世代ならではの会話を楽しめたりと非常に有意義な時間を過ごせています。
　また、このような会に参加させていただく中で、新規に代理店契約を締結・代
理店様を通じてご契約を頂戴したりとビジネス上の成果にもつながっていま
す。社会に出れば紆余曲折ありますが、いつでも前向きにチャレンジすることで
道は開けるし、人との関わり合いの中で自分も成長できます。一日一日を大切
に、「考動」あるのみです。

　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。これから
始まる社会人としての生活をぜひ楽しんでいただきたく思
います。
　私は卒業後、地元大阪を離れ福岡にて製薬会社で5年間勤
務しました。その後退社し、社会人アメリカンフットボール
チーム「福岡SUNS（現みらいふ福岡SUNS）」を創部しました。
ゼロからのスポーツチームの創部には、チームメンバーやス
ポンサー探しなど、たくさんのハードルがありました。その際
に、自分自身が関西大学の卒業生であったことを思い出し、数
年ぶりに校友会の会合に参加しました。久しぶりの参加にも
かかわらず、校友の皆さんに親身になって相談に乗っていた
だき、それからは、校友会の場でPRをさせていただいたり、会
社経営されている校友の先輩の企業に、チームのスポンサー
になっていただいたりと、現在もチームの活動を支えていた
だいています。
　また現在は、福岡千里会幹事会メンバーとして、運営のお
手伝いをしており、普段の仕事ではできない貴重な経験を積
むことができます。関学、
同志社、立命館の卒業生と
の交流もあります。自分自
身の成長、そして可能性を
広げる大切なコミュニティ
として今後も校友会に関
わっていきます。

　皆さん、ご卒業おめでとうございます。私は2010年
に関西大学を卒業後、通信会社で働いています。
2016年からアメリカへ赴任し、知り合いに紹介いただ
いて現地の校友会であるLA千里会に所属しています。
　元々、就職活動の時から海外で活躍したいという思
いがあり、縁あって一つの夢をかなえることができまし
た。LAの校友会は駐在の方や移住された方などさまざ
まな立場の方がいます。異国の地で自身の力で人生を
切り開いてこられ、お会いするたびにその経験や熱意
に刺激を受けるとともに、同じ日本人として、関西大学
の卒業生として誇りに思います。LA千里会では毎年数
回、大学から派遣されるインターン生の皆さんと交流
する機会を得ています。短時間ではありますが海外で
働くことの意味、やりがい、将来の夢をお話しすると自
分にとっても初心を思い出す良い機会になっていま
す。これからのグローバル社会では言語や多様性、海
外の文化に適応することが求められます。
　社会人として新しい一歩を踏み出す皆さんも、今後
日本を飛び出して世界で活躍する時があることと思い
ます。関西大学は世界中に校友会がありますので、ぜ
ひ卒業生を頼っていただきたいと思います。私たち一
同その時を楽しみにしています。

社会に広がる
関大人ネットワーク

谷尾 定子さん
（2001年商学部卒業）

日本生命保険相互会社勤務

吉野 至さん
（2011年システム理工学部卒業）

一般社団法人福岡SUNS代表理事
西南学院大学

アメリカンフットボール部監督 ）（

いつでも前向きに。
チャレンジすることで道は開けます。

自分自身の成長、可能性を
広げる校友会活動。

世界に広がる関西大学の輪。
海外にも心強い校友がいます。

張 政男さん
（2010年総合情報学部卒業）

IT業界勤務
ロサンゼルス千里会

卒業記念
特集

大阪中央支部

福岡千里会
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　関西大学校友会には67の職域会（企業・組織内のOB・OG会）が登録されています。
業界・職種を横断して構成されている職域会もあります。代表者名や連絡先などは
校友会ウェブサイトにてご確認ください。入社・入職後はまず、関大出身の先輩を探し
てみましょう。

　同窓会組織「関西大学校友会」は、高等学校以上の全卒業生（修了生を含
む）と在学生（学生会員）で組織され、会員相互の交誼を厚くし、同時に母校の
発展に寄与することを目的にさまざまな事業を展開しています。

職域会に参加しよう 関西大学校友会へようこそ

大阪府庁秀麗会
近畿特定局長関大会
茨木市役所秀麗会
寝屋川市役所千里会
高槻市役所葦友会
伊丹市役所親和会
日立製作所千里会
髙島屋秀麗会
司法書士関大会
池田泉州銀行関大会
きんでん関大会

みおつくし葦の葉会
JR関大会
門真市役所千里会
羽曳野市役所関大会
松原市役所関松会
奈良市役所芦の葉会
YKKグループ校友の会
大阪市中学校教員尚志会
弁理士関大会
南都銀行関大会
関大木材秀麗会

大阪国税秀麗会
兵庫県庁秀麗会
岸和田市役所関大会
東大阪市役所千陵会
箕面市役所秀麗会
福山市役所関大会
かんでんエンジニアリング千里会
尼崎市教職員関大会
関大不動産鑑定士クラブ
鴻池組支部
大阪青年会議所関大会

経済人クラブ
奈良県庁秀麗会
堺市役所関友会
枚方市役所秀麗会
八尾市役所関大会
毎日新聞社関大会
自動車関大会
関大法曹会
行政書士秀麗会
鹿島建設あしのは会
東洋紙業関大会

東京経済人倶楽部
神戸市役所関大倶楽部
大東市役所関友会
柏原市役所関大会
西宮市役所秀麗会
関西大学マスコミ人会
大阪ダイハツ紫秀会
公認会計士関大会
社会保険労務士関大会
奥村組関大会
物流関大会

中部経済人クラブ
池田市役所関大さつき会
豊中市役所関大クラブ
守口市役所純正会
尼崎市役所秀麗会
関西大学不動産会
阪急阪神百貨店千陵会
関西大学会計人会
関西大学心理臨床研究会
竹中工務店葦の葉会
年輪関大会

関西大学マスコミ人会関大法曹会
 ■ 主な行事

 4月 ホームカミングデー
 5月 支部対抗親睦ゴルフ大会
 6月 定時代議員会
  関大寄席
 7月 全国組織代表者会議
  天神祭船渡御奉拝船「関大丸」
 10月 校友総会
 3月 定時代議員会

 ■ 地域支部一覧
　校友会に登録されている国内の校友組織

（地域支部・職域会・同期会・その他団体）は、
243団体。各支部では、懇親会はもちろん勉
強会などさまざまな活動を行っています。在
住地域や出身地域の支部への連絡はお気軽
に。校友の輪にぜひ、ご参加ください。

 

 

 

 
 

　卒業後、皆さんは自動的に関西大学校友会の会員となります。機関紙や
大学・校友会からの案内等をご自宅にお届けしますので、卒業後の連絡先
を校友会までお知らせください。

 ■ 主な事業内容　
●機関誌『關大』の発行
　1955（昭和30）年に創刊した『關大』は卒業生の絆を
つなぐ機関誌で、母校の話題や校友会情報が満載。各界
で活躍する著名な校友も登場します。年間6回ご自宅に
郵送しています。

●各種行事の開催
　ホームカミングデーをはじめ、各地域でのフェスティバ
ルなど、多様な行事を企画・実施しています。

●在学生への支援活動
　クラブ活動や学園祭への援助、成績優秀者への奨学金
等、学生の学術振興支援ならびにスポーツ、文化振興支
援を行っています。

●校友会地域支部への助成
　校友相互の交流や情報交換の場で、地域貢献活動も展
開している地域支部にさまざまな助成をしています。皆
さんも積極的にご参加ください。

●大学経営に参画する評議員の推薦
　母校に対する重大な責務を担っています。

　関西大学マスコミ人会は、
新聞、放送、出版、広告、印
刷、映像、情報通信などのメ
ディア業界で活躍する関西
大学の卒業生で作る会で、会員数は約400人に上ります。会社、
業種、世代の枠を超えて会員相互で交流するだけではなく、主と
して、将来メディア業界を目指す学生対象のキャリア相談の機会
を設けたり、メディア業界に関するシンポジウムを開催するなど
現役関大生のための活動を推進しています。形式にとらわれず、
会員がそれぞれできる範囲で協力し、結束して当会を運営してい
ます。
　今は新聞を読まず、テレビも見ない学生が多いと聞いていま
す。恐らく、皆さんもスマートフォンが重要な情報源の一つと
なっていることでしょう。政治、経済、文化、芸能、娯楽などを発信
する方法は日々進化、変化していますが、情報収集の基本は変
わっていません。この4月からメディア業界で活躍される皆さん
にも、ぜひ当会の先輩方と交流いただき、自由な発想や独自の視
点を発揮してほしいと願っています。

　関大法曹会は、弁護士、裁判官、
検察官などの法曹資格者の校友の
団体で、学部生や法科大学院生、卒
業生で法曹を目指す後輩の学習面
での支援、司法試験合格者に対する就職活動支援、会員同士の
交流などを行っています。
　私自身、法学部、法科大学院、そして司法修習生という弁護士
になるための過程において、奨学金、演習、就職活動などいろい
ろとお世話になりました。関大法曹会で活躍されている先生は、
関大や関大の後輩が好きなんだろうなあと思う方がたくさんい
らっしゃいます（笑）。法律家を目指すために法科大学院に進学さ
れる方は、ぜひ関大法曹会のサポートについて調べてみてくだ
さい（関大ウェブサイト内にあります）。
　社会人として活躍される皆さんも法律問題に関わることは十
分あり得ます。そうしたときに関大の先輩（後輩）の弁護士がお
力になれることも多いと思いますので、頭の片隅に置いていた
だけると幸いです。皆さんが関西大学で得た知識と経験、ネット
ワークを使い、新天地でのご活躍ができるよう祈念しています。

武田 吉夫さん
（1970年文学部卒業）

忠政 貴之さん
（2005年法学部卒業、2007年法科大学院修了）

校友基本カード
追ってお送りする「ご案内」に
同封されているハガキに必要
事項をご記入のうえ、ご郵送く
ださい。

Webサイトフォーム その他
校友会Webサイトにアクセスの
上、「お問い合わせ・ご連絡」の
「住所・勤務先等の変更」からご
連絡ください。

メール、電話、FAXのいずれで
も結構ですのでご
一報ください。

koyukai@ml.kandai.jp

06-6368-1121（大代表）

06-6380-8476

メール

電 話

FAX

提出は
2020年4月10日（金）
までにお願いします

ご結婚や転職などで転居された際は
必ずお知らせください

職域会一覧

機関紙『關大』別冊卒業記念号、
校友会ウェブサイトも

ご確認ください。

OB・OG懇談会の様子

　関西 旭 阿倍野 生野
北 此花 城東 住吉
住之江 大正 大阪中央 鶴見
天王寺 西 西成 西淀川
東住吉 東成 東淀川 平野
福島 港 都島 淀川
池田 和泉 泉大津 泉佐野
茨木 大阪狭山 貝塚 柏原
交野 門真 河内長野 岸和田
堺 四條畷 吹田 摂津
泉南 高石 高槻島本 大東
豊中 豊能 富田林 寝屋川
羽曳野 東大阪 枚方 藤井寺
松原 箕面 守口 八尾
神戸 明石関大クラブ 芦屋
尼崎 淡路 伊丹 川西
猪名川 宝塚 但馬会 丹波
篠山 三田 西宮 姫路
東播 小野 北播 神崎
揖龍 京都 滋賀 奈良県関大倶楽部
生駒 和歌山 橋本

　海外 韓国同窓会
北京関大会 上海関大会
青島関大会 広東関大会
香港千里会 関西大学台湾OB会
シンガポール千里会 マレーシア千里会
マニラ関大会 泰国千里会
サイゴン千里会 ハノイ千里会
JKT 千里会（ジャカルタ） ニューヨーク関大会
ロサンゼルス千里会 シリコンバレー関大会
サンパウロ千里会 パリ関大会
インド千里会 ミャンマー関大会

　日本 愛知 愛知東 静岡
岐阜千里会 三重中勢 南勢 北勢
名張 福井県 石川県 富山県
東京 千葉 神奈川 埼玉
栃木 東北福島 宮城 青森
北海道 岡山 備後 広島
山口千里会 鳥取 島根県 香川
徳島 愛媛 東予千里会 高知
北九州 福岡千里会 佐賀千里会 熊本
長崎 大分千里会 宮崎千里会 鹿児島千里会
沖縄
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　2020年３月に『ワンピースで世界を変える！専業主婦が東大安田講堂でオ
リジナルブランドのファッションショーを開くまで』という本を創元社から出版し
ます。男性的な骨格の人でもかわいく着られる、性別にとらわれない自由な
ファッションを目指す私は、関西大学に社会人入学して心理学を学び、それを
生かして新ブランド「ブローレンヂ」を立ち上げました。

　だけど、お金なし、ノウハウなし、人脈なし。ないないづくしでしたが、情熱だけは人一倍あったので、とにかく自分
の想いを伝え続けました。
　起業当初の工場探しの時、どこの工場にも「メンズサイズで女性向けの服を作るのは、型が違うのでやりにくい」
と断られ続けました。最後の頼みの綱で行った尼崎の工場でも良い返事がもらえませんでした。でも溢れる想いが
こみ上げて、帰りに駅まで送ってくださったおじさんに一生懸命説明しました。帰宅後、すぐにその工場から「うちで
やります」と電話をいただきました。後で分かったのですが、そのおじさんが一番偉い方でした。
　コミュニケーションに大切なのはテクニックではなく、「自分に伝えたいものがあるかどうか」だと思います。どうか
皆さんも、熱中できる何かを見つけてください。そして、恐れずに伝えてください。

　社会人におけるコミュニケーションで大事になってくるの
は、相手の立場に立ってみること、自分の意見や見解をしっか
りともつこと、という2点だと思います。社会人にとって時間
はとても貴重です。相手は何を聞きたいだろうか、知りたいだ
ろうか、ということを(分からないなりにでも)、相手の立場に

立って考えてみたうえでコミュニケーションをとることが大事です。これだけで物事はぐっと円滑に
なります。
　また、社会人として仕事をしていると、自分はどう思うのかということを問われるシーンが多くあ
ります。Hondaには「技術の前ではみな平等」という言葉がありますが、これはどこでも言えること
で、相手が目上の人であっても対等に話ができるよう、しっかりと自分の意見や見解をもって話をす
ることが大事です。それに、きちんと自分で考えてやっていくことが自分自身の成長にもつながって
いくと思います。
　私も社会人としてはまだまだ未熟です。一緒に成長していき、より良い未来を作っていきましょう！

PROFESSOR’S COMMENTS

社会学部　阿部晋吾教授 次回のテーマは…「電子書籍を利用していますか？」
　4月号では電子書籍をテーマに、利用経験の有無をはじめ、利用頻度や
ジャンル、利用する・しない理由など、在学生にアンケートを実施しました。

　経団連の調査によれば、新卒採用の選考で企業が重視
する点としてコミュニケーション能力（コミュ力）は永らくトップ
を維持しています。皆さんの中には、コミュ力に自信がない、

なんとかコミュ力を高めたいと考えている人もいるでしょう。
ただし、コミュ力というとどうしても「格調高い言葉をいかに
流暢に駆使するか」といった「話す」テクニックに目がいきが
ちですが、卒業生の体験談にもあったとおり、中身がなけれ
ばいくら話術を磨いても意味がありません。また、相手の立
場で考える、相手を敬う、というアドバイスもありましたね。わ
かりやすく伝えるためには、相手の気持ちや知識を正しく把

握する必要があり、まずは相手の話を「聞く」という姿勢もと
ても大切です。
　コミュニケーションはプレゼントに似ています。皆さんは、
心を込めて、相手の心にきちんと届ける「贈り物」としての
コミュニケーションができていますか？仕事の場に限らず、
身近な人とのふだんの会話でも、ぜひ意識してみてくださ
いね。

デザイナー兼起業家
ブローレンヂ智世さん（2016年文学部卒業）

株式会社本田技術研究所
喜多　望さん（2018年環境都市工学部卒業）

　私は、さまざまな企業の方や子会社の方など、国内外問わ
ず多種多様な方々の意思をつなぐ役割を担うことが多い職
業柄ゆえ、「伝える」という行動に対し常に注意を払って日々
の業務を遂行しています。
　端的に伝えることや自信を持って話すことなどコミュニ

ケーションを他人と図る上で大事なことはたくさんありますが、仕事上でのコミュニケーションでは
「付加価値」というものを付けなければなりません。ただ物事を伝達するのではなく、相手との会話
の中で相手や自身において「何が目的なのか」を常に考え、その明確化した目的に適したコミュニ
ケーションを進めていくこと、当事者意識を持って自発的に意見を提案することを心掛けています。
それにより、目的（プロジェクト）を達成する近道につながり、かつ相手からの信頼をも勝ち取ること
につながっていくと今、身をもって感じています。
　また、偉そうに述べていますが、「付加価値」の他に「謙虚」でいることも同じくらい大切だと思っ
ています。相手への尊敬は確実に伝わります。困った時に助けてもらえるよう、相手を敬うことを忘
れずに仕事の一番の手段である「コミュニケーション」をうまく進め、さらなる試練に立ち向かってい
きたいと思います。

双日株式会社
田野 絢香さん（2018年外国語学部卒業）

　業務を円滑に進める、自分の意見を明確に伝えることがで
きるなど、社会人としてコミュニケーション能力は、今以上に
必要不可欠なものとなるでしょう。
　今回は、3人の卒業生の方から「コミュニケーション」につ
いて、貴重なアドバイスをいただくことができました。これか
らの参考にしてください。
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なるほど・ザ・関大！

関西大学博物館に行きましたか？
─旧図書館だった円形建物、簡文館にあるミュージアム─

800近い全国の私立大学の中でも、関西大学博物館は、有数の考古学コレクションの展示と高松塚古墳壁画再現展示室で有名です。
１９９４（平成６）年に開館し、元大阪毎日新聞社社長、本山彦一氏が収集した、重要文化財を含むコレクション２万点を中心に計6万点を所
蔵しています。展示手法もユニークです。普通の博物館に比べ、解説パネルをほとんど、わざと設置しなかったり、他の博物館では滅多に展
示しない「贋作」もここでは本物と一緒に並べています。なぜでしょうか。博物館の成り立ちと不思議をのぞいてみました。

本山氏は大正期から昭和初期にかけて活躍した関西財界の重鎮です。熊本県
出身で、青年期に官吏、新聞記者などを経験。やがて複数の企業の役員を歴任、そ
の後、大阪毎日新聞社の社長を務め、東京進出に成功し、現在の毎日新聞の基礎
を作った人物です。ユニークな発想で当時では最新の媒体、経済専門誌の『エコノ
ミスト』、週刊誌の『サンデー毎日』、英字紙の『英文毎日』、視覚障がい者向けの『点
字毎日』を次 に々世に送り出します。
考古学にも興味を抱き、新聞社経営の傍ら全国各地で考古学資料や歴史、民俗

などに関する資料、美術工芸・自然資料などを幅広く収集しました。関西大学の評
議員も務めた縁で、そのコレクションが関大に寄贈されました。2万点の資料の中に
は重要文化財に指定された古墳時代の高坏形土器、笊形土器などが含まれます。

　博物館に解説パネルは不可欠です。専門家はともかく一般の市民
が現物を見てよく理解できるようにするためです。ところが関大の博
物館ではつい最近まで、ほとんどの展示ケースに解説パネルが備えら
れませんでした。それはこの博物館の成り立ちと関係があります。
　博物館の前身は「考古学等資料室」で、1954（昭和29）年に関西
大学の故末永雅雄名誉教授が開設しました。本学学芸員の山口卓
也さんらによると、本学の博物館特有の目的は、学術研究や考古学・
歴史学関係の授業のほか、学芸員資格を取得するための実習の場と
しても活用することだそうです。「一から丁寧に説明したら、学生の勉
強にならない」「できるだけ多くの現物を学生に見せて考えてもらうこ
とが必要」という末永名誉教授らの視点が展示方法にも色濃く反映
されています。

本山コレクション

　末永名誉教授は１８９７（明治３０）年６月２３日、大阪府南河内郡に生まれ、京都帝国大学で考古学
を学びました。１９２６（大正１５）年、京都帝国大学文学部の考古学研究室員となり、濱田耕作教授ら
に師事しました。1927（昭和２）年、奈良県史蹟名勝天然記念物調査会嘱託・考古学担当となり、
1933（昭和８）年には石舞台古墳の調査を行っています。
　考古学研究の若きエースとして、末永名誉教授の名が一躍知られるようになったきっかけの一つ
は、1934（昭和9）年に刊行した『日本上代の甲冑』です。古墳時代以降の甲冑の研究をまとめたも
のですが、古墳から出土する甲
冑は長期間の埋蔵が原因でさ
び付いたり変形して原形をとど
めないものが多く、研究はあま
り進んでいませんでした。しかし
末永名誉教授は、甲冑類の破
片を一枚一枚図面におこし、復
元するという地道な作業を行
い、何体もの甲冑類の復元に
成功したのです。こうした業績
が評価され、1936（昭和11）

年に帝国学士院賞を受賞しました。当時最年少での受賞でした。そして1950
（昭和25）年、関西大学の講師に着任。奈良県周辺の古墳調査を中心に功績
は多方面にわたりますが、その手法もユニークでした。

　今日のドローンはおろか、ヘリコプターも使えない戦後の混乱期、
末永名誉教授は考古学研究に航空機の活用を提唱したのです。今
でこそ航空写真の利用は、考古学研究にとって不可欠ですが、当時
の古墳調査は、地面を丁寧に掘り下げていく従来からの方法が主流
で「空から古墳を見て何が分かる？」という空気でした。
　しかし末永名誉教授は、1954（昭和29）年にはセスナ機に乗って
堺市や羽曳野市、藤井寺市の上空から視察し、藤井寺市の城山古墳
の航空写真で「奇妙な帯」を見つけます。それまで古墳の領域は、墳
丘とそれの周囲の堀までという認識でしたが、写真には堀の外側に、古
墳を囲むように幅約100mの何も
ない平坦地が写っていたのです。こ
れは他の大規模古墳の周辺でも
多く発見され、結局この平坦地は
自然に残ったものではなく、何らか
の機能をもつ古墳の付帯施設だと
末永名誉教授は判断しました。こ
の「周庭帯」という付属地が大型
古墳の「兆域」の一部であること
が、その後学界の定説となりまし
た。こうした積み重ねが百舌鳥・古
市古墳群の世界文化遺産登録に
結び付いたと言えます。

　地域にも開かれた関西大学博物館は、もちろん卒業後も
入館可能です。また、博物館のある｢簡文館｣は、建築家・
村野藤吾が設計し、大阪府指定有形文化財に指定された
関西大学最古の建築物。簡文館内には大学の歴史資料を
展示する「年史資料展示室」、簡文館前には「高松塚古墳
壁画再現展示室」もあります。
　卒業後に来学された際は、関西大学の文化ゾーンにぜ
ひお立ち寄りください。

末永雅雄名誉教授と甲冑の復元

空から見つけた「奇妙な帯」
解説パネルのナゾ

博物館内部の展示室

　例えば縄文時代や弥生時代の大量の土器や矢じりなどが、陳列
ケースに２～３cmの間隔でぎっしり並べられ、日本各地、各時期が比較
できるので、使い方や作り方、その変遷を研究することができます。
　また銅鐸のコーナーでは、本体の両側に水巻のような丸い文様の突
起がある本物と、江戸時代に作られたとみられる三角形の文様の突起
がある贋作が並べられているのも、学生にその違いを気付かせるため
だそうです。
　一方、解説パネルが外されて空白の部分もあります。本学博物館の
解説は、教科書のようなものではなく、新しい発見や新学説の登場に
よって書き換えられていくもので、研究の最前線でもあります。解説パネ
ルは、レールで配置して交換できるようになっています。

末永名誉教授が復元した甲冑類

末永名誉教授

「奇妙な帯」の図

▼博物館に展示している出土品など

がんさく
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専門職大学院トピックス

併設校トピックス

法科大学院

関西大学第一高等学校

ウォーミングアップは十分です！ LIVE YOUR LIFE !大学時代の経験は財産です

ご卒業の皆さんへ チャレンジする準備はできました生涯学習世代

商学部卒業生の皆さんへ

目指す港へ

2019年度公認会計士試験で一高卒業生の５人が合格

理工系を卒業・修了する皆さんへ

司法試験を目前にして

Lifeを大切に

令和に翔たく皆さんへ

社会学部／社会学研究科

社会安全学部／社会安全研究科

商学部／商学研究科経済学部／経済学研究科文学部／法学部／法学研究科

人間健康学部／人間健康研究科外国語学部／外国語教育学研究科政策創造学部／ガバナンス研究科 総合情報学部／総合情報学研究科

文学研究科
東アジア文化研究科

各学部・研究科のさまざまな活動や取り組みなど、
トピックスや皆さんへのメッセージをお届けします。学部・研究科トピックス

システム理工学部・環境都市工学部・化学生命工学部／理工学研究科

　皆さん、おめでとうございます。あっという間
の年月だったと思いますが、大学で何を得られ
たのか自覚（自信）がない方もおられるかもしれ
ません。
　難しい法律や政治の話を解答用紙や論文に
まとめることができるようになったでしょうし、な
にか行き詰まったことがあっても相談できる友
人や恩師を得た方もおられるでしょう。
　皆さんは、時間をかけて十分にウォーミング
アップできています。自信を持って新しい生活へ
と走り出してください！！

（教学主任　水野吉章准教授）

　卒業・修了、おめでとう。
　あなたがこれから進んでいくのは、正解のな
い世界です。常識や多数意見に同調しておけば
何かあっても責任逃れができる、と思うかもしれ
ません。でも、そんな人生は、むなしいです。
　あなたは、常識を疑うことの重要性を社会学
部・研究科で学んだはずです。情報を収集して批
判的に検討し、正しいと思う選択をしてくださ
い。もし常識や多数意見と違っても、根拠がある
なら勇気を持って選び、納得のいく人生を送って
ください。

（副学部長　間淵領吾教授）

　改元狂乱劇もおさまり、令和最初の卒業生、
修了生を送ることになりました。
　卒業、修了生の方々にとっては、卒業、修了し
て何年というのが年号と一緒で分かりやすいで
しょうが、３つの年号にまたがっているものに
とっては、不便でなりません。あの時の元号法案
反対運動は何だったのかと昔がしのばれます。
社会には必ず、賛成派と反対派と、そして、どち
らでもいい人とがいます。すべての人が共存で
きる社会を目指して、それぞれの立場で活躍し
ていただきたいと願っています。

（副学部長　乾善彦教授）

　卒業・修了生の皆さん、このたびはおめでと
うございます。「卒業は同時に新たなスタートの
とき」とはよく言われることですが、学生生活と
は大きく変わった日常に飛び込まれる皆さんに
とっては、新たなスタートのときを迎えて期待と
不安に心動かされているのではないでしょうか。
今後、経験したことのないような事柄に出合った
り、悩みに向き合ったりするかもしれません。その
中でも、まずは仕事でも勉強でも「楽しむ」こと
ができるように意識していってください。ご活躍
をお祈りします。　

（副学部長　浅野宜之教授）

　卒業、修了おめでとうございます。
　今年はシステム理工学部約500人、環境都市
工学部約300人、化学生命工学部約350人の
学部生が卒業、理工学研究科約350人の大学
院生が修了します。これから先、皆さんがそれぞ
れ研究室で学んだことが実社会で試されます。
社会で高度な能力や技術を身に付け、さらに飛
躍されることを心からお祈り致します。

　よく「石の上にも三年」と言われます。これは
「冷たい石の上でも三年も座りつづけていれば
温まってくる。我慢強く辛抱すれば必ず成功す

　ご卒業される皆さま、おめでとうございます。
大学生活を振り返ると、楽しい思い出はもちろ
ん、苦労した経験もあったのではないでしょうか。
　新しいステージに進む皆さんへ覚えておいて
もらいたいことがあります。それは、大学時代の
いかなる経験も将来に向けた財産であるという
ことです。皆さんが経験した大学時代の苦労は
今後仕事を行う上で何らかの役に立つはずです
し、大学で得た友人は将来に向けたかけがえの
ない宝です。大学時代の経験を財産に、次のス
テージでぜひご活躍ください。

（学部長　野坂博南教授）

　商学部の卒業生の皆さん、ご卒業おめでとう
ございます。商学部では、実学教育を学部教育の
根幹と考え、グローバル化・情報化時代に対応
できる人材の育成に力を注いできました。多くの
卒業生はビジネスの世界で活躍されますが、社
会の一員として判断力と識見を有する人材とし
て活躍されるはずです。今、大学生活を振り返っ
てみれば、充実感や達成感もあれば、悔いや反省
もあるかもしれません。これまでの経験を生かし
て卒業後も知的好奇心の羽をいっぱいに広げ、
大きくキャリアアップされることを願っています。

（学部長　中嶌道靖教授）

　社会の変化が緩やかな時代には、大学で身に
付けた知識やスキルは生涯使い続けることがで
きましたし、それを使って“食べていく”こともでき
ました。これに対して、急激に変化する現代社会
では、知識やスキルはどんどん陳腐化してしまい、
常に新たな学びを続けていく必要があります。
　一般的に“生涯学習”は、老後の楽しみのよう
に理解されていますが、本来の意味である“生涯
学び続けなければならない”世代に皆さんは生ま
れてきたのだ、ということをこの卒業というタイ
ミングで自覚して、生涯学習を続けてください。

（副学部長　守﨑誠一教授）

　人生の門出を迎え、社会人としてのこれから
の生活をどう送ろうか思い描いておられること
と思います。
　人間健康学部での学びの中核概念である「健
幸」は、目標でありまたどのように私たち一人一
人が生き、社会をつくるかという進め方も示して
います。Life（命・暮らし・人生）をどうぞ大切に
してください。
　人間健康学部では10周年を記念し、今年６月
にホームカミングデイを計画中です。詳細は学
部のウェブサイト等でお知らせする予定です。

（副学部長　所めぐみ教授）

　卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。心よりお慶び申し上げます。
　さて、この卒業により、皆さんは小学校入学以
来過ごしてきた学校という場所を離れ、社会へ
と旅立たれます。喩えるなら、初めて外海へと漕
ぎ出す一艘の船です。そこでは、時に、道標とな
る星も見えず、逆巻く波に翻弄され、迷い、悩む
こともあるかもしれません。しかし、人は悩むこと
によって成長していきます。皆さんが、嵐に負け
ることなく、まだ見ぬ目指す港に向かい、航海し
ていかれますことを願っています。

（学部長　桑原尚史教授）

　学部生の皆さん、卒業おめでとうございます。
大学院生の皆さん、修了おめでとうございます。
　社会安全学部・研究科の厳しいカリキュラム
を全うした皆さんは（もしかすると気付いていな
いかもしれませんが）、多様な知識とそれらの知
識を使いこなす技術、そしてあらゆる分野で役
に立つ高い課題解決能力を既に身に付けてい
ます。さまざまなことにチャレンジする準備がで
きているのです。自分に自信と誇りを持って、次
のステップに進んでください。皆さんの今後のご
健勝とご活躍をお祈りします。

（学部長　高橋智幸教授）

　このたび、2019年度公認会計士試験の合格
発表があり、本校を卒業した関大生が５人合格
しました。
　そのうちの一人に話を聞いたところ、高校の
卒業式前後の約２カ月間をかけて大学でやりた
いことのプランを立て、大学入学直後から経営
学や公認会計士試験合格への勉強にかなり力
を入れたそうです。「絶えず先を見据えながら、
今という時間を大切にした成果がうまく結果と
して表れました」と控えめに話してくれました。
　５人の卒業生はいずれも現役（３年次生４人、４
年次生１人）で、これからの活躍がますます期待
されます。なお、関西大学全体では25人が合格
しました。

（蔭地陽介校長）

　法科大学院を修了された皆さん、おめでとう
ございます。５月の司法試験を目前に控えた皆
さんへ心に留めておいてほしいことは、「自分に
自信を持って試験に臨むこと」と「自分を厳しく
律すること」です。司法試験までの期間を不安に
とらわれず、自信を持って試験に臨めるよう、自
分を厳しく律して勉強に取り組んでください。試
験ではこれまで学んだことを十二分に発揮され
ることを期待します。
　法科大学院は修了後も受験や進路について
手厚くサポートする体制が整っていますので、ぜひ
積極的に活用してください。

（研究科長　早川徹教授）

る」ことの例えです。
　新社会人は入社から3年の間に、1年目は仕
事を教わる、2年目は1年目の復習をしながら仕
事を進めてみる、3年目は自立を目指す、といっ
た道をたどるのではないでしょうか。一見遅々と
した3年間を過ごしているように感じるかもしれ
ません。それに嫌気がさし「隣(＝他の企業)の芝
は青い」とすぐ転職しがちですが、辛抱なくして
成功は導けないと私は考えます。
　最近はSNSの影響が大きいですが、ネット上
に皆さんの成功の鍵は落ちていません。関心の
あることや興味のあることは、自分の力で全て
やり抜く！すなわち自分自身を自分で鍛える！

をモットーにFace to Faceのコミュニケーショ
ンを大切にして、そこからの学びでこれから先を
進んでください。
　最後にもう一つ。理工系学生には大学に戻っ
てくることのできる場所があります。それは「研
究室」です。朝から晩まで先生や先輩・同輩・
後輩と一緒に過ごした思い出深い場所です。卒
業後も時間があるときには研究室に顔を出し
てみてください。社会に出てから得た在籍時と
は違う視点で、新しい何かを見つけられるかも
しれません。皆さんの今後の活躍を期待してい
ます。
（化学生命工学部副学部長　平野義明教授）

２０20年３月３１日をもって関西大学を去られる専任教育職員を紹介します。

（敬称略）

大変お世話になりました。ありがとうございました。

山本　　幾生
李　　　英和
廣瀬　　幹好
松原　　一郎
橋口　　勝利
宇佐見　太市
河原　　清志
黒田　　研二
加藤　　　隆
久保田　賢一
塩村　　　尊

法学部

文学部

大沼　　邦博
栗田　　　隆
井上　　克人
井上　　泰山
大谷　　　渡
木岡　　伸夫
木庭　　元晴
田中　　俊也
田中　　　登
中谷　　伸生
蜷川　　順子

文学部
経済学部
商学部
社会学部
政策創造学部

外国語学部

総合情報学部

人間健康学部

社会安全学部

システム理工学部

化学生命工学部

教育推進部

法科大学院（法務研究科）

築山　　宏樹
小澤　　　守
辛島　恵美子
杉本　　信正
竹腰　　見昭
村中　　徳明
田中　　耕一
中林　　安雄
大仲　　土和
若松　　陽子
森　　　朋子

総合情報学部
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関大トピックス

社会に広がる
関大人ネットワーク

「インドの衝撃」

編集後記

　日本経済新聞1月11日朝刊における「郵送調査2019」では嫌いな国
に15％の得票率でインドが5位になっていた。インドには2007年から現
在まで居住しており13年目のインドを過ごしている私にとっては驚き
だった。
　IT大国と言われ、日本語のニュースでインドの情報が伝えられるよう
になった2019年においても、いまだに一般的な日本人にとってインドの
イメージが大昔から変わっていない気がする。インド旅行中お腹を壊し
たとか、旅行代理店にぼったくられたとかのバックパッカーの苦い思い出

から、Meetingがいつも時間どおりに始まらないとか、宅配業者が時間
どおりに来たことがないとか、何を言っても「OK Sir」しか言わないとか、
インド駐在経験者の苦労だけで15％になっていればまだしも、インドに
来たことがない人にインドが嫌いと言われると、俺はいいけどお前はイ
ンドの悪口を言ったら駄目だという気分になる。
　しかしながら嫌いな国５位だけれども、インドが注目されているとも言
える。あと20年はインドに居住予定であるので、20年後の「郵送調査
2039」が楽しみでもある。

　今回の卒業記念特別号では、同窓会組織である関西大学校友会が特集されました。関西大学校友会には48万人にも及ぶ卒業生が国
内だけでなく、海外でもさまざまな活動を行っています。これから社会人として活躍される皆さんにとって、関西大学の校友ネットワーク
は、今すぐにではなくても、必ずや大きな強みになることと思います。本日、ご卒業される皆さん、これからは校友の一人として、母校・関
西大学のことを話し合うことができる仲間を大切にしてください。

■各種証明書の申請

■図書館の利用 ■梅田キャンパスの利用 ■東京センターの利用 ■セミナーハウスの利用

■奨学金の返還 ■「進路決定報告」と就職支援サポート ■資格取得の支援

（広報委員・学長室次長　増井勝也）

岩瀬 雄一インド千里会 副会長

2020.3  Vol.481

　各種証明書（卒業・修了証明書、成
績証明書等）の発行は、窓口または郵
送でのみ受付しています。
　キャリアセンター梅田オフィス、東
京センターでは、指定年度以降に入
学された方の和文卒業（修了）証明
書、和文成績証明書の窓口受付のみ
行っています。
　申請方法や発行に要する日数等
は、「各種証明書の申請（卒業生・修了
生の方へ）」のウェブサイトにてご確
認ください。
 問い合わせ先　
教職支援センター　
電話：06-6368-0889

　在学中、奨学金の貸与を受けてい
た皆さん宛に、返還の期日が近づく
と「振替案内」などが送付されます。
　返還関係書類が届かないことがな
いよう、住所・氏名・連帯保証人等の
変更があれば、変更届を提出してく
ださい。
　皆さんからの返還金は、後輩の奨
学金としてすぐに利用される仕組み
となっていることをご理解の上、延滞
の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：06-6368-1121（大代表）

　卒業後の「進路決定報告」が未提
出の方は、至急キャリアセンターまで
報告してください。その際、「OBOG
訪問の可否」については、後輩の就職
活動をサポートするためにも、ぜひご
協力をお願いします。
　また、卒業後も就職活動を続ける
卒業生に対しては、株式会社マイナ
ビワークスと連携して、引き続きサ
ポートを行っています。
　お気軽にキャリアセンターまでご
相談ください。
 問い合わせ先　
キャリアセンター／卒業生就業支援室
電話：06-6368-0162

　エクステンション・リードセンター
（KUEX）では、各種資格取得を通して
皆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。
　また、日本語教師を目指す方のため
の「日本語教育能力検定対策講座」
や、英語で学ぶビジネス講座「UCLA 
Extension提携オンライン講座」を実
施しています。詳細はKUEXのウェブ
サイトをご覧ください。
 問い合わせ先
エクステンション・リードセンター　
電話：06-6368-0721

　卒業後も手続きを行えば、関西大
学の図書館（総合図書館・高槻キャン
パス図書館・ミューズ大学図書館・堺
キャンパス図書館）を利用することが
できます。
　ご本人の現住所が記載された書類

（運転免許証、健康保険証、在留カー
ド、パスポートなど）と発行手数料
1,000円をご持参の上、各図書館に
お申し出ください。
　詳しくは、図書館のウェブサイト「卒業
生・学外の方へ」にてご確認ください。
 問い合わせ先
総合図書館メインカウンター
電話：06-6368-0266

　会員制の異業種交流サロン「KAN 
DAI Me RISE倶楽部」や起業支援拠
点「スタートアップカフェ大阪」を利用
することができます。
　また、社会人向け大学院教育とし
て「海外ビジネスマネジメント講座」

「会計専門職大学院社会人向けビジ
ネス講座」「地域政策コーディネー
ターを養成する大学院教育プログラ
ム」、多種多様な社会人向けプログラ
ムを展開するオープンカレッジを開
催しています。
 問い合わせ先　
梅田キャンパス事務室
電話：06-4256-6410

　学生・教職員の方はもちろん、卒業
後も東京センターを利用することが
できます。卒業生向けの勉強会・セミ
ナーや交流イベント、教室の貸出（一
部有償）等も行っており、今春卒業す
る皆さんを歓迎するイベントも開催
します。東京にお越しの際はお気軽に
お立ち寄りください。
〈新社会人歓迎会〉
日時:2020年5月30日（土）※予定
会場:東京センター

　　詳細はこちら▶

 問い合わせ先　
東京センター　電話：03-3211-1670

　卒業後も、関西大学のセミナーハ
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。
　利用を希望する方は、電話でお問
い合わせください。
　なお、関西大学ウェブサイト「セミ
ナーハウス」のページから、施設概要
や利用状況などを確認することがで
きます。

 問い合わせ先　
関西大学教育後援会　
電話：06-6368-0055

卒業する皆さんへのお知らせ
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