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院長・後援会会長からのメッセージ

日本も含め世界で収束に向けての取り組みが続いている新型コロナウイルス感染症の

影響で後援会の皆さまも日々 さまざまな対応に尽力されていることと思います。関西学院も

新年度の入学式・始業式が中止となり、授業もオンラインで開始されるという、これまでに経

験したことのない始まりとなりました。在校生ならびにその学びと生活をお支えくださる後援

会の皆さまにも、刻 と々変化する状況に対してご理解とご協力をいただき、本学の歩みをお

支えいただいておりますことに心より感謝申し上げます。

関西学院は、9月28日に創立131周年を迎えましたが、1899年に公布された公教育機関

での宗教教育を禁止する「文部省訓令第12号」に従うことなく、キリスト教主義を堅持した

影響で在校生が激減し、その10年後には経営の危機を迎えておりました。その状況に対し

て、1910年にカナダ・メソヂスト教会が共同経営という形で協力してくださり、C.J.L.ベーツ宣

教師らも就任され、その危機を乗り越えることができました。その10年後、ベーツ宣教師が

第4代院長に就任され、1929年には大学昇格を目指して上ケ原キャンパスに移転、1932年

の大学昇格認定の2年後には初代学長となり院長と兼務されました。

ベーツ院長が残された言葉の中に、上ケ原キャンパスに移転した際の“We have no fence”

があります。当時のキャンパスに垣根や壁がなかったことに由来しますが、単に形状ではな

く関西学院で学び、働くものが社会や世界をどのように変革していくべきかという理想の目

的がここに象徴されています。

今般の状況の中で、私たちの社会や世界に存在するさまざまな格差や壁、課題が改め

て浮き彫りになっています。それと共に、世界は普段私たちが意識しない多様な人 と々の

相互関係の中で日常の生活が守られており、どこかでそれに支障がでた時には、その影

響がすべての人 に々及ぶことを私たちは日々 実感しております。

私たちの周りの社会や世界に存在する格差や差別、分断を助長するさまざまな垣根を

発見し、それを取り除く人 を々世界に送り出し、それによって、すべての人々の命の平等性

と尊厳が守られ、豊かな日常が維持できるよう、状況の変化に迅速に対応しながら、日々 の

働きをさらに進めてまいりたいと思います。

感染症収束まで、今後も皆さまの生活にも大きな影響が続きますが、日々 の歩みとご健

康、そしてお働きが神様によって守られますよう、お祈り申し上げます。

関西学院 院長　舟木 讓 関西学院後援会 会長　田口 明宏

保護者の皆さま、平素より関西学院後援会の活動にご理解とご協力を賜りまして誠にありがとう

ございます。

関西学院後援会は、関西学院大学各学部および聖和短期大学・高等部・中学部・初等部、そして

千里国際高等部・中等部の学生・生徒・児童の保護者を会員とし、「わが子と共に育み、共に歩む

“Mastery for Service”」を基本理念に掲げ、関西学院の教育目的達成のため保護者の立場から後

援することを目的として設立されております。

私自身も関西学院の卒業生であります。中学部にお世話になってから今年で46年となり、その間、

校歌「空の翼」をことあるごとに唱和し“Mastery for Service”というスクールモットーを通して、他者

や社会への奉仕のために自らを鍛え精進していくことの大切さを心に刻み込んでまいりました。新

型コロナウイルス感染症拡大という緊急事態の今こそ、“Mastery for Service”を体現するべきとき

だと実感しております。

後援会事業は、通常であれば関西学院の教育・研究活動および学生・生徒・児童の正課・課外

活動に対する援助や、保護者の皆さまとのコミュニケーションの推進を目的にした、さまざまな事業を

行っておりますが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、誠に残念ではございますが、

保護者交流会など各種事業の実施が困難となっております。

また、このような状況で子どもたちの学校生活においても普段とは異なる対応を余儀なくされ、授

業や課外活動、また友人との交流においても、思うように取り組めないことも多くあろうかと存じます

が、全ての学生・生徒・児童とその保護者の皆さまが抱えるご苦労や不安に寄り添い、少しでも支え

になるよう後援会としての役割を全うする所存です。

現在、後援会では学生・生徒・児童の学びの継続を目的とした支援策や、保護者の皆さまへの情

報発信力を高める施策を検討中でございます。皆さまのお役に立てますよう鋭意努力してまいりま

すので、引き続きご協力を賜れれば幸いでございます。

最後になりましたが、感染された方へのお見舞いを申し上げるとともに、医療従事者・行政関係者

の皆さまに心からの感謝を申し上げます。新型コロナウイルスが収束し、子どもたちが美しいキャンパ

スでのびのびと学生生活を送れる日々 ができるだけ早く実現しますことを心からお祈り申し上げます。

今こそ“Mastery for Service”
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山岳カメラマン 2008年 理工学部卒業山岳カメラマン 2008年 理工学部卒業
日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」などで山岳カメラマンとして活躍する傍ら、
個人でも山行を行う中島健郎さん。
2017年にはパキスタン・カラコルム山脈にそびえる標高7,611mのシスパーレを登攀、
2019年には同じくカラコルムの名峰ラカポシ7,788mを新ルートから登頂し、

「登山界のアカデミー賞」とも呼ばれるピオレドール賞を2度受賞しています。
登山家として世界から認められる中島さんに、
在学中のエピソードや山への想いをお聞きしました。

中島 健郎さん

Mastery Servicefor私の
｜  卒業生インタビュー   ｜

山頂には遮るものがない。
とらわれず、鷹揚に生きることを
教えてくれる。

――中島さんを一躍有名にしたのは、
ピオレドール賞を受賞することになっ
たシスパーレ登攀です。垂直の一枚岩
に阻まれ難攻不落ともいわれた北東
壁からの攻略でしたが、何か特別な思
い入れがあったのでしょうか。

　ほかの山と比べて別格という意識はありま
せん。賞を取るために登ったわけではないの
で、いくつもある登山の中の一つがたまたま評
価されたというくらいです。本来登山にはいい
も悪いも、意味なんてありませんから。ただ、シ
スパーレは登れるかどうかのギリギリのライン
で掴んだ頂ではあったので、日本人の頑張りを
世界に発信できたことは嬉しく思っています。

――ヒマラヤなど世界の名峰を登頂さ
れている中島さんですが、そのルーツは
何でしょうか。

　僕の登山の原体験は、父に連れられて
登った奈良の山です。と言っても、はっきりと覚
えているわけではありません。美術専門学校
で知り合い、自然を愛した両親は、僕が生ま

れる前から二人で山に登っていたそうです。
もともと父が母を誘ってはじめた登山でした
が、僕が5歳の頃に父が他界してからは、母が
ときどき山に連れて行ってくれるようになりまし
た。きっと、父の代わりを務めようと努力してく
れたのでしょうね。

――小さな頃から自然に親しまれてい
たのですね。その後、関西学院大学に進
んだ理由をお教えください。

　正直なところはっきりした理由はないのです
が、今思えば理工学部がある三田も部活のた
めに通った西宮も自然に囲まれたキャンパス
ですから、僕の性分に合っていたのかもしれ
ません。
　山岳部への入部は入学当初から決めてい
ました。実家の近くには登ってみたい山があり
ましたが、高校に山岳部がなく、周りにも本格
的に登山をしている人がいなかったので、「登
りたいけど登り方がわからない」と足踏みして
いる状態でしたから。今でこそヒマラヤなどに
登る僕ですが、入部するまでは低山ばかりで
雪山にも登ったことがありませんでした。

――夏山と雪山登山の違いは何です
か。

　気温も装備も登り方も、全く別物と言ってい
いほど何もかも違います。大学1年の冬、富士
山で初めて雪上訓練を行ったときは、その違
いを楽しむ余裕なんて全くありませんでした
ね。僕は高度に弱かったので、途中で高山病
になってしまいとても苦しかった。寒くて、身体
が重くて、吐き気がとまらなくて、「なんでこん
な場所にいるんだろう、早く家に帰りたい」と
ばかり考えて…。ですが、ようやく登りきった山
頂から少しずつ明けてくる空を眺めていたら、
それまでの苦しさなんてまるで忘れてしまっ
た。ただその場に立ち尽くして、朝日に心を奪
われたことを覚えています。
　また、夏山と特に大きく異なるのはルート選
びです。夏は登山道が整備されていてルート
も決められています。ところが雪山は、地図は
あってもルート図はない。登山道は雪で覆わ
れ、進む道も登り方も全て自分たち次第。自分
たちで自由に地図を描くことができるのです。
その魅力を知ったのは雪上訓練の翌月、槍ヶ
岳に登ったときのこと。雪景色の中をひたすら

Mastery私の

仕事を両立できる山岳の仕事を選びました。

――長く山に携わる中では、危険を感
じることも多いのではないでしょうか。

　もちろん、雪山には底の見えないクレバスが
あったり、夏山にも滑落の危険があったりと
“死”を近くに感じることは多 あ々ります。です
が、自然に囲まれた山の中にいると、どれだけ
“死”を恐れても、人間にできることなんてほと
んどないということを強く感じますね。だって、
雨が続く日は1週間でも10日でもテントにこもっ
て待っているしかない。自然をコントロールする
ことなんてできませんから。そのうちにいつの
間にか太陽が見えて、また登れるようになるも
のです。こんな風に、僕の登山は「自然の中で
遊ばせてもらっているだけ」なのだと思ってい
ます。遊ぶとはいえ登っているときはやっぱりし
んどいし、荷物は重いし、苦しいんですけど。

――そんな大変な思いをされてまで、
どうして登るのでしょう。

　どうしてでしょう。山から降りると、苦しかった
記憶はほとんど忘れて、山頂からの景色や澄
んだ空気や、美しいことばかり思い出します。そ
れでまた登りたくなってしまうんですね。それ
と、自然の中に身を置いていると、考え方がど

んどんシンプルになっていきます。普段は無意
識にいろいろなことに思いを巡らせているけれ
ど、自然の中では余計なことを考えていたら生
きていけない。持っていくお菓子一つとっても
包装紙を外してコンパクトにするように、考え方
もシンプルに、コンパクトになります。その清 し々
さが心地よくて、自分に合っているのだと思いま
す。僕は今でも山に登りますが、それは社会の
ためでも、誰かのためでもなく、ただ自分のため
だけの楽しみです。人間として究極にシンプル
でいられる場所で遊んでいる、好き勝手な生き
方をさせてもらっているなと思います。でも、そ
んな場所にいるからこそ人間の本質について
考えたり、自然の驚異に触れることで「人は周
りの人や自然に生かされているのだ」と実感し
たりすることができる。その感覚は、登った人に
しかわからないものではないかと思います。だ
から、僕のMastery for Serviceは、どんな山に
登っても、生きて帰ってくることなのかもしれま
せん。生きてこそ伝えられることが無数にある
からです。命を懸けた感動的な登山でも、死ん
でしまっては伝えることができませんから。

――では最後に、後輩たちにメッセー
ジをお願いします。

　この頃はSNSなどでいつでも簡単に人とつ
ながることができてしまいます。便利な反面、

て見えなかった絶景、今までの苦労が報われ
た喜び、チーム全員が持てる力を全て出しきっ
た高揚感、自分たちがやってきたことは間違い
ではなかったという自信…、さまざまな感情が
一気にあふれて胸がいっぱいになりました。

――在学中にもう一つ、同じくネパール
の未踏峰ディンジュンリ（6,196m）も
登頂されていますね。

　学外の仲間との挑戦に成功したので、次は
山岳部として挑戦したいと思い、やはり未踏
峰を選びました。費用のほとんどはOBの方々
が出してくださることになり、ルート選びなどの
相談にも乗っていただきました。現役部員は
少なくても、多くの先輩方が支えてくださって
いるのだと感じられて心強かったですね。そ
の頃は登山のために休学していたけれど、関
学生として先輩方とのつながりを持てたこと
はとてもありがたかったです。2007年に偵察
と試登を行い、翌年には無事山頂に立つこと
ができました。自分と後輩、たった二人の登山
隊でしたが、部として未踏峰を登頂できたこ
とには大きな達成感がありました。

――現在は山岳カメラマンをされてい
ますが、やはり卒業後も山に関わりた
いと思われたのですか。

　卒業後の進路のことは、あまりきちんと考え
ていなかったですね。ただ、部の合宿中に滑
落して、救助隊に助けていただいたことがあ
りました。それで「誰かを助ける仕事もいいな」
と思って地元の消防をめざして、内定もいた
だいたのですが、どこか自分の中でまだ納得
するまで登っていないのでは…という思いが
あって。消防や一般企業では登山のために長
期休暇を取るのは難しいだろうと考え、趣味と

歩き続けて、ふと降り積もったばかりの真新し
い雪を前にしたとき、それまで感じたことのな
い快感を覚えました。まだ誰も踏み入れてい
ない雪道に、初めて自分が足跡を残す、わく
わくどきどきした気持ち。多くの人が訪れる人
気の山では新雪の上を歩ける機会は多くあり
ませんが、僕は1年のときにこの喜びを経験す
ることができました。

――山岳部に入部したことで、本格的
な登山へとのめり込んでいかれたので
すね。在学中に海外の未踏峰ルートを
登頂されていますが、その経緯をお聞
かせください。

　当時は学生の登山人口が少なく、関西学院
大学を含む多くの大学で山岳部の部員数が
減少していて、技術や知識の継承が課題でし
た。そこで年に数回、文科省の国立登山研修
所で行われる研修会に部の代表者が参加し
て、学んだ技術を部に持ち帰ることになってい
ました。研修会では一流の山岳ガイドの方か
ら直接指導していただけるほか、全国の大学
から集まった山岳部の学生と交流することが
できます。僕は、ここで出会った仲間たちとヒ
マラヤをめざすことになりました。研修会に参
加していたメンバーと何か特別な登山に挑戦
してみたいと話が持ち上がっていたところ、日
本最古の山岳会「日本山岳会」が創立100周
年記念事業の一環として海外遠征の資金を
支援してくれることになったのです。滅多に
巡ってこないチャンスに僕たちは興奮しまし
た。参加するメンバー全員が海外遠征未経験
者。何もわからなかったからこそ、「せっかくな
らまだ誰も登っていない道をめざそう」と意見
がまとまり、ネパール・ヒマラヤの未踏峰パン
バリヒマール（6,887ｍ）を目標に定めました。

――初の海外遠征、それも未踏峰への
挑戦に、不安はなかったのでしょうか。

富士山より3,000mも高い山ですから、そん
な高度に自分が耐えられるのかという不安は
ありました。メンバーのうち関西からの参加は
僕一人だったので、合宿のときだけ東京まで
行って、その帰りに一人富士山に寄っては高
地トレーニングの繰り返し。富士登山が日本
でできる最大限の訓練でしたから、ただ黙々
と富士山に登り続けました。そうして地道な訓
練を積み重ねて、2006年の秋にようやくネ
パールの地を踏みました。
　初めての海外、初めての未踏峰挑戦に浮
足立ってはいましたが、登りはじめるともう何も
考えられなくなりました。見渡す限りどこまでも
絶景が広がる中、山頂をめざして足を動かし
続けるだけ。富士山で慣らしてはいたものの、
やはりなかなか高度に順応できず最初はずい
ぶん苦しい思いをしました。高山病にもなるし、
体力がもたずバテてしまってチームを後方から
追いかけるので精一杯でした。高度に順応す
るためには、3,000mまで登ったら少し下って、
4,000mまで登ったらまた少し下ってと少しずつ
酸素の薄い空気に身体を慣らしていきます。
僕は順応に時間がかかるのですが、半分ほど
登った辺りでようやく身体が慣れてきて、チー
ムを先導できるようになってきました。黙 と々山
を登っていると、何度も「山頂みたい」な景色が
見えてきました。もうすぐだ！と勇んで登っても
一向に山頂にたどり着かず、そろそろだろうと
思っているとまた新たに「山頂みたい」な景色
が現れるのです。そんな風にあと少し、あと少
しを何度も繰り返しているうちに、何の前触れ
もなくぱぁっと視界が開けて、いきなり自分たち
が山頂に立っていることがわかりました。あのと
きの感動を、僕は一生忘れることができないで
しょう。眼下に広がる、登っているときには決し

自分と向き合ったり、あるいは何も考えなかっ
たりする時間が少なくなっているということも
あるでしょう。山のような圏外になる場所では、
ある種強制的につながりを遮断することがで
きる。仕事相手でも「中島さんは山の中か、じゃ
あ仕方がないな」と諦めてくれます。だから皆
さんも、たまにはどこか自然の中に出かけてみ
てほしいですね。山頂でなくても、パソコンや
スマートフォンを見ているだけでは感じられな
いことがたくさん転がっているはずです。
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――中島さんを一躍有名にしたのは、
ピオレドール賞を受賞することになっ
たシスパーレ登攀です。垂直の一枚岩
に阻まれ難攻不落ともいわれた北東
壁からの攻略でしたが、何か特別な思
い入れがあったのでしょうか。

　ほかの山と比べて別格という意識はありま
せん。賞を取るために登ったわけではないの
で、いくつもある登山の中の一つがたまたま評
価されたというくらいです。本来登山にはいい
も悪いも、意味なんてありませんから。ただ、シ
スパーレは登れるかどうかのギリギリのライン
で掴んだ頂ではあったので、日本人の頑張りを
世界に発信できたことは嬉しく思っています。

――ヒマラヤなど世界の名峰を登頂さ
れている中島さんですが、そのルーツは
何でしょうか。

　僕の登山の原体験は、父に連れられて
登った奈良の山です。と言っても、はっきりと覚
えているわけではありません。美術専門学校
で知り合い、自然を愛した両親は、僕が生ま

れる前から二人で山に登っていたそうです。
もともと父が母を誘ってはじめた登山でした
が、僕が5歳の頃に父が他界してからは、母が
ときどき山に連れて行ってくれるようになりまし
た。きっと、父の代わりを務めようと努力してく
れたのでしょうね。

――小さな頃から自然に親しまれてい
たのですね。その後、関西学院大学に進
んだ理由をお教えください。

　正直なところはっきりした理由はないのです
が、今思えば理工学部がある三田も部活のた
めに通った西宮も自然に囲まれたキャンパス
ですから、僕の性分に合っていたのかもしれ
ません。
　山岳部への入部は入学当初から決めてい
ました。実家の近くには登ってみたい山があり
ましたが、高校に山岳部がなく、周りにも本格
的に登山をしている人がいなかったので、「登
りたいけど登り方がわからない」と足踏みして
いる状態でしたから。今でこそヒマラヤなどに
登る僕ですが、入部するまでは低山ばかりで
雪山にも登ったことがありませんでした。

――夏山と雪山登山の違いは何です
か？

　気温も装備も登り方も、全く別物と言ってい
いほど何もかも違います。大学1年の冬、富士
山で初めて雪上訓練を行ったときは、その違
いを楽しむ余裕なんて全くありませんでした
ね。僕は高度に弱かったので、途中で高山病
になってしまいとても苦しかった。寒くて、身体
が重くて、吐き気がとまらなくて、「なんでこん
な場所にいるんだろう、早く家に帰りたい」と
ばかり考えて…。ですが、ようやく登りきった山
頂から少しずつ明けてくる空を眺めていたら、
それまでの苦しさなんてまるで忘れしまった。
ただその場に立ち尽くして、朝日に心を奪わ
れたことを覚えています。
　また、夏山と特に大きく異なるのはルート選
びです。夏は登山道が整備されていてルート
も決められています。ところが雪山は、地図は
あってもルート図はない。登山道は雪で覆わ
れ、進む道も登り方も全て自分たち次第。自分
たちで自由に地図を描くことができるのです。
その魅力を知ったのは雪上訓練の翌月、槍ヶ
岳に登ったときのこと。雪景色の中をひたすら

中島 健郎Profile

なかじま けんろう ／ 奈良県高取町出身。両親の影
響で幼少の頃から登山に親しみ、関西学院大学で
は山岳部に入部する。在学中に３度の海外遠征を
経験し、２つの未踏峰に登頂。卒業後は山岳カメラ
マンとして活動し、日本テレビ「世界の果てまでイッ
テQ！」のエベレスト登山企画などさまざまな番組に
参加。2017年、パキスタンのカラコルム山脈シス
パーレを未踏ルートから登攀し、優秀な登山家に贈
られる国際的な賞、ピオレドール賞を受賞。さらに、
2019年にはカラコルムの名峰ラカポシを南面新
ルートから登頂した功績が認められ、2度目のピオレ
ドール賞に輝いた。

Mastery Servicefor私の

雨が降ったら、止むまで待つ。
どうにもならないことに悩まず、大きな流れに身を任せること。

仕事やプライベートでの登山も含めて、1年のうち半分は山で
過ごしている。しかし、職業は、と尋ねると「登山で収入を得ている
わけではないので、自分では登山家とは思っていない」と語った。

父親との記憶はほとんどないと言うが、幼少期の写真には
登山の原点がしっかり記録されていた。

仕事を両立できる山岳の仕事を選びました。

――長く山に携わる中では、危険を感
じることも多いのではないでしょうか。

　もちろん、雪山には底の見えないクレバスが
あったり、夏山にも滑落の危険があったりと
“死”を近くに感じることは多 あ々ります。です
が、自然に囲まれた山の中にいると、どれだけ
“死”を恐れても、人間にできることなんてほと
んどないということを強く感じますね。だって、
雨が続く日は1週間でも10日でもテントにこもっ
て待っているしかない。自然をコントロールする
ことなんてできませんから。そのうちにいつの
間にか太陽が見えて、また登れるようになるも
のです。こんな風に、僕の登山は「自然の中で
遊ばせてもらっているだけ」なのだと思ってい
ます。遊ぶとはいえ登っているときはやっぱりし
んどいし、荷物は重いし、苦しいんですけど。

――そんな大変な思いをされてまで、
どうして登るのでしょう。

　どうしてでしょう。山から降りると、苦しかった
記憶はほとんど忘れて、山頂からの景色や澄
んだ空気や、美しいことばかり思い出します。そ
れでまた登りたくなってしまうんですね。それ
と、自然の中に身を置いていると、考え方がど

んどんシンプルになっていきます。普段は無意
識にいろいろなことに思いを巡らせているけれ
ど、自然の中では余計なことを考えていたら生
きていけない。持っていくお菓子一つとっても
包装紙を外してコンパクトにするように、考え方
もシンプルに、コンパクトになります。その清 し々
さが心地よくて、自分に合っているのだと思いま
す。僕は今でも山に登りますが、それは社会の
ためでも、誰かのためでもなく、ただ自分のため
だけの楽しみです。人間として究極にシンプル
でいられる場所で遊んでいる、好き勝手な生き
方をさせてもらっているなと思います。でも、そ
んな場所にいるからこそ人間の本質について
考えたり、自然の驚異に触れることで「人は周
りの人や自然に生かされているのだ」と実感し
たりすることができる。その感覚は、登った人に
しかわからないものではないかと思います。だ
から、僕のMastery for Serviceは、どんな山に
登っても、生きて帰ってくることなのかもしれま
せん。生きてこそ伝えられることが無数にある
からです。命を懸けた感動的な登山でも、死ん
でしまっては伝えることができませんから。

――では最後に、後輩たちにメッセー
ジをお願いします。

　この頃はSNSなどでいつでも簡単に人とつ
ながることができてしまいます。便利な反面、

て見えなかった絶景、今までの苦労が報われ
た喜び、チーム全員が持てる力を全て出しきっ
た高揚感、自分たちがやってきたことは間違い
ではなかったという自信…、さまざまな感情が
一気にあふれて胸がいっぱいになりました。

――在学中にもう一つ、同じくネパール
の未踏峰ディンジュンリ（6,196m）も
登頂されていますね。

　学外の仲間との挑戦に成功したので、次は
山岳部として挑戦したいと思い、やはり未踏
峰を選びました。費用のほとんどはOBの方々
が出してくださることになり、ルート選びなどの
相談にも乗っていただきました。現役部員は
少なくても、多くの先輩方が支えてくださって
いるのだと感じられて心強かったですね。そ
の頃は登山のために休学していたけれど、関
学生として先輩方とのつながりを持てたこと
はとてもありがたかったです。2007年に偵察
と試登を行い、翌年には無事山頂に立つこと
ができました。自分と後輩、たった二人の登山
隊でしたが、部として未踏峰を登頂できたこ
とには大きな達成感がありました。

――現在は山岳カメラマンをされてい
ますが、やはり卒業後も山に関わりた
いと思われたのですか。

　卒業後の進路のことは、あまりきちんと考え
ていなかったですね。ただ、部の合宿中に滑
落して、救助隊に助けていただいたことがあ
りました。それで「誰かを助ける仕事もいいな」
と思って地元の消防をめざして、内定もいた
だいたのですが、どこか自分の中でまだ納得
するまで登っていないのでは…という思いが
あって。消防や一般企業では登山のために長
期休暇を取るのは難しいだろうと考え、趣味と

歩き続けて、ふと降り積もったばかりの真新し
い雪を前にしたとき、それまで感じたことのな
い快感を覚えました。まだ誰も足を踏み入れ
ていない雪道に、初めて自分が足跡を残す、
わくわくどきどきした気持ち。多くの人が訪れ
る人気の山では新雪の上を歩ける機会は多く
ありませんが、僕は1年のときにこの喜びを経
験することができました。

――山岳部に入部したことで、本格的
な登山へとのめり込んでいかれたので
すね。在学中に海外の未踏峰ルートを
登頂されていますが、その経緯をお聞
かせください。

　当時は学生の登山人口が少なく、関西学院
大学を含む多くの大学で山岳部の部員数が
減少していて、技術や知識の継承が課題でし
た。そこで年に数回、文科省の国立登山研修
所で行われる研修会に部の代表者が参加し
て、学んだ技術を部に持ち帰ることになってい
ました。研修会では一流の山岳ガイドの方か
ら直接指導していただけるほか、全国の大学
から集まった山岳部の学生と交流することが
できます。僕は、ここで出会った仲間たちとヒ
マラヤをめざすことになりました。研修会に参
加していたメンバーと何か特別な登山に挑戦
してみたいと話が持ち上がっていたところ、日
本最古の山岳会「日本山岳会」が創立100周
年記念事業の一環として海外遠征の資金を
支援してくれることになったのです。滅多に
巡ってこないチャンスに僕たちは興奮しまし
た。参加するメンバー全員が海外遠征未経験
者。何もわからなかったからこそ、「せっかくな
らまだ誰も登っていない道をめざそう」と意見
がまとまり、ネパール・ヒマラヤの未踏峰パン
バリヒマール（6,887ｍ）を目標に定めました。

――初の海外遠征、それも未踏峰への
挑戦に、不安はなかったのでしょうか。

　富士山より3,000mも高い山ですから、そん
な高度に自分が耐えられるのかという不安は
ありました。メンバーのうち関西からの参加は
僕一人だったので、合宿のときだけ東京まで
行って、その帰りに一人富士山に寄っては高
地トレーニングの繰り返し。富士登山が日本
でできる最大限の訓練でしたから、ただ黙々
と富士山に登り続けました。そうして地道な訓
練を積み重ねて、2006年の秋にようやくネ
パールの地を踏みました。
　初めての海外、初めての未踏峰挑戦に浮
足立ってはいましたが、登りはじめるともう何も
考えられなくなりました。見渡す限りどこまでも
絶景が広がる中、山頂をめざして足を動かし
続けるだけ。富士山で慣らしてはいたものの、
やはりなかなか高度に順応できず最初はずい
ぶん苦しい思いをしました。高山病にもなるし、
体力がもたずバテてしまってチームを後方から
追いかけるので精一杯でした。高度に順応す
るためには、3,000mまで登ったら少し下って、
4,000mまで登ったらまた少し下ってと少しずつ
酸素の薄い空気に身体を慣らしていきます。
僕は順応に時間がかかるのですが、半分ほど
登った辺りでようやく身体が慣れてきて、チー
ムを先導できるようになってきました。黙 と々山
を登っていると、何度も「山頂みたい」な景色が
見えてきました。もうすぐだ！と勇んで登っても
一向に山頂にたどり着かず、そろそろだろうと
思っているとまた新たに「山頂みたい」な景色
が現れるのです。そんな風にあと少し、あと少
しを何度も繰り返しているうちに、何の前触れ
もなくぱぁっと視界が開けて、いきなり自分たち
が山頂に立っていることがわかりました。あのと
きの感動を、僕は一生忘れることができないで
しょう。眼下に広がる、登っているときには決し

自分と向き合ったり、あるいは何も考えなかっ
たりする時間が少なくなっているということも
あるでしょう。山のような圏外になる場所では、
ある種強制的につながりを遮断することがで
きる。仕事相手でも「中島さんは山の中か、じゃ
あ仕方がないな」と諦めてくれます。だから皆
さんも、たまにはどこか自然の中に出かけてみ
てほしいですね。山頂でなくても、パソコンや
スマートフォンを見ているだけでは感じられな
いことがたくさん転がっているはずです。

たった二人の登山隊。山岳部は部員数こそ少ないが、OBとの
つながりが強いのだそう。中島さんも、近く在学生とのヒマラヤ登山を
計画している。
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｜  現役生インタビュー   ｜

神戸三田キャンパスの学生たちが在学中に起業したというニュースから2年。
その会社、「スタジオMOVEDOOR」は地元三田市で
地域振興の一翼を担う存在へと成長していました。
学生でありながら地域・社会と
リアルに向き合うことから生まれた変化とは?
そんな挑戦を後押ししてくれる環境とは?
現在も理工学部の在学生であるお二人にお話をお聞きしました。

輝
く
と
き

新
月
が

地域に変化を起こして、
自分たちも変わり続ける。

中岡  尚哉（左）／
N a o y a  N a k a o k a

高 橋  圭司（右）

K e i j i  T a k a h a s h i

中岡 尚哉 ・高橋 圭司
Profile
なかおか なおや／関西学院大学理工学部人間システ
ム工学科 ４年生。MOVEDOORには2019年12月頃に
参加。現在、映像クリエイターを務める。
たかはし けいじ／関西学院大学理工学部数理科学科 
4年生。MOVEDOORの創業メンバーの一人。2018年
11月の設立から参加し、現在はデザイナーを務める。

「スタジオMOVEDOOR」
Profile
2018年11月、関西学院大学神戸三田キャンパスの仲間
たち4人で設立。「ローカルクリエイター集団」の名の通り、
拠点である三田市内の自治体や企業・団体とのつながり
を大切にしつつ、事業成長や地域振興に努めている。着
実に実績と信頼を積み重ね、現在6人。尼崎市など対象
エリアも広がるなか、取り組む分野も多様化を続けている。

▶ＰＲ、広報戦略構築＆実行
▶動画・写真・ＷＥＢサイト各デザイン（パンフ、ロゴ、チラ
シ、名刺、グッズ等）
▶ＷＥＢメディアの共同運営（求人サイト「三田の仕事」）
▶商品企画・新規事業の立案
▶企業・商品ブランディング
▶広告運用（メディア出稿・ＳＮＳ広告・ＷＥＢ広告）
▶空き家再生事業、場づくり（学生拠点プロジェクト）
▶オンラインサロン設立運営（「若者まちづくりサロン」）
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人と出会うたび、組織が変化を起こしていく。

それが楽しみで、また次の挑戦に向き合う日々。

方向性は違っていい。互いの個性と方向性を

尊重し合う気風が、背中を押してくれる。

――お二人は、理工学部の学生でありな
がら、同時にビジネスも行われているそう
ですね。その「スタジオMOVEDOOR」と
はどのような企業なのですか?

中岡　私たちのホームページでは「ローカルクリ
エイター集団」と紹介しています。キャンパスがあ
る三田市を拠点に関学出身者6人がともに活動
しています。
高橋　同じくホームページでは「制作物を売る制
作会社ではなく、成長と変化を売るPR会社へ」と
書いています。「ポスターやパンフレットをつくるこ
と」が目的のデザイン会社ではなく、クライアント
の事業成長をお手伝いすることが私たちの会社
の使命。まず課題の発見や共有が先で、ポス
ターやパンフレット制作は課題解決のための一
つの手段。クリエイティブを用いたコンサルティン
グと言った方がわかりやすいかもしれません。

――高橋さんは現在デザイナーという肩
書ですが、元々はデザイナー志望ではな
かったそうですね。

高橋　そうなんです。三田キャンパスの学生4人
で、この会社を設立したのですが、2018年末の
設立当初の事業の形態は今とは異なりました。
迷いながら進むうちに、「事業成長のお手伝い」
という方向に切り替わったのです。ただ、そうする
と「商品の魅力を伝えるパッケージデザイン」、

「三田市に人を呼び寄せるためのパンフレット制
作」といった具体的なソリューションの必要が出
てきました。「なら、オレがやるよ」って（笑）。デザ
インソフトの使い方からデザインの何たるかまで
独学し、モノづくりをしながらデザイナーとしての
腕を磨いていきました。

――中岡さんは動画担当だそうですね。

中岡　私が入社したのは高橋たちが起業した1
年後の、2019年でした。私の場合は高橋と少し
違って、元 大々学の映像制作団体で映画やPVを
制作していました。
高橋　MOVEDOORが進化していく中で動画ス
タッフの人員増が必要になったんです。創業メン
バーの一人が同じ映像制作団体の出身だったこ
ともあって、中岡に白羽の矢が。一晩中ずっと話し
てたらしいよね（笑）。
中岡　はい。その情熱を聴き、自分も挑戦したく
なって。ただ、元 は々私にとって映像制作は「目的
そのもの」。つくりたい作品をつくっていたのです
が、クライアントとともに映像をつくる以上、「手段」
である必要があります。クライアントの目標をかな
えるために必要な動画、必要な手段を提供した
い。ときには映像という枠すら超えて自分の関心
が広がっていくことに、新鮮さを感じています。

――課外活動と、ビジネスでの経験はそ
んなに違うものなのですか？

中岡　どちらにもいい面はありますし、課外活動
のときもMOVEDOORでのビジネス活動でもつね
に真剣ではあったのですが、唯一違うとすれば、

「他者の存在」かもしれません。クライアントの要
望に縛られるからと窮屈に思う人もいるかもしれ
ませんが、同時に、クライアントの要望に応えよう
とすることで、それまで自分が持っていた以上の
技術を身につけることができます。成長させてく
れるんです。
高橋　私は起業したときからMOVEDOORの変
化を見てきましたが、やはり変化のきっかけはつ
ねにクライアントという「外部」からの刺激だと思
います。今でこそMOVEDOORの手札は、動画や

WEBサイト、パンフレットや名刺といったメディア
制作から、空き家再生事業やオンラインサロンの
設立運営などのプロジェクト活動まで。さらには、
ロゴや商品企画、新規事業の立案といった企業
ブランディング・戦略に関わる領域にも広がり続
けています。でもこれらは全て、出会ったクライア
ント一人ひとりに真剣に向き合ってきた結果だと
思っています。

――ビジネスという場だからこそ味わっ
た「壁」はありましたか?

中岡　三田市のインバウンド施策に関わってい
たときのことです。ある有名な洋菓子屋さんの店
内を動画撮影していたのですが、意外に難し
かったのがケーキの撮影。人物撮影はサークル
活動でもたくさん経験していたのですが、こうした

「物撮り（ぶつどり）」は初めて。光の加減や画角
をはじめ、ちょっとした違いが「おいしそうかどう
か」「できたてかどうか」はもちろん、「そのお店や
パティシエさんが伝えたいこだわりポイントを視聴
者に感じさせられるか」を大きく左右します。自分
の技術の足りなさや視点の少なさに冷や汗をか
きながらなんとか撮影を終えたものの、苦い思い
出でしたね。お店を去るときにいただいたロール
ケーキは、「これでもっと練習してね」というクライ
アントのメッセージだと厳しく受け止めています。
高橋　失敗というわけではないけれど、私が普
段気をつけているのは、クライアントへの提案が

「ただのきれいなだけの作品」にならないようにと
いうことです。中岡が関わった三田市のインバウ
ンド施策でいえば、動画をきれいに編集したり、
おしゃれなパンフレットをつくるだけならそう難し
くはない。でも、それだけなら私たちが関わる意味
がないし、何より三田市というクライアント固有の
課題です。そうして私たちが導き出したのが「田

舎を味わい尽くす。」というコンセプト。大阪や神
戸といった都市からも案外気軽にアクセスでき、
なのに各所に豊かな田園風景や心地よい建築
物があり、普段憧れている癒やし空間を体験で
きる。そんな三田の強みを生かせるように各所を
撮影したり編集していったのです。クライアントの
数だけ、私たちの視点も広がっていきます。

――地域や社会とのつながりが、お二人
も、組織も進化させてくれたのですね。と
ころでこの新オフィスもそんな地域との
ご縁だとか。

高橋　はい。仕事を通じてお世話になった方に
つなげていただきました。
中岡　三田駅からまっすぐ続く商店街沿いで徒
歩3分。かなりいい立地です。
高橋　10年ほど空き家だった古民家ですが、管
理者さんは「地域活性化につなげてくれる若者
に」という願いを持って、利用者を探し続けてい
らっしゃったそうです。まさか自分たちを選んでい
ただけるとは…日々 の仕事の積み重ねって大事
なんですね。
中岡　譲り受けた古民家を去年の11月くらいか
らリノベーションして、みんなで新オフィスを立ち
上げました。リノベーションをお手伝いいただいた
のも、仕事で知り合った建築業者の方です。

――着実に地域に根づき、進化していく
MOVEDOORですが、そうした柔軟さ
の秘訣は何でしょうか?

高橋　いろいろな個性が共存していることかな。
多様性があるから、どんな外部からの刺激が
あっても、それに応えることができる気がします。
中岡　そう。外からの刺激に対する化学反応だ
けでなく、内部の仲間同士の化学反応もある。
やっぱり、他者との刺激があることが、自分も組織
も柔軟にしてくれると思います。
高橋　MOVEDOORのメンバーは現在、全6人で
すが、全員得意分野も志向性も違います。私は
デザイン方面に関心があったけれど、中岡は動
画。一方、代表は人とのコミュニケーションが得意
で、ほかにもマーケティングに興味がある者もい
ます。ちなみに、私も含めた起業時のメンバーは
割と大らか・積極タイプ。細かいことはあまり気に
せず前進のアクセルを踏み続けてきました。でも
後から入社した中岡は逆に守りに必要なことに
気がつくタイプ。アクセルを踏みすぎると見落とし

てしまいがちなリスクや、事前の管理などを私た
ちの中に取り入 れ てくれました 。それ で
MOVEDOORはバランスが取れたというか、さら
に多様性のある集団になれたと思います。

――次々と起きていく化学反応が面白い
ですね。

高橋　MOVEDOORに限らず、関学の学生は、と
にかくそれぞれが、「何かやろう」としています。中
の人間たちは自然にやっているのですが、外から
入ってくると、のびのびとした挑戦気質に驚かさ
れます。周りに同調を求めたり強制するものでは
なく、「自分はここに興味があるから、これをやっ
てみる」といった感じ。でもだからこそ自然に影響
を受けて、「自分の好きなことは何だろう?」と考え
てしまう。そして、行動に移してみたくなるんです。
中岡　なるほど。言われてみればとても納得で
す。個性が多様だし、自分の個性を大事にしてい
るから、ぶつかり合うこともあります。でも、そうい
うことが多いからこそ逆に、互いの違いを認め合
い受け入れる習慣が身についているような気が
します。だからこそ、のびのびと自分の関心事に
挑戦できるというか…。
高橋　途中で「やっぱりこっち」と、挑戦の方向を
変えたり、新たに増やすこともよく見かけるよね。
中岡　大学もそれを応援してくれているように思
います。私が代表を務めていた映像制作団体
も、そうした大学の支援制度「アカデミックコモン

ズ・プロジェクト」として活動しています。
高橋　私自身、最初はボランティアに興味を持っ
ていました。海外建築ボランティアプログラムにも
参加しましたし、インターン生を1年間務めたこと
も。そして4年生となった今は、専門である数学の
研究をしながら、教職課程も受講。そして地域の
方 と々事業成長に挑むという、とてもたくさんのベ
クトルの活動に挑戦できています。

――仲間や社会とつながりながら、変化し
ていくお二人の、今後の夢は何ですか?

中岡　私は高校生時代にロボット制作に挑戦
し、その経験から、諦めないしぶとさこそが夢をか
なえる条件だと学びました。卒業後は映像クリエ
イターと、エンジニアとしてモノづくりに携わるこ
と、2つの目標の間で悩んでいます。一見、全く違
う分野だと思われる業種だと思いますし、私もそ
のように思います。ただ、自分の手でつくったモノ
を社会に届けることに変わりはありません。私の
夢は、広い意味で「モノづくり」に携わり続けるこ
となのだと思います。　　
高橋　私は卒業後、MOVEDOORに残るつもりで
すが、でも教員になるという夢も持ち続けます。こ
のMOVEDOORで、たくさんの地域の方とつなが
り、高い壁を乗り越えていった経験を、いつか自
分の生徒たちに伝えてあげたいですね。関学で
の出会いや事業を通じて私が受け取った気づき
を、次代を担う子どもたちに受け継いでいきます。

古民家のオフィスの玄関前で仲間たちと。

振り向けばすぐに相談できる。互いの距離感が心地よい。 古民家をリノベーションした、雰囲気のあるオフィス。 プロジェクトの打ち合わせ中。互いの得意分野や意見をぶつけ合う。
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Step 1 起業に必要な経営スキルを、
ケーススタディ形式で学ぶ

Step 2
チームまたは個人で、実施する
事業の具体的なプランを考える

Step 3
作成したプランに対して、
先輩経営者から指摘や
評価を受け、さらに磨き上げる

Step 4 プランに基づいて、
実際に事業を運営

Step 5
事業運営後、反省点や
改善点を考えることで
次につなげる

経営スキル学習・起業体験

株式会社ウィルフ
2013年設立。起業家学生のための就職支援サービス「WILLFU CAREER」や、受講
者数2,000人を突破するビジネススクール「WILLFU STARTUP ACADEMY」を運営。
そのほか、学生起業家のためのWebメディア「WILLFU LAB」なども運営している。

卒業後に取り組む事業プランの作成

「踏み出せば、いつでも起業できる」状態で卒業

1.5カ月第4クール　

経営スキル学習

事業プラン作成

フィードバック

事業実施

利益ランキング発表・
振り返り

Kwansei Gakuin STARTUP ACADEMY（株式会社ウィルフ連携）
実践を通じて事業開発・起業に必要な経営スキルを学ぶ、株式会社ウィルフとの連携プログラム。受講生は
受講中に計3回、自身で事業計画を作成し、実際に事業を立ち上げて収益を上げることをめざします。最終
クールでは卒業後に取り組みたい事業計画を作成し、先輩経営者からアドバイスをもらい磨き込むことで、
「いつでも起業できる」状態を実現させます。　※所定の要件を満たした受講生には修了証を発行します。

関西学院大学では、創立１５０周年を迎える２０３９年までに
本学出身の上場起業家を１００人輩出することをめざし、
OB・OGを中心としたさまざまな起業家による講義や、企
業と連携した起業体験講座などを行っています。今回は、
このような本学の取り組みを利用して在学中に事業を起
こし、起業家精神を養いながら自己成長を遂げている学
生たちのエピソードをご紹介します。

起業に向かって
踏み出せ！

関西学院大学では、創立１５０周年を迎える２０３９年までに本学出身の上場起業家を１００人輩出することをめざし、
OG・OBを中心としたさまざまな起業家による講義や、企業と連携した起業体験講座などを行っています。今回は、こ
のような本学の取り組みを利用して在学中に事業を起こし、起業家精神を養いながら自己成長を遂げている学生た
ちのエピソードをご紹介します。

起業に向かって
踏み出せ！

1.5カ月×3回= 4.5カ月第1～第3クール　
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ビジネスが好き。
漠然とした起業への憧れから、
迷わずチャンスに飛びついた。

　前世が商人だったんじゃないかと思うほど、子
どもの頃からビジネスに興味がありました。何か
をつくったり、考えたりすることが好きだったの
で、「工夫してつくったモノやサービスの対価とし
てお金が得られる」というビジネスの仕組みが、
子どもながらにわかりやすかったのかもしれま
せん。その興味は中学・高校と進学しても変わら
ず、ビジネスにただ漠然とした憧れを抱いたまま
私は関西学院大学 商学部に進学しました。
　起業に関する知識を実践的に学べるSTART 
UP ACADEMY1期生の募集を知ったのは、2年生
のとき。座学で知識を学ぶとともに、受講中に必
ず起業できるプログラムに惹かれて説明会に参
加したのですが、同時期に税理士の資格を取ろ
うとダブルスクールをはじめたばかりだったの
で、その年の受講は見送りました。でも、勉強す
るにつれて「自分に税理士は向いていないので
は」という思いが強くなってきたのです。税務の
スペシャリストとしてではなく、事業の立ち上げ
から運営まで携わる仕事がしたい、自分で事業
を起こしてみたい。そう自覚すると勉強に身が入
らず、私は税理士資格の取得に挫折してしまい
ました。ダブルスクールの受講料は決して安くは
ありません。なんてもったいないことをしてしまっ
たのだろう、なにより受講料を払ってくれた両親
に申し訳なく、自分自身にがっかりしました。そん
な想いもあって、3年生になって再びSTARTUP 
ACADEMY3期生の募集がはじまると、どんなこ
とがあっても、このプログラムの中で胸を張って
“起業した”と言えるまでは諦めないと自分に誓
い、すぐに参加を決意しました。

ビジネスを成功させる道は
たった一つ。
顧客の声に耳を傾けること。

　待ちに待った初回の講義には、学年も所属
キャンパスも問わず40名の学生が集まりました。
STARTUP ACADEMYでは、受講中に3回、起業
のチャンスがあります。私はまずは成功体験を積

んで自信にしたいと考え、第1クール目は1・2期生
の方が行った事例の中から比較的収益を得や
すい「脱毛サロンの紹介事業」に取り組むことに
しました。後輩2人とチームを組んで自分たちのブ
ログで脱毛サロンを紹介し、ブログを経由して予
約・来店してもらうことで脱毛サロン側から紹介
料をいただく、一種のアフィリエイトサービスで
す。ターゲットを同世代の女性に絞り、予約特典
としてカフェのプリペイドカードを用意。講義の中
で何度も事業計画を練り直し、また関学生100人
を対象に行った事前アンケートでは8割ほどが

「紹介されたサロンに行ってみたい」「興味があ
る」と前向きな回答だったことから、実施すれば
すぐにでも利益が出るだろうと考えていました。し
かし、いざ営業をはじめると全く思うように進みま
せん。同世代の女性が集まる場所に毎日出向き、
何十人にも声をかけましたが、警戒して話を聞い
てもらえなかったり、聞いてはもらえても予約まで
は進まなかったり。「事前アンケートではあれほど
いい回答が得られたのに、どうして？」。手堅く成
功できる事業で自信をつけようと考えていた私
は、理想と現実の落差と、話しかけては断られる
日々 の繰り返しに心が折れそうになっていました。
　この壁を乗り越えるきっかけとなったのは、先
生からの「顧客の声とファクトの中にしか、答えは
ない」という言葉です。講義の中で何度も言われ
てきたのですが、大きな壁にぶつかって初めて、
私は実感を持ってその言葉を理解することがで
きました。それまでの私たちは、ただ多くの人に予
約してもらいたい、売り上げがほしいと自分たち
のことばかり考え、目の前のお客さまの声を聞こ
うとしていなかったのです。まずはお客さまの声
を聞き、その中から自分たちだからこそ提供でき
る事実を探そう。気持ちを立て直し、もう一度街
頭での営業を再開。“聞く”が9割、“しゃべる”は1
割を心がけて丁寧にヒアリングしていくと、「たくさ
んある脱毛サロンの中で、どの店を選べばいいの
かわからない」という課題が見えてきました。事
前アンケートが間違っていたわけではなく、多く
の女性が、脱毛に興味はあるけれど比較・検討
する要素が多すぎて途中で諦めてしまっていた
のです。そこで、私たちは独自に脱毛サロンを比
較した一覧と予約用のQRコードをつけた資料を
作成し、営業をコンサルティングだと考えて声を

かけた方一人ひとりの悩みや要望に合わせて、
脱毛サロンを紹介するようにしました。また、手当
たり次第に声をかける営業スタイルもやめ、今ま
で話を聞いてもらえた女性の特徴を分析し、「話
題のお店に並んでいる（流行やファッションへの
関心が高い）」「友だちとおしゃべりしている（フレ
ンドリーで話を聞いてくれやすい）」人をターゲッ
トとして再設定。すると、少しずつ予約してもらえ
るようになり、最終的には20万円以上の利益を得
ることができました。計画段階から自分たちで考
え、試行錯誤しながら手にしたお金は、これまで
アルバイトで得てきたお金とは全く違う“宝物”の
ように感じられました。

　続く第2・第3クール目には、さらに新たな課題
に直面しました。特に学んだのは、チームワークの
重要性です。第2クール目では新たなメンバーと
チームを組んだところ、個 の々熱量や意識のズレ
から生まれた小さなミゾが、事業計画を進めるう
ちに取り返しのつかない大きなものになってしま
いました。人間関係のピンチは、経営者に必要な
リーダーシップを磨くチャンスでもありますが、私
はうまくメンバーを引っ張ることができず、お互い
に不満を解消できないまま結局チームはばらば
らに…。そのこともあって第3クール目は最初から
個人で挑戦したのですが、今度は計画を練るば
かりで具体的なアクションをとれないまま終わっ
てしまいました。結果だけ見ると、どちらも成功と
は言えません。1クール目も、最初は失敗からのス
タートでした。でも、振り返ってみれば、成功した
ときの達成感よりも失敗から得た学びのほうが私
にとっては大きな財産になっています。恐れずに
挑戦したからこそ失敗があり、失敗したからこそ
初めて「顧客の声とファクトの中にしか、答えはな
い」と実感し、リーダーシップや行動力など自分に

足りない要素に気づくことができました。そしてそ
の失敗は、プログラムの中では大いに歓迎され、
受講生全員の学びとして共有されます。学生と
いうリスクの少ない期間に、実践を通して何度も
トライ・アンド・エラーを繰り返しながら自分自身
のことを知っていく、STARTUP ACADEMYは「起
業のチャンスに溢れた場」でありながら、私に
とっては「堂 と々失敗できるチャレンジの場」でも
ありました。

胸を張って
“起業した”と言える経験を武器に、
企業を支えるコンサルタントへ。

　なぜだかわからないけれど、ビジネスが好き。
漠然としていた私の興味の根本は、「誰かの困り
ごとを、アイデアやスキルによって解決する喜び」
にあったのだと思います。プログラムを通して多
くの経営者のお話を聞き、また、街に出てお客さ
まの生の声を聞くことによって、その想いはより明
確になっていきました。そのため、卒業してもすぐ
に起業するのではなく、まずは一般企業に就職
してコンサルティングのスキルを身につけるつも
りです。来春からは経営コンサルタントとして働く
ことが決まっていますが、就職活動の武器になっ
たのはやはり、学生時代に起業したという経験
と、その中で得た自信でした。これから先、自分の
知識や経験をフルに生かして企業の経営課題
に解決策を提案するコンサルタントになるべく、
今後も失敗を恐れず挑戦を続けていきます。そ
してもし、今後のキャリアの中で心から取り組み
たいビジネスを見つけたときは、STARTUP 
ACADEMYでの学びを糧に、もう一度起業に挑
戦したいと考えています。

Kwansei Gakuin STARTUP ACADEMY3期生／宮本 真奈（商学部・4年生）

失敗こそ財産。
恐れずに挑戦した先に
本当の自分が見えてくる。

半年間ともに切磋琢磨してきた仲間たち。学部や部活とは違っ
た、特別な絆を感じています。

脱毛サロン紹介事業は20万円以上の収益があり、歴代の利
益ランキングTOP10に入ることができました。

事業立案や計画と並行して、座学で経営に関わるさまざまな
知識を学びます。講義は基本的に、グループワークが中心。
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頭で考えるだけでは成功は掴めない。
行動することで初めて
見えてくる課題がある。

　父の仕事の関係で幼い頃からビジネスに触れ
る機会が多くあった私は、成長するにつれて自然
と「将来は経営者になりたい」と考えるようになっ
ていました。STARTUP ACADEMYに参加したの
は、将来起業するために必要な知識や経験を、
学生時代に身につけるチャンスだと思ったから。
ですが、半年間のプログラムは知識を得るだけで
なく、「何のために働くのか」という、働く上で最も
重要な自分の軸を見つめる機会となりました。
　講義は毎回が発見の連続で刺激的でしたが、
特に学びが多かったのはやはり実際に事業を運
営したときのことです。1クール目は先輩1人、後
輩２人とチームを組み、私が留学から帰ってきた
ばかりだったこともあって、インバウンド向けビジ
ネスを考案しました。旅行で日本を訪れている外
国人をターゲットに、書道を体験してもらうワーク
ショップ方式のビジネスです。半紙ではなくうちわ
を使うことで、日本での書道体験をお土産として
持ち帰ってもらえるようにと考えました。講師役を
関学の書道部に頼み、実施場所は外国人観光
客が多い京都に設定。ターゲットはただ外国人と
いうだけでなく世代や国籍など思いつく限り細分
化して設定し、参加人数や売り上げ見込みを何
度も計算し直すなど、綿密に計画を立てていきま
した。ところがワークショップ当日、お客さまがほと
んど集まらなかったのです。閑散とした会場を見
ながら、私たちはあることを後悔しはじめていまし
た。それは、事前に事業検証を行わなかったこと。
本来は実施までに現場でリハーサルを行い、そ
の中で見つかった課題をクリアして事業プランの
精度を高めてから本番を迎えます。私たちは、頭
で考えるだけで「書道は外国人観光客に人気が
あるし、これだけ計画を立てていればきっと大丈
夫」と過信して、事業検証を行わずに実施当日を
迎えてしまったのです。需要があるだろうなどと
思い込まず、何が求められているのか、何が足り
ないのかをもっと検討すべきでした。頭の中でど
れだけ考えても、実際に事業を運営して初めて
見えてくる課題があるのだと学んだ、手痛い経験
でした。

どうして働くのか。
経営者に憧れた理由を、
初めて意識し、考えるように。

　第2・第3クールでは新たなメンバーと、美容室
や美容サロンといった個人事業主の方の名刺や
チラシを制作する事業に取り組みました。実制作
を行うデザイナーは芸大の現役学生で、私たち
はその仲介役を務めます。初回の反省を生かし、

計画を詰めると同時に事前検証も行いました。実
験的に事業を運営してみると、デザイナーによっ
て制作物のクオリティがかなり異なることや、自分
たちが顧客から聞いた情報と、デザイナーがデザ
インを考えるために知りたい情報に差異があるこ
となどさまざまな課題が見えてきました。そこで、
一律に設定していた価格をランク別に変更し、注
文を受けた際に必要な情報を漏れなく聞くため
のヒアリングシートを作成。仲介役として事業を円
滑に回せるよう体制を整えました。電話やSNSを
利用して営業をかけ、注文をいただくと直接お会
いしてヒアリングを行います。事業内容やコンセ
プト、テーマカラーなどデザインに関する要望を
伺いますが、ヒアリングを重ねるうちに、相手の期
待を超えた仕事をするためには当事者意識を持
つことが重要なのだと感じるようになりました。た
だ淡 と々ヒアリングシートを埋めるのではなく、何
に困っているのか、自分たちに何が求められてい
るのか、相手に寄り添うことでより深い答えを聞き
出すことができる。すると、デザイナーに質の高い
情報を伝えることができ、仕上がりのクオリティや
満足度が高まります。また、デザイナーに対して
も、学生だからといって低い金額で頼むのではな
く、きちんと対価を払いたいと考え、利益は私たち
とほぼ折半になるよう設定しました。芸大生の多
くは作品を社会に出す機会がなく、才能があって
も収益につなげることが難しいそうです。そこで、
私たちが仲介役となって仕事を渡し、デザインで
対価を得る経験をすることで彼らの成長や自信
につながればと考えました。そうした工夫の末、第
3クール目には電話営業で3～4件、LINEを利用
して20件ほどの注文をいただき、講義内で最も利
益を出したチームに送られるMVPをいただくこと
ができました。
　チームでの努力がMVPというかたちで評価さ

れたことはとても嬉しかったのですが、それ以上
に多くの注文をいただき経営者の方にお会いで
きたことは私にとって貴重な経験になりました。デ
ザインに関するお話だけでなく、起業した経緯や
仕事に対する思いなどを伺うことができたので
す。どの方も「なぜこの仕事をしているのか」と
いった軸があり、そう考えるに至った人生がある。
経営の本や座学では聞くことができない経営者
の生の声を聞きながら、「幼い頃から経営者に憧
れていたけれど、私にとっての軸とは何なのだろ
うか」と意識するようになりました。

見えてきた自分の軸。
新たな価値を生み出し、
誰かの課題を解決すること。

　私は起業を選択肢の一つとして考えながら、
STARTUP ACADEMYと同時並行で就職活動も
スタートしていました。当初めざしていたのは、大
きな裁量権を持って働けるイメージのあるベン
チャー企業が中心。ですが、自己分析や模擬面
接を繰り返し、一方では事業運営を通して自分
の軸を考えるうちに、成長途上の企業で自由に
働くことよりも、新規事業に取り組むことの方が
重要だと思うようになってきました。STARTUP 
ACADEMYと就職活動の中で、私は「今までにな
かった価値を生み出すこと」に喜びを感じている
のだと気づいたからです。経営者の方と話して
いると、どんな方でも少なからず悩みや課題を抱
えていることがわかります。悩みや課題は、言い
換えれば「今までにない価値」の種のようなもの。
そこに寄り添って解決策を考えることが自分の喜
びであり、働く上での軸ではないかと思えたので
す。そして、新規事業こそ今までにない価値を生
み出す場。もちろん自ら起業することも方法の一

つですが、確かな基盤と歴史のある企業に就職
してこそ、より大きな課題を解決し、多くの人に価
値を提供できると考えました。結果、イントラプレ
ナー（社内起業家）育成に前向きな企業からの
内定をいただくことができました。

起業する人も、しない人も、
仕事の基本姿勢を知ることは
人生のアドバンテージになる。

　起業するには特別な才能がいる。起業するに
は資金がいる。多くの人が、起業についてこのよ
うな認識を持っているのではないでしょうか。少
し前までは私もそう考えていました。ですが、いず
れも間違った認識だったのだとSTARTUP  
ACADEMYで学びました。だから私は、プログラ
ムはすでに修了しましたが、在学中にもう一度起
業してみようと計画しています。特別な才能がな
くても、資金がゼロでも行動力さえあれば起業す
ることはできます。そして、STARTUP ACADEMY
は将来起業をめざしていない人にとっても社会
に出る上で大きなアドバンテージになると思いま
す。事業内容を考えるとき、何をすれば収益を上
げられるかを考えますよね。それはつまり、何を
すれば人に喜んでもらえるのか、ということであ
り、どんな仕事にも通じる基本姿勢。例えば資料
一つつくるときにも、何も考えずにつくるのではな
く、情報をどうまとめるか、どうすれば見やすくな
るかと自分なりに工夫することで、誰かを喜ばせ
ることができる。仕事とは、「自分にしか与えられ
ない喜び」を模索し続け、その結果としてお金を
いただくことではないでしょうか。学生時代に起
業を経験することによって、社会に出る前に「働く
こと」について考え、体感できるのは、とても幸運
な機会だと思います。

Kwansei Gakuin STARTUP ACADEMY3期生／中尾 日奈乃（国際学部・4年生）

誰かの悩みや課題に耳を傾け、
新たなビジネスを生み出すことで
社会に喜びを届けたい。

MVPを受賞した際のチームメンバーと。熱量の高いメンバーと
出会えたことで、起業には「誰と組むか」も重要なのだと知った。
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国際教育 関西学院大学は建学当初から国際教育に力を入れており、

平成26年度には文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援」事業（SGU）に採択されました。

本構想の主要な項目である「ダブルチャレンジ制度」では、国を超えて世界を知る「インターナショナルプログラム」を含む

3つの「アウェイチャレンジ」を通じて「主体性」「タフネス」「多様性への理解」「チャレンジ精神」を育むなど、

グローバル人材育成のためのさまざまな取り組みを行っています。

国際教育のリーディング校として、これまでの歴史・歩みを土台にwithコロナ時代の国際教育に挑戦します。

国際教育のリーディング校として、
今、コロナ禍に挑む

関西学院大学には、“英語の関学”と称されてきた伝統があります。創立者 W.R.ランバスは、
ボランティア活動や教育を通じてキリスト教を伝えるという「ミッション」を胸に世界を駆け
巡った人物で、その活動が本学の国際教育の原点になっています。また、第三代院長J.C.C.

ニュートンの自宅はいつも学生 に開放され、言語や国籍を超えた交流が
行われていました。このよう に、本学には建学当初から国際教育と国
際交流の文化が根づいてい ます。その伝統は現代にも、質・量ともに
トップクラスの国際教育プロ グラムとして受け継がれています。

“英語の関学”の伝統から生まれた
国内屈指の国際教育。

歴史

関西学院大学は、数多くの留学生が日本人とともに学ぶグローバルキャンパスを実現
しています。学位取得をめざして海外から入学する正規留学生に加え、世界各国
の協定校から交換学生などの外国人留学生を年間1,400名以上受け入れてい
ます。海外からの留学生とともに英語でビジネスや社会、文化などの専門分野
を学ぶ総合日本学習科目や、留学生への日本語学習や生活支援を通じて交
流できるバディー制度や交流イベントを多数提供し、日常的に国際交流がで
きる環境を整えています。このコロナ禍においても、海外協定大学とのネット
ワークを活用し、オンラインによる国際交流の提供に努めています。

年間1,400名以上の留学生と
ともに学ぶ、グローバルキャンパス。

留学生
受入

関西学院大学がこれまでに協定を締結した海外の大学・機関の数は、世界
53カ国・地域で271校・4国際機関。世界中のさまざまな大学や国際機関等
へ留学することができます。また派遣先の大学は、高い学びの質が保証され
ている協定大学のため、各国で充実した留学生活が期待できます。

留学先は世界53カ国・地域の271校・4国際機関※。
世界中が関学生の学びのフィールド。

協定校
・
機関

種別学校名

私立

派遣数（人）

1,833関西学院大学
関西外国語大学

早稲田大学

立命館大学

芝浦工業大学

協定等に基づく日本人学生派遣数の多い大学 ※

1,659

1,656

1,548

1,364

私立

私立

私立

私立

本学はこれまで質を重視した国際化を推進するため、確かな学びを保証してい
る海外協定大学への学生派遣数日本一となることを目標に掲げ、取り組んでき
ました。その結果、2018年度海外の大学などとの「協定等に基づく日本人学生
派遣数」で国内大学1位の実績を獲得。今後は多様な留学プログラムの提供
やサポート体制を一層強化し、さらに多くの世界市民を育成していきます。

1,833名が、
海外で質の高い学びを受講。

※独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）／「2018年度日本人学生留学状況調査結果」より

ベーツ院長の倫理学講義（学院史編纂室所蔵）

H. F. ウッズウォース夫人による
高等学部聖書研究会
（学院史編纂室所蔵）

1,833名
1,449名

1,313名1,313名

1833

海外協定大学への
留学者数日本一！

※2020年4月現在

関西学院大学からの海外留学派遣者数

962名

全国4位

全国1位

全国4位

全国4位

大学のプログラムを利用して
留学を経験した関学生は
年々増加

93
アジア

17
オセアニア

1
アフリカ

2
中東

84
ヨーロッパ

66
北米

8
南米

4
国際機関

世界53カ国・地域

939393
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17171717
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北米

8
南米

国際機関

オセアニア 南米

北米
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93939393939393
オセアニアオセアニア

9393939393
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93
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ヨーロッパ
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270以上の海外協定先

関西学院大学が海外
協定大学への

留学者数で日本一に
！
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留学したくてもできない今、

日々をどう過ごすべきでしょうか？

海外渡航再開時の留学準備として、

できることはたくさんあります。

留学ができない状況で国際的な学びが
できる方法はありますか?

withコロナ時代の新たな国際教育

プログラムとして、「COIL」型の
オンライン授業などを拡充します。

※2020年4月現在

※9月10日時点での情報です。今後変更する可能性があります

関西学院大学のウェブ
サイトなどから、国際教
育·協力センターや自分
の所属学部が提供して
いる留学プログラムを
チェック。参加したいプ
ログラムを探しましょう。

興味のある
留学プログラムを
見つける

実施期間   2021年2～3月
海外協定大学が提供する海外の英語、朝鮮
語、スペイン語などの集中学習プログラム。協
定大学の学生たちとのオンライン交流など、
大学ならではの企画も含まれます。また、実
践的なビジネス英語やリサーチスキルを学ぶ
「Cross-Cultural Workshop」もあります。

「外国語研修」
外国語を集中的に学習したい人に

実施期間   2021年3月4日（木）～18日（木）
ベトナムの学生と合同グループを組み、両
国の文化の相互理解を深めます。また、現
地に進出する日本企業から出される課題に
対し、ベトナムの歴史や産業、市場の特徴
などをリサーチし、プレゼンテーション資料
にまとめます。

ベトナムの学生との
「海外異文化体験セミナー」

英語に自信がなくても歓迎！

実施期間   2021年2月15日（月）～20日（土）
カナダ４大学の学生と合同グループを組み、
企業の経営課題に対しての本格的なビジネ
スプラン立案に取り組みます。秋学期中は経
営戦略立案の基礎について理解を深め、春
休み中にはグループワークを通じてプランを
練り上げ、企業からの講評を受けます。

「Global Career Seminar 
in Canada」

英語をフルに使ってビジネスプランをつくる
「COIL」型プログラム

留学の要件として設定
されることの多い
TOEFL®・IELTSなどの
無料講座や各種試験
の対策用教材などを
活用して、試験対策
に取り組みましょう。

英語運用能力
検定試験の
対策をはじめる

関西学院大学が留学        に強い

関西学院大学における        withコロナの国際教育

つの理由
1

2

3 4

5

5

プログラム参加学生には、本学指定の海外旅行傷害保険や危機管理

サービスへの加入を義務づけています。これらは昨今の世界情勢を踏ま

え、また、予期せぬ事態に備え、セーフティネットを重層化
することを目的としており、事件・事故・トラブル発生の際には、本学と危

機管理会社が緊密に連携・情報共有しながら、対応にあたります。

危機管理体制の整備

学内で実施しているほとんどの留学プログラムで、単位
が認定・付与されます。半年や1年間の留学の場

合、留学先での学習や成果が単位として認められるの

で、4年間での卒業が原則可能です。
※4年で卒業する場合、学部により参加可能な留学プログラムが
　異なります

世界中の大学や教育機関と協定を結び、英語圏はもちろん、ヨーロッパ
やアジア各国などさまざまな言語と文化を体験できる126ものプログ
ラムを実施※。留学の難易度・期間・目的も多様で、一人ひとりの
ニーズに合ったプログラムが見つけられます。

●日本にいながらトップレベルの海外大学との共同授業が受けら
れ、バーチャルでの留学が体験できる

●日本にいながら文化背景や言語の異なる海外の学生との協働学習
を通じて、異文化コミュニケーション能力を向上させることができる

●海外の学生と協働して、ICTツールを活用しながら課題に取り組
むことで、課題解決能力やITリテラシーを向上させることができる

多様な留学先、
多様なプログラム 

国際教育・協力センターが、留学を全面的
にサポート。留学相談にお答えすることはも
ちろん、語学力アップのサポートも行っています。

万全のサポート体制
※

原則4年で卒業できる

プログラムごとに、返済不要の支給型
奨学金制度を用意しています（3万円から

100万円まで）。多くの学生が利用しています。

奨学金制度が充実

● 留学情報の発信
● 留学フェアなど（留学促進イベント）
　 を開催
● 留学個別相談（留学アドバイザー）

高

低

短 長

難易度

期間

交換留学国際ボランティア

長期留学

中期留学

外国語研修

国連セミナー
中期海外
インターンシップ

インドネシア
交流セミナー

海外フィールド
ワーク

海外異文化
体験セミナー

短期海外
インターンシップ

Cross-Cultural
College

プログラムの一例

海外渡航が制限された場合、留学や国際交流をあきらめるしかないのでしょうか？

世界各国の協定校ネットワークを生かしオンラインでのプログラムも提供します。

2021年2～3月（春休み）の予定を一部紹介します。

COILとは、「Collaborative Online International Learning」の頭文字
をとったものです。この秋学期よりアメリカにあるトリニティ大学の学生
と学ぶCOIL型授業「総合日本学習科目（人材マネジメントと雇用システ
ム）」を開講します。このほかにも海外協定大学の学生とオンラインでと
もに学ぶ科目を拡充していきます。

詳細はこちら 詳細はこちら

COILで期待できること
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例年の就職活動の山場は夏採用と言われていますが、今年は緊急事態宣言などの影響で4月前後に採用活動が
停滞した企業が多く、秋・冬の動向に注目が集まっています。
大きく変化した2021年卒の就活市場、そして来年以降の就職活動のポイントをご紹介します。KG 就活Supporter

新しい就活スタイルをチェックして「納得の内定」へ

学生の皆さんがいつでも就職活動やキャリアデザインに関する
有意義な情報を得られるように、関学生専用のWebサイトに
キャリアに関する動画コンテンツを豊富に用意しています。

就活の基本情報から最新の採用動向まで
いつでも動画で閲覧できる

就職活動を続けている学生の皆さんは、思う
ように内定を得られない、めざしていた職種の
募集がなくなったなど、気持ちの面で辛い時
期だと思います。そんなときこそキャリアセン
ターが力になります。Webでの「個人面談」や
「なんでも相談」で今後の対策を考えましょう。
キャリアセンターには毎年3月末頃まで多くの
企業から求人情報が届きます。

今年の就活はまだ終わらない！

“秋以降”もチャンスあり！
今回お話を伺ったのは、最新の就活市場に詳しい
マイナビの藤原さん。コロナ禍によって、学生や企業
の動向はどのように変化したのでしょうか？

※「マイナビ 2021年卒学生就職モニター調査」より

関学生だけの求人情報も。

４年生（21卒生）は要Check！ 諦めずに相談を！
夏時点での平均面接数は例年より
約20％減※

。 学生も企業も苦戦中。

学生全体の面接社数はやはり下がっています。ですが、言い
換えれば企業にとっても学生と出会う機会が減っているとい
うこと。前例のない事態に戸惑っているのは企業も同じです。
特に中小企業はオンライン化への対応が遅れており、採用人
数を確保するため長期的に採用活動を行うことが予測され
ます。

株式会社マイナビ
就職情報事業本部

藤原 武史さん

キャリアセンター
キャリア支援課

西本 優

秋・冬も採用活動を継続する企業多数。
長期化を見越した対策を。

学生の皆さんの中には、就活浪人という選択肢を考えている
方もいるかもしれません。しかし、リーマンショックの際は翌年
の方が有効求人倍率が下がり、状況はさらに厳しくなりまし
た。今年、秋・冬の採用活動を継続、または注力する企業があ
るのも事実。志望する業界を広める、改めて自己分析を行うな
ど、長期化を見越して体制を立て直すことが重要です。

一人で抱え込まずに、
まずは個人面談を
予約してください。

チャンネルの主な種類

Ｋ.Ｇ.キャリア
チャンネルライブ

LIVE

複数企業によるテーマ別セミナーや、企
業の方が出演する就活準備講座などを
ライブ配信しています。配信中はチャット
での質問も可能です。過去に配信された
ものもオンデマンド版で視聴できます。

Ｋ.Ｇ.キャリア
チャンネルオンデマンド 録画

キャリアセンターで受けられるサポート
の紹介、関学就活生に向けて内定者
の先輩や社会人の方からお話しいた
だいた動画、理工系対象の動画など、
約10分で視聴できるものを配信中！

関学独自のコンテンツに加え、就職に
関して豊富なノウハウを持つマイナビ
が配信する就活準備講座も無料で受
講できます。マイナビサイト上では視聴
できない過去のアーカイブも公開中！

録画マイナビによる
就活準備講座K.G.キャリアチャンネル

対面選考を省略し、オンライン選考のみに
切り替えた企業は約4割。
以前からオンライン選考は増えていましたが、今年はその流れ
が一気に加速しました。場の空気を読む協調性が重視される
傾向にあった対面選考に比べて、オンラインでは協調性が見
えづらいため、より積極的な姿勢が求められます。これから面
接に臨む学生は、内定保有者から情報を聞くなどして新たな
評価項目への準備をしておきましょう。

就活生へのサポート

K.G.キャリアチャンネル

平均面接数
約20％減※

オンライン
選考のみの
企業も

採用活動の
長期化
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この時期の学生生活が、
就職活動の土台に！

1・2年から参加できる
インターンシップも。

留学や課外活動、アルバイトなどへのコロナ禍の影響が大きい
中、今後の選考では全学生が必ず取り組んでいる“学業”を重視
する企業が増えることが予測されます。「自己PR」は、就職活動が
はじまってから考えるのではなく、1・2年から築き上げていくもの。
目の前のやるべきことに目的意識を持って主体的に取り組むと同
時に、新しいことに積極的にチャレンジして、キャリア形成の土台
をつくりましょう。

オンラインで会議やディスカッションに参加できる1・2年向
けのインターンシップが増えています。関学が提供するプロ
グラムをはじめさまざまなものがあるので、積極的に参加し
ましょう。インターンシップの探し方や、参加にあたってのエ
ントリーシートの相談などは、キャリアセンターで受け付け
ています。

就職活動は成長のチャンス！
前向きに取り組むことが重要。

就職活動は、自身の価値観や強み、スキルをいかし
て社会にどう貢献できるか、一人ひとりがMastery 

for Serviceを考える大切な機会です。自己分析や
業界研究は時間も手間もかかる作業ですが、これ
から先の長い人生を決める重要なポイントですか
ら、しっかり取り組みましょう。

社会人との
接点づくりを積極的に。

社会にはさまざまな仕事がありますが、
学生の皆さんが知っているのはほんの一
部。そのため卒業生や社会人の方と話す
機会を積極的につくり、業界や企業に対
する視野を広げることが重要です。卒業
生の連絡先は、今年からオンラインでの
閲覧が可能になりました。先輩方が、業
務としてではなく後輩の力になりたいと
個人的に協力してくださったものです。ぜ
ひ積極的に活用してください。

キャリアを見据えた大学生活を。withコロナ時代の
就職活動は1年からスタート！ 新卒採用市場はコロナ禍の影響を大きく受けていますが、関西学院大学の学生は「不況

に強い」と言われ、リーマンショックによる就職氷河期にも高い就職率を維持してきました。
しかしながら満足して就職活動を終えるためには、4年間を通してじっくりと自身のキャリア
形成を考え、なるべく早期から準備をはじめておくことが大切です。不安なことや聞いてみ
たいことがあれば、ぜひ積極的にキャリアセンターにご相談ください。

選考のオンライン化や採用スケジュールの多様化、一部の企業での採用計画の見
直しなど、コロナ禍によって大きく変化した就職活動。新しい就職活動に備えて意
識しておきたい学生生活のポイントと、本学のサポートをご紹介します。

1・2年

関学ならではの
特色ある学び

AIやデータサイエンスの知識を身につけ
る「AI活用人材育成プログラム」や、企業
や地域と連携して実施するインターン
シップをはじめとする「ハンズオン・ラー
ニング・プログラム」など、本学ならでは
の特色ある科目が充実しています。

1 KGキャリア
Chatbot2

3・4年

まだまだ先のこと…
と考えず、
できることから

START
内定

キャリアセンターの利用方法や、進路・就職に
関する簡単な相談に、関学独自のAIチャット
ボットが24時間365日お答えします。過去に関
学生から寄せられた2万5,000件以上の質問
を学習したAIが、最適な回答を速やかに返信
します。

オンライン
OB・OG訪問

毎年11月・2月に開催していた先輩訪問会
は、今年からはオンラインでの開催になりま
した。今年はすでに公務員・民間企業それ
ぞれの先輩に協力いただき、約120名の学
生が参加しています。今後の開催について
は教学Webサービスにてお知らせします。

3 お子さまの就職活動に不安を感じられることもあるかと思います。就職
活動において一番大切なのは早く結果が出ることではなく、学生自身
が自分に合った企業と出会うことです。そのためには時間がかかる場
合があることもご理解いただければと思います。毎年、秋から卒業まで
の間に進路が決定する学生も数多くいますので、焦らずじっくりと取り
組むことが大切になります。
ただし就職活動はストレスがかかるのも事実です。保護者の皆さま方に
はぜひお子さまの精神的なサポート役になっていただければ幸いです。

キャリア形成に関するプログラム＆サポート
保護者の方へ

学業を土台に
キャリアをイメージ

自身の価値観と社会をつなげ、
具体的な進路選択へ

キャリアセンター
キャリア支援課

課長矢橋 洋

関学 キャリアセンター

初めての就職活動はわからないことだらけで当然です。
いつでもキャリアセンターの個人面談を活用してください。

要Ch
eck
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1980年に関西学院大学理学部物理学科卒業、名古屋大学大学院、東京大学大学
院を修了。東京大学助手、国立天文台教授、国立天文台 野辺山宇宙電波観測所
長、筑波大学教授を経て2018年より関西学院大学理工学部教授。

理工学部　中井 直正 教授

世
界
が
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い

宇
宙
を
観
測
す
る
こ
と
で
、

生
命
誕
生
の
謎
を
明
ら
か
に
。

地上最高の観測ができる南極大陸に超高精度な電波望遠鏡を建設するという壮大な夢に向かって計画を推進されている中井教授。
未曾有の望遠鏡建設が成し遂げられると、宇宙のどんな謎が解明されるのか。日本が世界に先駆けてその領域に踏み込むことは何を意味するのか。
多くの研究組織を束ね、実行責任者として計画を引っ張る中井教授に計画の先に広がる希望や実現のための苦闘などをお聞きしました。

　宇宙はおよそ138億年前にはほとんど点
のような大きさで超高温、超高密度だったも
のが大爆発（ビッグバン）を起こして急激に膨
張し、現在の広大な宇宙ができました。私た
ち人類には「遠くの宇宙がどのようになって
いるかを知りたい」という知的探究心があり
ますが、光の速さは有限ですのでより遠い星
空を観測することはより古い宇宙の姿を見る
ことと同義です。より古い宇宙を見ることがで
きれば、宇宙の誕生について知る貴重な手が
かりが得られることでしょう。
　例えば、もともと宇宙は水素とヘリウムとい
う軽い元素で構成されていたことがわかって
いますが、私たち生物は炭素や酸素、カルシウ
ムなどの重い元素で構成されています。すな
わち、いつのまにか星の内部でそれまでな
かった重元素が生み出されたのです。ところ
が、いつ、どのようにしてそのような星が誕生
したのかという生命誕生の謎は未だに解明さ
れていません。星、惑星の母体である銀河の
誕生について知ることはそんな生命の誕生の
謎を解明することにもつながるはずです。
　私たちが今計画している「南極10m級電波
望遠鏡」は、現在の望遠鏡の限界を超える高
精度な望遠鏡を、世界中で最も観測条件の良
い南極に設置し、より古い銀河の姿を観測し
ようという計画なのです。現在、世界の大型光
学望遠鏡では一番遠いところで133億年ほど
さかのぼったところに銀河が見つかっていま
すが、それより遠くは見えていません。また約

南極大陸の高精度電波望遠鏡で
どんな謎が解明できるのか。

120億年以上さかのぼったところでは、ある
はずだと思われている銀河の１割ほどしか見
つかっていません。残りの９割ほどの銀河は行
方不明です（暗黒銀河）。その行方不明の銀
河たちはどこに行ったのでしょうか。
　私たちは光学望遠鏡ではなく電波望遠鏡
で遠くを見るとその行方不明の銀河を探すこ
とができると考えています。理由は、可視光で
は銀河は遠ければ遠いほど暗くなり見えなく
なりますが、電波では途中から明るさは変わ
らなくなり、さらに遠くなると逆に少し明るく
見えるという特殊な現象が起きるからです。し
たがって、光学望遠鏡では見えない非常に遠
くの銀河も電波望遠鏡では見えるはずです。
　この南極電波望遠鏡計画が天文学にもた
らすインパクトは非常に大きいと考えられ、日
本国内のみならず、世界からも大いに注目を
集めています。南極大陸という場所を候補に
したのは水蒸気量が極めて少ないためです。
水蒸気量が多い場所だと宇宙からやってくる
高い周波数の電波が大気中の水蒸気に吸収
されてしまうため電波が弱くなり観測が困難
になります。その点、私たちが望遠鏡を設置予
定の南極の「新ドームふじ基地」は、標高が
3,800メートルと高く、気温も-20℃～-80℃
と極めて低いので、条件の良い南極大陸の中
でも特に水蒸気量が少なく、地球上で最も天
文観測に適した場所だと考えています。

　南極望遠鏡建設計画のきっかけとなった

のは1989年11月に、国立天文台野辺山宇
宙電波観測所の海部宣男教授（当時）のとこ
ろに米国の若手研究者ジョン・バリーという
人から届いた一通の手紙です。そこには「南
極内陸部の高原地帯は電波の天文観測を
するにはこんなにすばらしいところだ」とい
うデータが示されていました。それは翌12
月の観測所の勉強会で参加者全員が目をみ
はるようなものでした。このとき観測所に所
属する若手研究者の一人であった私自身も
大変興味を持ちました。そのときにはじめて
日本人は南極での天文観測に目を向けたわ
けです。
　私はすぐにでもそのプロジェクトに着手し
たいところでしたが、残念ながら当時は野辺
山観測所に10メートルのアンテナを30台設
置するという巨大プロジェクトが進められて
おり、二兎を追うわけにはいかなかったた
め、南極望遠鏡の構想は時期を待つことにな
りました。そして2004年に私が野辺山観測
所を離れ、筑波大学の教授になったとき、14
年前に棚上げしてしまっていたテーマが頭に
蘇ってきたのです。南極での天体観測は
2007年にアメリカが南極点のアムンゼン・
スコット基地に10m電波望遠鏡を造って先
行していました。しかしそこは、我が国の新
ドームふじ基地より標高が1,000メートル
ほど低く、大気の透過率などの条件が劣る場
所だったのです。
　もし私たちが新ドームふじ基地に天文台
を建設できれば、日本が研究成果でアメリカ
を逆転するチャンスがある。私はこう考えて、
このプロジェクトを推進しています。

研究のきっかけは、
一通の手紙と驚きのデータ。

南極天文学研究室

27 28



を受けることになります。しかし、殴られ
ても、蹴飛ばされても、罵声を浴びても、
唾をはきかけられても耐え忍び、信念を
押し通していかなければならない。それ
が自分の使命であると、自らに言い聞か
せています。いつか道のないところに道が
拓けたときには、今まで反対していた人
たちもみんなが「よくやった」と言ってき
ます。しかし、最初は先駆的な研究はな
かなか理解されないものです。日本の天
文学の分野は、これまでも勇気あふれる
先人たちの挑戦によって切り拓かれてき
たわけですが、現在の状況を見ると、欧
米の研究に相乗りすることばかりが良し
とされる風潮があり、先行きが心細くな
ります。そのような時代に、日本が自分た
ちの頭で考え、自らの力で成し遂げようと
することが重要だということを示すため
にも、南極望遠鏡計画の実現は大切だと
思っています。
　私の考える“Mastery for Service”
とは、「しっかり勉強して、人を幸せにでき
る人間になりなさい」、そして、卒業した
ら「人を幸福にしなさい」ということだと
思っています。これは単なる慈善行為で
はなく、優れた研究や仕事を継続的に行
うための必須の理念です。その結果とし
て「人生に意味を与え、自分自身も生きる
ことができる」のです。経営の神様と言わ
れる松下幸之助氏や稲盛和夫氏、最近
話題になったスーパーボランティアの尾
畠春夫氏はその証拠です。定年も間近と
なっているこの時期に、2018年から私
が母校に戻ってきてこのような研究に取
り組んでいるのも不思議なめぐり合わせ
かもしれません。人は自分の得た知識や
技術で誰かを幸せにしていかなければな
りません。私の場合は、南極での観測を
実現することで日本の天文学の発展に貢
献することがそのための挑戦なのです。

　決意をしてからすでに17年が経過してお
り、その間にさまざまな困難がありました。
　まず第一の困難は、文科省に概算要
求を出したいという私の要望が筑波大
学内でなかなか認められなかったことで
す。当初は10億円の要求でしたが、それ
でも金額が大きすぎるという理由で、全
く話を聞いてもらえませんでした。大学の
組織が変わり、私の言い分が認められる
機会が訪れるまでに8年もかかってしま
いました。
　第二の困難は文科省で予算が認めら
れないことです。2013年にようやく概算
要求（20億円強）を出すことができ、文科
省に計画の説明に訪れたところ、先方は
この計画の意義を理解して高く評価して
くれたのですが、しかしながら国の予算が
厳しいとのことで現在まで認められてい
ません。基礎科学研究が対象になる補正
予算があれば、そこに出したいと言ってく
ださっていますので機会を待っています
が、今年は新型コロナウイルスの影響が
あり、文科省を訪れることさえ叶いません
から、もう少し時間がかかりそうです。
　そして第三の困難は、建設場所の確保
です。もともと望遠鏡の建設場所は日本

が新たに計画中の新ドームふじ基地を考
えており、国立極地研究所と10年にわ
たって検討し、計画も立ててきたのです
が、輸送や建設に費用がかかることから
文科省に認められず一度は頓挫しまし
た。仕方なくフランス・イタリアのコンコル
ディア基地を次の候補に考え、フランス・
イタリア両国と交渉しましたが、この交渉
も難渋。最終的には国立極地研究所が別
の調査目的のために新ドームふじに手持
ちの費用で小さな基地をつくる計画を提
示してくれましたので、私たちもそこに建
設する予定です。
　これらも非常に大きな困難だったわけ
ですが、もう一つ大きいのが、望遠鏡をつ
くってくれるメーカーが見つからなかった
ことです。私たちが必要としているのは非
常に精密なアンテナです。形状はパラボ
ラアンテナのような形ですが、直径は10
メートル。その広大な曲面において、髪の
毛一本の1/4くらいの誤差しか認められ
ないというシロモノ。日本でこのようなア
ンテナをつくれるメーカーは1社しかあり
ません。私たちはそのメーカーに何度も
お願いをしたのですが断られ、アンテナ
建設の目処が立ちませんでした。ほかに
道もなく、それならばと自分たちで開発
をはじめたのですが…、このような私たち
の試みは日本の電波天文コミュニティか

ら強い批判を受けました。素人にそんな
精度の高いアンテナができるわけがない
だろうと。その意見はもっともです。ただ
私たちにとってはできるかどうかではな
く、それは「やらなければならないこと」で
した。しかし、そんな一連のやりとりを見
ていた外国のアンテナメーカーの代理店
の方が、「うちが造りましょうか」と声をか
けてくれました。それが私たちにとっての
救世主。おかげでこの計画は打ち切りに
ならずに済んだのです。想いはどこかに
通じるものですね。そこから金額の調整
などの期間を経て、最終的には3社が名
乗りを上げてくれ、文科省の概算要求が
通った際には入札でメーカーを決定する
ことになっています。一方、概算要求が通
らなかった場合のことも考えて、一般の
方や関西学院の同窓生に20億円の寄付
を募って実現することを並行して進めて
います。

　私たちがなぜこのような困難に立ち向
かうのか。それは、日本の天文学を飛躍
的に発展させる可能性があるからです。
全く新しいこと、前例のないこと、先駆的
なことをやろうとすれば、必ず多くの反対

新ドームふじ基地
（3800m）

ドームC コンコルディア基地
〈仏・伊〉（3260m）

道なき道を行こうとすれば必ず反対される。
しかし、それに屈せず突き進まなければ。

志を実現するために、
幾多の困難を乗り越えて。

後からやってくる人のため、
道なきところに道をつくる。

中井教授を中心とした

日本がかつてつくったドームふじ基地は現在、完全に雪の下に埋もれ
ており、現在は新ドームふじ基地を建設する計画がはじまっている。

電波望遠鏡の受信機の部品を確認する中井教授。 瀬田教授が2009年に現地調査を行った後、中井教授自身も2016年
にドームCのコンコルディア基地を視察するため南極に。

テラヘルツ波は周波数1THz（波長300μm）
前後の電磁波。このテラヘルツ波を観測でき
る望遠鏡を、地上唯一の観測ポイントである
南極に設置する。

口径30cm可搬型テラヘルツ望遠鏡を設置し
て新ドームふじ基地に南極天文台を建設

Phase
1

２０億円の寄付金を集め、南極10m級テラヘル
ツ望遠鏡を建設して、宇宙にある明るい銀河の
ほとんどを観測する

Phase
2

南極30m級テラヘルツ望遠鏡を国立天文台な
どと協力して実現し、宇宙にある普通の明るさ
の通常銀河のほとんどを観測する。これによっ
て銀河とその中心にある巨大ブラックホールが
いつ誕生したのかを明らかにする

関西学院大学、筑波大学、北海道大学、国立天
文台、国立極地研究所、電気通信大学、埼玉大
学、福島高専、日本大学、JAXA、情報通信研究
機構、公立小松大学、ほか南極天文コンソーシ
アム

Phase
3

推進機関

南極10m級
テラヘルツ望遠鏡計画
T e r a h e r t z  T e l e s c o p e  P r o j e c t

南極10m級テラヘルツ望遠鏡
〈完成予想図〉
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5月21日4月7日

学院の動き

教育関係の
動き

初等部・中学部・高等部
で分散登校・通常授業
スタート

パソコン教室、大学図
書館を予約制で一部
開放

オンライン授業スタート
キャンパスへの入構制
限や休校などをいち早
く決定

6月19日

政府、都道府県をまたぐ
移動の自粛を緩和

緊急事態宣言が
大阪・兵庫・京都で解除

兵庫・大阪を含む7都府
県に緊急事態宣言発令

3月 4月 5月 6月
本学では、1月31日に感染症対策として緊急対策本部を設置。感染防止対策に努めた結果、オンラ
インでの授業を経て6月からは各キャンパスにおいて授業や課外活動が再開されています。適切
な距離を取りながらも、数カ月ぶりに学生・生徒・児童たちの笑顔にあふれたキャンパスの様子
や、休校・分散登校期間の取り組みなどをレポートします！

学校生活Report
2020 コロナ禍の

中学部

休校・分散登校を乗り越え、通常登校が再開。

分散登校中はクラス内で生徒を2班に分け、同時に学年ごとの時間差登校を実施し、感染防止に
努めました。６月末からは全員そろっての通常登校が再開。日常を取り戻すには時間がかかるかも
しれませんが、課外活動も再開され、学校には活気が戻ってきています。

初等部

オンライン授業を先行実施。メリットも多数。

4月から速やかにYouTubeによるオンライン授業を、5月からはZoomによるオンライン授業も一部
開始しました。オンラインでは普段なかなか発言できない生徒が積極的にコメントを返してくれた
り、授業動画を見返すことによって理解度が深まったりと、多くのメリットも。

登校時間の拡大や教室での過ごし方など新しいルールが増える中、子どもたちは冷静に判断し、感
染防止対策に努めています。これもひとえに、ご家庭でのご指導・ご協力のおかげだと思っています。

オンライン授業の開講に向けて、Web関連が得意な教員を中心にICTプロジェクトチームを立ち上
げ、準備を進めました。最初は不安もありましたが、教員全員でオンライン授業開講という一つの目標
に取り組めたことで、教員間の絆が深まったと感じています。

従来から「オンラインを活用したい」と考えていましたが、今回一気に取り入れることができ、その可能
性の大きさを実感しました。2学期からは全家庭でのiPad導入など、本格的にICT教育を推進中です。

コロナ禍体験談｜教員の声

情報機器や通信の環境はご家庭によりさまざまでした。しかし保護者の方々のご理解により、オンラ
イン授業の実施に耐えうる環境を得ることができました。中には生徒と一緒にオンライン授業を受け
られていた保護者の方も。ご家庭のご協力に心より感謝です。

オンライン授業は月～金曜日が5時間授業、土曜日が3時間授業。毎朝、オンライン礼拝を実施。授業
後（放課後）には有志による「学年・学級活動」「補習・質問会」「クラブ活動」も行いました。オンライン
でも「授業」だけではないのが中学部教育です。

オンライン授業中は朝と夕方に出席確認を行いました。特に夕方の出席確認の際には、オンライン授
業の感想が生徒から寄せられました。生徒の声を生かして、よりよいオンライン授業が展開できたと
思います。

コロナ禍体験談｜教員の声

クラスごとに計3回、入学式を実施

オンラインによる礼拝、授業などを開始

毎日2～3本の授業動画を配信開始

分散登校開始

通常授業再開

4月7日

4月13日

5月7日

6月1日

6月22日

新入生のみの入学式実施（ライブ配信）

オンライン礼拝と部分的にオンライン授業を開始

全面的にオンライン授業を開始

時間差・分散登校開始

通常登校開始

4月4日

4月10日

5月7日

6月8日

6月29日Photo by P-TALK
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高等部

特別支給２０２０奨学金

登校開始とともに課外活動も再開。コロナ禍でも文武両道！
大学

オンラインと対面の共存。個々の状況に合わせて柔軟に対応。

4月にはオンライン授業を開始し、6月になって分散登校がはじまりました。分散登校と同時に課外
活動も再開され、コロナ禍においても文武の両立を成し遂げています。時間・人数の制限はありま
すが、生徒たちは今できることに精一杯取り組んでいます。

4月にオンラインでの授業を試行的に開始。限定的に再開された対面授業においては、学生の生活状況
に合わせて、対面とオンラインを共存させた新しい形が生まれました。1年生にとっては入学以来
オンラインでのみ授業を受講していたため、初めての対面式授業では緊張している様子も見られました。

関西学院大学の緊急支援策を一部ご紹介！

〈緊急経済支援策〉

新入生のみで入学式を実施

オンライン授業開始

分散登校開始

条件・制約つきで課外活動再開

通常登校再開

4月6日

4月17日

6月15日

6月17日

6月29日

全国大会が中止になったときは、多くの部員が肩を落としていました。ですが、落ち込んでいる部員を
キャプテンが励ましている姿を見かけ、自分も辛いはずなのに立派だと胸を打たれました。

オンライン授業は、生徒の集中力の維持、コンテンツ制作、教員・生徒のITスキル面など、新しい試みだ
けに多くの課題がありましたが、皆さまのご協力のもと実技系科目も含めて実施することができました。
また、思考を深める授業など、受験にとらわれないプログラムができたのではないかと思います。

検温、消毒などできる対策は全て取りながら課外活動を再開しましたが、分散登校期間中は限られた
人数での練習だったため、トレーニングメニューの調整など大変でした。全員揃ってプレーすることが
できたのは夏頃です。生徒は本当に楽しそうで、競技ができる喜びを感じていました。

コロナ禍体験談｜教員の声

オンライン授業を試行的に開始

学生へのパソコン、ルーターの無償貸与を決定

オンライン授業を全学部で開始

パソコン教室、大学図書館を予約制で一部開放

学生向けにネットプリントサービスを開始

4月21日

4月23日

5月7日

5月21日

5月26日

自宅で過ごす時間が増え、語学学習に集中することができました。留学が再開されたらすぐに挑戦し
たいと思っているので、しばらくは準備期間だと考え、再開に備えています。

オンラインでのゼミ活動では、言葉が被らないように配慮したり、リアクションを大きくしたりとコミュ
ニケーションの取り方を工夫する必要がありました。オフライン時よりも意識する点が多く戸惑いまし
たが、こうした気づきがアルバイトやインターンなどの際に大きく役立っています。

オンライン授業によって通学時間がなくなった分、課題を早く終わらせることができました。浮いた時
間は、趣味などに有効活用しました。

コロナ禍体験談｜関学生の声

新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に伴う家計急変により学
費納入が困難になった学生を対
象とする支給奨学金。奨学金額
は、学費相当額の２分の１（千円
未満切捨て）。ただし、上限は４０
万円とする。

アルバイト収入の減少等により経済的に困窮している学生への
ヘックス型の貸与奨学金。貸与金額は３万円以上（１万円単位）
で年間授業料相当額を限度（万円未満切捨て）とする（無利
子）。収入（給与所得者となった場合）が４００万円に達するまで
返還を猶予し、４００万円に達した翌年度より返還を開始する。
なお、返還開始後４００万円を下回った場合は当該年度の翌年
度の返還は猶予される。一括又は分割（年賦）にて返還する。

ノートパソコン・
Wi-Fiルーターの無償貸し出し

〈オンライン授業支援〉

オンライン授業の受講に必要な
機器（ノートPC、Wi-Fiルーター
（60GB／月））を無償で貸し出し
ています。

全国のコンビニエンスストア（ローソン、ファミリー
マート、セブンイレブン）にある多機能コピー機を利用
するネットプリントサービスに着目し、大学が設
置元のシャープ、富士ゼロックスと契約し、学部・
大学院・聖和短大の学生にIDを付与し、利用できる
ようにしました。

関学ヘックス（HECS）型貸与奨学金020101 ネットプリントサービスの提供04030 0 00
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団体紹介動画
サークルやゼミ、部活など、

関学の個性的な団体を動画で紹介！
サークル選びに迷っている新入生や、

関学への入学を考えている
高校生は要CHECK！

関学史上初 ！
オンライン開催
さまざまな方々のご支援のおかげで、
今年度も大学祭を開催できることになりました！ 新月祭公式HPで

一般企画
学内のさまざまな団体の活動成果の
発表や情報発信を行います。
新月祭HPを訪れた方との
交流の場も企画中！

多くのイベントが中止となる中、このような
形で新月祭を開催できることを喜ばしく思
います。私たち実行委員は初めてのことに
戸惑いながらも、どうすればより良い新月祭
になるのか、どうすれば皆さまに楽しんでい
ただけるかを模索してきました。新しい形の
新月祭をお楽しみください！

大学祭総部 新月祭2020
大学祭実行委員会 
西宮聖和キャンパス代表

川越 玖瑠実
（教育学部・３年生）

特別企画

今年も特別ゲストを
お呼びしています。

K.G.2020AWARD

関学生たちが歌・手品・ダンスなど
さまざまなパフォーマンスを披露！

個性溢れた
パフォーマンスは必見です。

フレフレ

～Always remain delight～

 アート2020

関学生から寄せられた写真を
モザイクアートや動画としてお届けします。
ぜひ、学生生活を切り取った素敵な一枚と、

みんなでつくり上げた
モザイクアートをご覧ください。

～みんなのおもいでええんやで～

サークル対抗企画
部活やサークルが自分たちの

アピールポイントを持ち寄り、視聴者投票によって
関学で最も魅力的な団体を決定します。
普段は接点が少ない部活やサークルが、

垣根を越えて交流できる
千載一遇のチャンス！？

動画コンテスト
さまざまなジャンルのお題に沿った動画を

視聴者に投票してもらい、
No.1を決める参加型企画！

清き一票を
お待ち
しています！

オンライン
新月祭
オリジナル

最新情報は新月祭実行委員会のSNSをCHECK

参加方法・注意事項は新月祭実行委員会の
HP・YouTubeチャンネルをCHECK

オンラインという未知の挑戦は想像以上に
苦難が多く、頭を悩ませることも多々ありま
す。そんな中、部員410名で知恵を絞り、紆
余曲折を経てここまで来ました！従来とは
形式が異なりますが、一人でも多くの方が
幸せになれる時間を届けることができれば
幸いです！

大学祭総部 新月祭2020
大学祭実行委員会 
実行委員長

松田 将成
（文学部・３年生）

こんな時代にも負けない明るい企画や、オ
ンラインだからこそ思いついた企画で、より
多くの人々を笑顔にできるような大学祭に
したいと思います！そして、例年とは異なる
形であっても例年以上のパワーで新月祭を
創り上げられるよう、頑張っていきたいです。

大学祭総部 新月祭2020
大学祭実行委員会 
西宮上ケ原キャンパス代表

林 奈歩美
（社会学部・３年生）

初めてのオンライン開催が、関学の新たな
発展につながる“きっかけ”になるよう、三田
キャンパスはもちろん全キャンパス一丸と
なって頑張ります！このオンライン学祭が参
加してくださる皆さまの“何かのきっかけ”に
なることを願っております！！お楽しみに！！

大学祭総部 新月祭2020
大学祭実行委員会 
神戸三田キャンパス代表

福井 菜央
（総合政策学部・３年生）

24
Saturday

25
Sunday

7
Saturday

8
Sunday

4日間配信します！

このきっかけが
あなたを照らす
関学生の自主活動の場として、

また、日頃の活動の成果を発表する場として
毎年盛大に行われる新月祭。

今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
関学史上初の試みとして、オンラインで開催！
時間や場所に縛られず自由に楽しめる

オンライン新月祭の魅力を
ご紹介します。

新月祭
2020

1111

1010

高校生は要 ！

特別企画
さらに、

今年も特別ゲストを
お呼びしています。
お楽しみに！

大学祭総部 新月祭2020

西宮上ケ原キャンパス代表

大学祭総部 新月祭2020 大学祭総部 新月祭2020大学祭総部 新月祭2020
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後援会報告

37 38

前役員挨拶

新役員挨拶

　この度、後援会庶務を務めさせていただきます加地正和と申します。現在商学部1回生の娘がお世話に
なっております。
　私自身も関西学院で学び、母校のお手伝いをできることを喜ばしく思っております。
　なにぶん初めてのことで、保護者の皆さま、学院の皆さま、また後援会他役員の皆さまにご迷惑をおかけす
ることもあると思いますが、いち保護者として、学院との橋渡しになれるよう努力していきたいと思います。
　どうぞ皆さまのお力添えをお願いいたします。

加地 正和

　保護者の皆さま、平素より関西学院後援会の活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　後援会の常務役員を務めさせていただきます金丸と申します。このようなご縁をいただき、身の引き締まる思
いです。
　私は昨年度、後援会長を拝命し、さまざまな経験をさせていただきました。関西学院に思いを馳せる多くの
皆さまと出会い、時間を共有することができ、心から感謝しております。
　その経験をいかし、微力ながら皆さまのお役に立てるよう、関西学院のため、関西学院後援会のために誠
心誠意努めてまいりますので、皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

金丸 康治

　この春より息子が法学部でお世話になり、またこの度ご縁をいただき今年度常務役員を仰せつかりました
藤沢と申します。
　親である私たち誰もが、子どもたちが心優しく、健やかに、たくましく成長する事を心から願っております。人と
人とが当たり前のように関わり合えない今の状況ではありますが、目の前の事を大切に日々 の学びを楽しみな
がら過ごす子どもたちの姿に勇気づけられる毎日です。彼らの明るい未来のために、保護者の皆さまと優しく
寄り添い、しっかり支える活動ができればと思っております。
　微力ではございますが、心を尽くし思いを尽くし努めてまいります。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。

藤沢 利恵

　この度、後援会常務役員を務めることになりました柴沼と申します。この春より娘が商学部でお世話になっ
ております。
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響で例年通りの後援会事業を実施できず残念に思っております
が、こんな時だからこそ保護者ができることを考え、皆さまとともに子どもたちの成長に寄与できる活動ができれ
ばと考えております。
　初めての経験となりますが、私自身も関西学院大学の卒業生であり、卒業生としても子どもたちがより良い
学校生活を送れるよう尽力いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

柴沼 剛

　皆さまにおかれましては未曽有の災禍の中、ご苦労は如何ほどかと拝察いたします。
　常務役員を拝命いたしまして早いもので4年が経ち、今まで後援会に携われたことに心から感謝申し上げ
ますとともに、お世話になりました皆さまに厚く御礼申し上げます。
　私の父・私・長女・長男が関西学院でお世話になり、関西学院と我が家の深い結びつきを改めて感じて
いるところでございます。関西学院の良さは在校生のみならず、卒業生・保護者の皆さまの「母校愛」がどの
大学よりも優れていることだと思います。そんな皆さまに愛される関西学院が、地域から世界へ羽ばたく力で大
いに発展して欲しいと思います。最後になりましたが、このような状況の中ではありますが、皆さまのご健康と、
益々のご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

長谷川 昌男

　保護者の皆さま、平素より関西学院後援会の活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　未知のウイルスと全世界が戦うという未曽有の事態となりました。感染された方とそのご家族にお見舞い
申し上げるとともに、何より献身的にその使命を果たされている医療従事者の皆さま、行政関係者の皆さまに
心からの敬意と感謝を申し上げます。
　後援会役員を務めた４年間で、いろいろな経験をさせていただきました。全国で開催されている保護者交流
会では、たくさんの「子を思う親の心」と触れ合い、同じ親として共感することばかりで、初対面とは思えない不
思議なほどの連帯感を感じ、心から嬉しい気持ちになりました。後援会活動を支えていただいた全ての皆さま
に感謝いたします。
　今年はコロナの影響により、後援会行事で保護者の皆さまとお会いする機会がなかなかありませんが、後
援会が保護者の皆さまと学院をつなぐ架け橋として、今後もその役割を果たすものと思いますので、引き続き
ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　そして、関西学院で学ぶ全ての児童・生徒・学生が、スクールモットーである「Mastery for Service」を体
現し、真に豊かな世界市民として、世界で活躍されることを心よりお祈りいたします。

金丸 康治

　この度、関西学院後援会の常務役員を退任いたしました前田です。
　3年間、何かと至らぬ点が多 あ々ったかと思いますがこうして無事に常務役員の任期を迎えることが出来た
のもひとえに皆さまからの暖かいご協力の賜物と心より御礼申し上げます。
　ご縁があり、後援会という立場で母校と関わる事が出来たことに感謝しており、総会、保護者交流会、教
育懇談会等の後援会活動を通して皆さまと出会い、交流出来たことは貴重な経験、財産となり、有難い限り
です。
　最後になりますが、今後益々の関西学院、後援会の発展を祈念いたしまして退任の挨拶と換えさせてい
ただきます。

前田 朗弘

庶 務

庶 務

前会計

庶 務

前会長

前会計監査

庶 務

本来であれば、代議員会の場で常務役員を紹介しておりましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で叶わなかったため、この場をお借りして2019年度を
もって退任した常務役員、2020年度に就任した常務役員から挨拶を申し上げます。



主な後援会事業

●　新入生父母歓迎記念事業
　　新入生父母歓迎記念品作製
　　新入生父母歓迎プログラム
　　レッツ・ゴー・ツー・ザ・スタジアム
●　卒業生父母記念事業記念品作製
●　「後援会通信」発行
●　後援会ホームページ運営
●　後援会表彰
●　キャリア・就職講演会（大学１年生保証人向け）
●　後援会奨学金
●　保護者交流会開催

事業

●　大学教育懇談会援助
●　学生・生徒・児童の活動・行事援助
●　国際交流振興援助
●　教育研究活動援助
●　就職活動援助
●　成績表郵送費援助
●　海外受入派遣活動援助
●　広報活動援助
●　奨学援助
●　学生教育研究災害傷害保険援助
●　関西学院クリスマスatザ・シンフォニーホール援助

援助

正副会長のみで開催した代議員会・第1回幹事会の様子。
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2020年6月に予定されていた代議員会・第１回幹事会は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑みて、今回に限り代議員・幹事の皆さまを招集せず、
議案に対する議決権をインターネットにより行使していただき、正副会長のみで開催いたしました。

Ⅰ.   2019年度　事業報告に関する件（代議員会 報告事項）
田口副会長より、2019年度後援会事業（P．40）に基づく報告が
あった。

Ⅱ.   2019年度　会計報告に関する件（代議員会 報告事項）
田口副会長より、2019年度後援会決算書（P．41）に基づく会計報
告があった。

Ⅲ.   2019年度　会計監査に関する件（代議員会 報告事項）
田口副会長より、2019年度の会計報告について、会計監査の前田
常務役員および德島常務役員が帳簿の内容を監査し、公正かつ正
確に一致していることが確認されたと報告があった。

Ⅳ.  2020年度　新幹事選出に関する件（代議員会 審議事項）
新幹事候補者を常務役員会にて選出し、この選出案について、代議
員によるインターネットを利用した議決権行使で採決が行われた結果、
賛成多数によりこれを承認した。

Ⅴ.　 2020年度　新常務役員選出に関する件（幹事会 審議事項）
新常務役員候補者を常務役員会にて選出し、この選出案について、
代議員によるインターネットを利用した議決権行使で採決が行われた
結果、賛成多数によりこれを承認した。

Ⅵ.  2020年度　事業に関する件（代議員会 審議事項）
2020年度後援会事業計画（P．40）を常務役員会にて作成し、この
計画案について、代議員によるインターネットを利用した議決権行使で
採決が行われた結果、賛成多数によりこれを承認した。

Ⅶ.  2020年度　予算に関する件（代議員会 審議事項）
2020年度後援会事業予算（P．42）を常務役員会にて作成し、この
予算案について、代議員によるインターネットを利用した議決権行使で
採決が行われた結果、賛成多数によりこれを承認した。

２０２０年度 関西学院後援会代議員会・第１回幹事会記録

 4月 1日（月）
 4月 1日（月）
  2日（火）
 4月19日（金）
 4月20日（土）
 4月26日（金）
 4月27日（土）
 4月27日（土）

 4月28日（日）

 5月 5日（日）

 5月 6日（月）

 5月18日（土）
 6月 8日（土）

 6月15日（土）

 6月29日（土）
 7月13日（土）
 7月18日（木）
 7月20日（土）
 8月 3日（土）
 8月10日（土）
 8月31日（土）

 9月 7日（土）
 9月 7日（土）
 9月14日（土）
 9月28日（土）
10月 1日（火）
10月12日（土）
10月19日（土）

11月 9日（土）
11月13日（水）
11月16日（土）
11月30日（土）
12月17日（火）

12月21日（土）
２０２０年
 1月16日（木）
 1月24日（金）
 2月10日（月）
 2月15日（土）
 3月28日（土）

 当初予定日
 3月 7日（土）
 3月11日（水）
 3月13日（金）
 3月28日（土）

・関西学院大学 教育懇談会 於：神戸三田キャンパス
・聖和短期大学 地区別教育懇談会 於：大阪新阪急ホテル
・関西学院大学 山口県保護者交流会 於：山口グランドホテル
・関西学院大学 教育懇談会 於：西宮上ケ原キャンパス
・「後援会通信」第57号発行
・関西学院大学 北海道地区教育懇談会 於：センチュリーロイヤルホテル
・第4回 常務役員会 於：関西学院会館
・第2回 幹事会
・関西学院大学 四国地区教育懇談会 於：ANAクラウンプラザホテル松山
・第5回 常務役員会 於：大阪新阪急ホテル
・関西学院大学 沖縄県保護者交流会 於：沖縄ハーバービューホテル
・関西学院大学 鳥取県保護者交流会 於：ホテルニューオータニ鳥取
・関西学院クリスマスatザ・シンフォニーホール 於：ザ・シンフォニーホール
  （学院・後援会・同窓会共催）
・関西学院大学 和歌山県保護者交流会 於：ホテルグランヴィア和歌山

・後援会表彰　関西学院高等部 於：高中部礼拝堂
・第6回 常務役員会 於：大阪新阪急ホテル
・後援会表彰　関西学院初等部 於：ベーツチャペル
・関西学院大学 大分県保護者交流会 於：レンブラントホテル大分
・第7回 常務役員会 於：関西学院会館

　　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した事業
・後援会表彰　関西学院大学
・後援会表彰　関西学院千里国際中等部・高等部
・後援会表彰　関西学院中学部
・第3回 幹事会

２０１９年度　後援会事業

・「後援会通信」第56号発行
・（大学入学式・新入生父母歓迎プログラム） ①13:00　総・理・教
  ②9:00　神・社・法・人・国 ③13:00　文・経・商
・第1回 常務役員会 於：大阪新阪急ホテル
・聖和短期大学 教育懇談会 於：西宮聖和キャンパス
・父母歓迎「レッツ・ゴー・ツー・ザ・スタジアム」
  硬式野球部 対 関西大学 於：阪神甲子園球場
・父母歓迎「レッツ・ゴー・ツー・ザ・スタジアム」
  アメリカンフットボール部 対 法政大学 於：神戸市立王子スタジアム
・父母歓迎「Kwansei Gakuin Welcome Concert」
  吹奏楽部コンサート 於：中央講堂（125周年記念講堂）
・父母歓迎「レッツ・ゴー・ツー・ザ・スタジアム」
  サッカー部 対 関西大学 於：西京極総合運動公園
・父母歓迎「レッツ・ゴー・ツー・ザ・スタジアム」 於：尼崎スポーツの森
  スケート教室、アイスホッケー部・スケート部 対 関西大学
・キャリア・就職講演会 於：中央講堂（125周年記念講堂）
・関西学院大学 関東・東北・甲信越地区教育懇談会
 於：ステーションコンファレンス東京
・代議員会 於：宝塚ホテル
・第2回 常務役員会
・第1回 幹事会
・関西学院大学 長崎県保護者交流会 於：ザ・ホテル長崎BWプレミアコレクション
・関西学院大学 東海地区教育懇談会 於：名古屋観光ホテル
・第3回 常務役員会 於：ホテル阪急インターナショナル
・関西学院大学 富山県保護者交流会 於：オークスカナルパークホテル富山
・関西学院大学 高知県保護者交流会 於：三翠園
・関西学院大学 新潟県保護者交流会 於：ホテルオークラ新潟
・関西学院大学 福井県保護者交流会 於：ユアーズホテルフクイ

 4月 1日（水）
 4月17日（金）
 6月 9日（火）
 6月27日（土）

 7月25日（土）
 7月予定
 8月 1日（土）
 8月 8日（土）
 8月30日（日）
 9月 5日（土）
 9月12日（土）
 9月19日（土）
10月 1日（木）
10月10日（土）
10月17日（土）

10月24日（土）
11月 7日（土）
11月13日（金）
11月21日（土）
11月28日（土）
12月12日（土）
12月18日（金）

12月19日（土）

※

※
※
※
※
※
※

※

※
※
※

※
※
※
※

※

２０２１年
 1月22日（金）
 3月 6日（土）
 3月20日（土）

 2、3月（未定）

 当初予定
 4月 1日（水）
  2日（木）
 4月18日（土）
 4月25日（土）

 5月 6日（水）

 5月16日（土）
 5月23日（土）
 5月24日（日）

 5月31日（日）

 6月27日（土）
 7月 4日（土）

・第6回 常務役員会 於：大阪市内
・後援会表彰　関西学院大学 於：中央講堂（125周年記念講堂）
・第7回 常務役員会 於：関西学院会館
・第3回 幹事会
・後援会表彰　聖和短期大学、関西学院高等部 於：未定
　　　　　　  関西学院中学部、関西学院初等部
　　　　　　  関西学院千里国際中等部・高等部

　　　6月8日時点で中止が決定している事業
・（大学入学式・新入生父母歓迎プログラム） ①13:00　総・理・教
  ②9:00　神・社・法・人・国 ③13:00　文・経・商
・聖和短期大学 教育懇談会 於：西宮聖和キャンパス
・父母歓迎「レッツ・ゴー・ツー・ザ・スタジアム」
  アメリカンフットボール部 対 明治大学 於：神戸市立王子スタジアム
・父母歓迎「レッツ・ゴー・ツー・ザ・スタジアム」
  アイスホッケー部 対 慶應義塾大学 於：尼崎スポーツの森
・キャリア・就職講演会 於：中央講堂（125周年記念講堂）
・関西学院大学 静岡県保護者交流会 於：グランディエールブケトーカイ
・父母歓迎「Kwansei Gakuin Welcome Concert」
  吹奏楽部コンサート 於：中央講堂（125周年記念講堂）
・父母歓迎「レッツ・ゴー・ツー・ザ・スタジアム」
  サッカー部 対 関西大学 於：万博記念競技場
・関西学院大学 徳島・淡路島地区保護者交流会 於：阿波観光ホテル
・関西学院大学 中国地区教育懇談会 於：ホテルグランヴィア岡山

２０２０年度　後援会事業計画

・「後援会通信」第58号発行
・第1回 常務役員会 於：メール持ち回り開催
・第2回 常務役員会 於：メール持ち回り開催
・2020年度代議員会 於：インターネットを利用した
・第1回 幹事会 　  議決権行使による開催
・関西学院大学 鹿児島県保護者交流会 於：城山ホテル鹿児島
・第3回 常務役員会 於：未定
・関西学院大学 山陰地区保護者交流会 於：サンラポーむらくも
・関西学院大学 滋賀県保護者交流会 於：クサツエストピアホテル
・聖和短期大学 地区別教育懇談会 於：シーサイドホテル舞子ビラ神戸
・関西学院大学 教育懇談会 於：神戸三田キャンパス
・関西学院大学 熊本県保護者交流会 於：ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
・関西学院大学 教育懇談会 於：西宮上ケ原キャンパス
・「後援会通信」第59号発行
・関西学院大学 東北地区保護者交流会 於：仙台国際ホテル
・第4回 常務役員会 於：宝塚ホテル
・第2回 幹事会
・関西学院大学 北陸地区教育懇談会 於：ANAクラウンプラザホテル金沢
・関西学院大学 三重県保護者交流会 於：ホテルグリーンパーク津
・第5回 常務役員会 於：大阪市内
・関西学院大学 九州地区教育懇談会 於：ソラリア西鉄ホテル
・関西学院大学 長野県保護者交流会 於：アルピコプラザホテル
・関西学院大学 宮崎県保護者交流会 於：ニューウェルシティ宮崎
・関西学院クリスマスatザ・シンフォニーホール 於：ザ・シンフォニーホール
  （学院・後援会・同窓会共催）
・関西学院大学 北関東地区保護者交流会 於：ホテルマイステイズ宇都宮

※後援会通信59号発行時点で中止が決定している事業。
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石原 明彦
狩野 良子
辻村 光宗
乾 正人
宮田 彰典
山谷 廣一
田代 達也
末廣 公一
川瀬 晴久
太田 和生
田中 幸宏
徳野 義信
高木 伯之
中植 昌則
林 正裕
大久保 章
川岸 悟
保坂 和拓
川端 康文
藤田 澄
濵田 剛
佐藤 栄
中西 康之
本橋 真人
森本 登士

岡本 健一郎
宮永 慎司
朝井 潔
池田 裕次
三原 一浩
坂井 誠
岸 美樹
菰口 太志
渡邉 靖司
柏木 隆史
法学部
長谷川 由里子
西家 伸郎
林 伸行
小林 太郎
加藤 尚平
福井 健司
伊藤 順一
武市 重紀
天野 浩之
川浦 良介
村瀬 謙一
吉見 光太郎
坂本 一輝
山本 美貴

高島 徹
初田 洋介
西本 夏也
東尾 晃寛
栗田 真
水上 篤
松本 昌人
大亀 仁士
戸澤 哲也
堀越 利清
平川 剛士
坂野 浩一
並 司
新谷 誠
小田 達也
原田 剛良
鳥居 浩平
中山 敦央
入江 章浩
村松 勝
越智 淳文
大西 将弘
藤井 秀明
東 浩見
経済学部

瀧川 祥也
後藤 博
古賀 麻依子
戸村 渉
小原 一洋
杉浦 聡史
菊地 勝志
河原 朗生
中村 和夫
谷河 伸介
岡 大
速水 孝治
金野 浩一
別所 真澄
和田 学
新田 隆史
筒井 力也
間邪 まゆみ
中川 善行
西口 敬一
藤原 隆至
茨木 和秀
田村 友二
藤川 隆浩
近藤 義明

木下 賢二
藤原 篤司
杤尾 重幸
中野 通孝
横山 勉
中村 護
蔭山 康二
深見 哲行
森重 彰
荒木 修
商学部
水口 栄二
中川 浩
山田 文彦
岩崎 誉子
平野 寛治
望月 伸治
志水 隆博
中村 信仁
三浦 忠則
坂田 穣
進藤 錬太郎
安本 昌巨
大澤 宅也
溝口 正輝

宗安 一磨
小畑 和成
羽渕 繁
徳尾野 徹
冨尾 太郎
上別府 正人
高橋 成禎
麻田 孝司
新井 肇隆
粟田 耕平
佐古田 正英
宮北 行庸
米田 英一
吉田 幸一
高橋 憲
岡上 明弘
池畑 邦央
谷口 秀人
足立 政裕
奈良 洋二
北森 勝司
己斐 真理
理工学部
岡田 朋之
田中 実

山崎 恵子
中村 光伸
海本 律子
佐伯 明彦
生木 靖人
久保 佳嗣
村岡 弘敏
高濵 昌次
廣瀬 健二
奥山 永二
梶川 文雄
加藤 允康
舩本 和弘
濱田 一郎
原井 健二郎
松井 速人
朝比奈 操
高木 啓
山崎 久
山口 嘉隆
入江 孝裕
谷内 洋之
八田 学
真田 美樹
岸上 泰三

豊後 健太郎
山田 和之
池田 浩之
丸山 朗
河合 正博
石原 芳晴
羽田野 靖
高橋 摂
笹川 裕史
式田 友久
山岡 秀行
総合政策学部
中村 美智也
成山 文夫
清藤 佐久良
岸 健一
二瓶 純
寺西 肇
山岸 以知子
鈴木 太
長浦 剛典
田村 恵子
吉原 史朗
志摩 修司
清 大輔

塚本 渉
村中 宏行
杉浦 淳
大橋 雄八
今井 俊明
田畑 和彦
守谷 譲
川崎 美穂
八百 博徳
中作 良成
長澤 清一
中城 立史
蓬田 毅男
鈴木 規己洋
古田 善裕
前田 陽太
小林 弘和
松野 太一
東浦 稔
鍋野 晃
中元 勲
牧 秀一
人間福祉学部
有村 秀章
網谷 英志

天野 真志
冨田 裕美
改発 賢司
倉本 達
古河 大典
瀬並 浩三
市川 真也
牧野 輝彰
安福 明夫
大崎 隆博
安藤 真貴子
小村 俊哉
宗和 正晴
中村 一紀
堤 洋
松本 和生
安部 恵美
教育学部
北田 こずえ
今井 貴寛
岩舩 紀幸
實生 宗俊
小野田 秀樹
大谷 克也
吉田 裕樹

長村 泰幸
堀井 慶三
加宮 義隆
平見 徹
杉山 亮一
植田 知生
會澤 寿之
渡邉 等
吉田 晴彦
小寺 貴
三浦 叶恵
池上 幹彦
石田 猛
冨永 昌宏
本田 日出男
国際学部
堀 浩一
江越 友範
米田 芳弘
永野元 秀輝
太田 幹也
宍田 千恵子
金原 長幸
梶本 滋久
梁川 英博

廣野 稔
堀内 正行
西田 光生
高木 明生
矢部 裕規
白石 吏
柳瀬 一美
大西 宏志

※換算人数については、小数点以下切捨

２０１９年度　関西学院後援会財産目録　2020年3月31日現在

（単位：円）（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

19年度決算額19年度予算額支出の部
事業費

幹事会・常務役員会
積立金
事務費
予備費

19年度決算額19年度予算額収入の部
会費収入（人数は決算人数）

関西学院積立金取崩

合　計

18,383,018
15,004,747

15,004,747

経常会計　次年度繰越金

前期末未収入金収入

前年度繰越金
合　計

特別会計（積立金）繰越金 （関西学院財務部預り金）
（内訳）預金利息

特別会計決算書　201９年4月1日～20２０年3月31日

運用収入 15,000,000
4,747期首残高

15,004,747合　計

金　額収　入
0支出

15,004,747期末残高
15,004,747合　計

金　額支　出

２０１９年度 関西学院後援会決算書 （２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）

教育懇談会、交流会
学生・生徒の活動・行事援助
　援助（課外活動）
　援助（各部学祭・文化祭）
　援助（その他）
国際交流振興援助費
教育研究活動援助
就職活動援助
海外受入派遣活動援助（大学）
後援会表彰
外国人留学生保険料補助
広報活動援助費
奨学援助
学災保援助費
卒業記念品作製料
入学記念品作製料
新入会員歓迎企画
クリスマス援助費
代議員会
郵送費（成績・通信等）
後援会通信
校歌ＣＤ制作費
後援会ＨＰ運営費

162,820,000
27,000,000
18,000,000
9,000,000
5,500,000
3,500,000
2,500,000
2,000,000
3,000,000
7,000,000
9,000,000

0
4,000,000

19,300,000
6,000,000
9,000,000

14,000,000
3,000,000
3,000,000
8,000,000
2,000,000

22,000,000
1,520,000
2,500,000
3,500,000

15,000,000
1,000,000

621,070
182,941,070

146,076,561
25,656,532
12,584,320
5,962,000
4,500,000
2,122,320
2,200,000
1,069,829
2,676,580
2,452,553
7,460,368

0
2,939,585

18,200,000
5,500,000

11,618,940
13,500,000
2,699,636
3,000,000
6,912,935
2,000,000

22,459,083
714,230

2,431,970
2,090,126

15,000,000
793,365
100,000

164,060,052

関西学院大学

聖和短期大学

関西学院高等部

関西学院中学部

関西学院初等部

関西学院
千里国際高等部
関西学院
千里国際中等部

152,622,000

142,176,000

1,710,000

3,387,000

2,178,000

1,635,000

840,000

696,000
0
0

30,319,070
182,941,070

152,124,000

141,692,000

1,704,000

3,378,000

2,168,000

1,635,000

835,000

705,000
7,000

0
30,319,070

182,443,070

23,615名分
@ 6,000円

284名分
@ 6,000円
1,126名分
@ 3,000円

723名分
@ 3,000円

545名分
@ 3,000円

278名分
@ 3,000円

235名分
@ 3,000円

（単位：円）（単位：円）

19年度決算額20年度予算額支出の部
事業費

幹事会・常務役員会
積立金
事務費
予備費

19年度決算額20年度予算額収入の部
会費収入

関西学院積立金取崩

合　計

前期末未収入金収入

前年度繰越金
合　計

次年度繰越金

２０２０年度　関西学院後援会予算 （２０２０年４月１日～２０２１年３月３１日）

教育懇談会、交流会
学生・生徒の活動・行事援助
　援助（課外活動）
　援助（各部学祭・文化祭）
　援助（その他）
国際交流振興援助費
教育研究活動援助
就職活動援助
海外受入派遣活動援助（大学）
後援会表彰
広報活動援助費
奨学援助
学災保援助費
卒業記念品作製料
入学記念品作製料
新入会員歓迎企画
クリスマス援助費
代議員会
郵送費（成績）
後援会通信
校歌ＣＤ制作費
後援会ＨＰ運営費

156,200,000 
26,000,000 
16,900,000 
9,000,000 
5,500,000 
2,400,000 
2,500,000 
2,000,000 
3,000,000 
7,000,000 
9,000,000 
4,000,000 

21,300,000 
6,000,000 
9,000,000 

14,000,000 
3,000,000 
3,000,000 
2,000,000 
2,000,000 

23,000,000 
0 

2,500,000 
3,500,000 
5,000,000 
1,000,000 
2,527,018 

0 
168,227,018 

146,076,561 
25,656,532
12,584,320 
5,962,000
4,500,000
2,122,320
2,200,000
1,069,829
2,676,580
2,452,553
7,460,368
2,939,585

18,200,000
5,500,000

11,618,940
13,500,000
2,699,636
3,000,000
6,912,935
2,000,000

22,459,083
714,230

2,431,970
2,090,126

15,000,000
793,365
100,000 

18,383,018 
182,443,070 

関西学院大学

聖和短期大学

関西学院高等部

関西学院中学部

関西学院初等部

関西学院
千里国際高等部
関西学院
千里国際中等部

149,844,000

139,446,000

1,626,000

3,408,000

2,196,000

1,638,000

840,000

690,000

0

152,124,000

141,692,000

1,704,000

3,378,000

2,168,000

1,635,000

835,000

705,000

7,000

0
18,383,018

168,227,018

0
30,319,070

182,443,070

23,241名分
@ 6,000円

271名分
@ 6,000円
1,136名分
@ 3,000円

732名分
@ 3,000円

546名分
@ 3,000円

280名分
@ 3,000円

230名分
@ 3,000円

・2020年度予算会費収入は、2020年4月7日現在の学生・生徒・児童数×2019年度予算時と2019年度決算時
の学生員数の差異等から算出

・新型コロナウイルス感染症の影響で、上記の事業に不確定要素が多分にあること、また、学生へのさらなる援助が必
要となることが予想されるため、事業中止等により未執行となった予算は、学生の援助を目的に常務役員会で審議し
再配分する。

 常務役員
会長
田口 明宏
副会長
那須 善行
重久 庄児
会計
馬場 摩貴雄
会計監査
德島 一孝
土山 勝史
庶務
松田 浩一
石塚 英輔
狩野 義仁
田中 深佳子
金丸 康治
藤沢 利恵
柴沼 剛
加地 正和

 幹事
初等部
杉原 由高
和田山 朋弥
辰己 真一
高村 祐輝
西村 総一郎
廣田 雄一
中学部
岡野 泰和
鹿谷 幸平
松本 鉄也
梅田 真樹
岩井 琢磨
羅 賢一
高等部
辰馬 紳介
永井 康晴
中村 雄大
前田 重人
山本 雅彦
酒井 米三
豊田 正明
上田 達志
玉田 明人

千里国際中等部
山本 晴津子
久保田 勝大
濵中 聡子
千里国際高等部
加藤 晴子
福田 明子
河野 淳
岩崎 幸恵
聖和短期大学
信川 貴洋
岡野 久美
神学部
吉田 哲郎
打樋 幸
平松 洋一
大仁田 拓朗
文学部
西 英明
白野 秀継
三浦 義民
冨岡 修
神前 秀樹
増田 敦士
越野 大二郎

半田 善則
八木 直人
中原 和雄
中根 慶太
栗嶋 裕充
船本 洋
上田 寧
沼田 紳次
岡田 光正
小寺 正典
川嵜 成一
遠藤 善三郎
石井 建次
高安 慎一
中村 和正
社会学部
牛島 和幸
上田 晃裕
衣笠 由修
小村 太一
遠山 博昭
樋口 幸弘
尾畑 正治
五十嵐 光博
平尾 学

三上 健治
江藤 誠晃
川崎 敏明
小林 甲児
結城 正人
森川 浩史
石井 茂治
法学部
河野 雄一
南川 宗督
甲斐 裕章
林 晃史
大西 敏晴
斉藤 誠啓
林 秀彦
長沼 秀一
前中 勝彦
千頭 護
竹安 正
難波 悌次郎
藤原 康子
山田 耕司
伊藤 彰紀
辻尾 一仁
森 栄二

市原 敏郎
経済学部
石田 裕子
松 賢児
井田 裕久
岸本 祥
長 浩紀
三宅 智生
赤坂 好宣
山内 知佳
島 俊史
佐伯 元彦
川本 武
板敷 武
鶴留 亮一
阿部 浩士
八島 良
福本 雅仁
川瀬 裕弘
商学部
岸 晴彦
岩國 俊哉
桑田 大介
藤原 二郎
光岡 康智

三木 保宏
岡本 倫子
大口 芳弘
江田 政亮
辻 慎一郎
小川原 秀哉
依田 英之
澤田 朗
岩橋 秀明
鎌田 和之
岩井 弘之
渡部 総一郎
川瀬 康治
理工学部
青柳 文浩
吉田 元一
田邉 雅一
三井 貴雄
石原 伸治
渡部 剛
北川 博雅
西村 勝
野上 益弘
井田 雅章
岸本 功

樋口 哲也
長田 浩一
百道 敏久
渋谷 正喜
冨田 明男
山中 直理
田原 英樹
土井 典子
熊谷 正秀
総合政策学部
須藤 桂太郎
渡辺 幸嗣
原田 達二
中岡 栄三郎
西戸 栄治
松尾 三紀
藤城 敬吾
小林 誠
梅岡 吾郎
芝本 幸恵
森田 雅祐
鎌野 直人
濱松 祐子
二宮 俊二
人間福祉学部

木山 博貴
麻生 智正
辻田 浩之
小林 光徳
釡坂 友規
内藤 俊夫
神田 彰
教育学部
印藤 雅典
立岩 菜摘
青野 英彦
青野 正幸
大西 啓雅
岡部 芳幸
八木 里子
高尾 利之
国際学部
田中 文太
渡部 総一郎
矢川 克己
小野 基次
上田 雄弘
浦川 絵美
松井 繁
永井 浩

 代議員
初等部
江口 公浩
大川 博敏
下浦 伸一
森 光太郎
中田 育宏
野村 文則
中学部
山﨑 準
松浦 光彦
藤本 考秀
瀬賀 誠一郎
有田 泰久
矢内 直樹
児玉 友宏
本間 太郎
岩田 研一
笹倉 慎太郎
阪下 考研
高等部
稲葉 豊
中谷 潤
柳原 勝
岩田 秀樹

森澤 典久
川口 洋
土屋 勇蔵
福岡 孝史
山口 能孝
行俊 美和
辻井 健太
巽 隆太
田中 規貴
安藤 勝康
橋村 勝祐
千里国際中等部
三反田 文優子
西原 麻衣子
那須 智美
千里国際高等部
林 史
岡 弘美
山崎 喜博
五十嵐 美紀
聖和短期大学
岩坂 二規
田代 麻由美
内田 知
水牧 友美

文学部
木戸 征二
太田 保
藤原 英一
仲田 隆宣
吉松 靖子
長井 昭夫
森本 誠吾
清水 元彦
町田 健司
山中 典子
熱田 理恵
萩平 隆誠
大東 洋三
貝田 睦仁
喜井 啓一
植田 昌宏
馬場 基史
柏木 利博
鎌田 紀子
植木 泰博
大谷 洋司
矢野 広行
高木 整治
麻 敏浩

片岡 宏輝
岡本 和司
西尾 就之
徳岡 英樹
蓮井 正浩
呉 実
森重 新二郎
長内 繁樹
西村 和純
冨上 義次
伊藤 友啓
奥野 雅明
小東 ゆかり
森井 敏英
梶本 雅子
平國 宏
稲葉 佳昭
楳崎 明久
衣斐 洋兵
生越 謙治
竹中 美子
久下 晶生
社会学部
清瀬 達也
片岡 浩一

２０２０年度 関西学院後援会 常務役員、幹事および代議員一覧



宝塚
キャンパス

宝塚駅
JR宝塚駅
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手塚治虫
記念館

宝塚
音楽学校宝塚

大劇場

宝塚
ホテル

宝塚キャンパス

〉〉〉 関西学院各キャンパスへのアクセス

〉〉〉 主要駅からの所要時間

大阪梅田キャンパス
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梅田ロフト

毎日放送

大阪駅
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キャンパス

梅田芸術劇場

東京丸の内キャンパス

東京丸の内
キャンパス

八重洲北口東
京
駅

J
R

新丸ビル
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千里国際キャンパス
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中国自動車道
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駅
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線

北千里高

吹田市立
青山台小 青山台中

千
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駅

箕面市立
豊川南小

北
大
阪
急
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線

三田市立
学園小

南
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タ
ウ
ン
駅

神
戸
電
鉄
公
園
都
市
線

ウ
ッ
デ
ィ
タ
ウ
ン
中
央
駅

新
三
田
駅

J
R

兵庫県立
三田祥雲館高

三田西陵高

三田市立
ゆりのき台中

三田西JC
神
戸
三
田

キ
ャ
ン
パ
ス

中国自動車道

神戸三田キャンパス

吉川JCT

西宮上ケ原キャンパス

西宮聖和キャンパス

西宮北口キャンパス

阪急大阪梅田駅 宝塚駅
大阪から

阪急宝塚線 35分

JR大阪駅 尼崎駅 宝塚駅
JR神戸線 6分 JR宝塚線 20分

JR三ノ宮駅 尼崎駅 宝塚駅
JR神戸線 16分 JR宝塚線 20分

阪急神戸三宮駅 西宮北口駅 宝塚南口駅
阪急神戸線

徒歩 約15分

徒歩 約15分

徒歩 約15分

徒歩 約10分15分 阪急今津線 15分

神戸から

宝
塚
キ
ャ
ン
パ
ス

大阪メトロ梅田駅 千里中央駅
大阪から

大阪メトロ御堂筋線・北大阪急行 21分

阪急大阪梅田駅 北千里駅
阪急千里線 27分

バス 約25分

バス 約15分

千
里
国
際

キ
ャ
ン
パ
ス

JR新大阪駅 北口
神姫バス（関学エクスプレス　　　　　　　　　　　　    ）※途中、千里ニュータウン（桃山台駅）を経由約59分 、高速バス  約72分

神姫バス（関学エクスプレス　　　　　　　　　　　　    ）※途中、新神戸駅を経由する便もあり約45分 、特急バス  約68分

神
戸
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス

JR三ノ宮駅
神戸から

JR新大阪駅 大阪駅 新三田駅
JR京都線 4分 JR宝塚線 42分 バス 約15分

※

※

大阪から

新神戸駅 谷上駅 南ウッディタウン駅横山駅

市営地下鉄北神線
8分

神戸電鉄三田線
28分

神戸電鉄公園都市線
6分

バス
約9分

阪急大阪梅田駅

西宮北口駅

阪急神戸三宮駅

甲東園駅

仁川駅

JR大阪駅 西宮駅
JR神戸線 12分 バス 約18分

バス 約18分

阪急神戸線

阪急神戸線 14分

12分

阪急今津線 4分

阪急今津線 6分

徒歩 約12分

徒歩 約12分

バス 約5分

西
宮
上
ケ
原
キ
ャ
ン
パ
ス

大阪から

神戸から
JR三ノ宮駅 西宮駅

大阪から
JR大阪駅 西宮駅

バス 約18分

阪急大阪梅田駅
西宮北口駅

阪急神戸三宮駅

阪急神戸線

阪急神戸線 14分

12分

徒歩 約13分
門戸厄神駅

阪急今津線 1分

バス 約18分（「上ケ原二番町」下車）神戸から

西
宮
聖
和
キ
ャ
ン
パ
スJR三ノ宮駅 西宮駅

西宮上ケ原
キャンパス

西宮聖和
キャンパス

西宮北口
キャンパス

神戸女学院大学

西宮市立
甲東小

美術館
西宮市立
甲陵中

西宮市立
上ケ原小

兵庫県立
西宮高

阪急神戸線

JR

甲
東
園
駅

仁
川
駅

西宮北口駅

門
戸
厄
神
駅

阪
急
今
津
線

西宮駅

プレゼント
の

ご案内

IN
VITATIO

N

プレゼントご応募方法は次ページへ▶▶

向きを変えることにより、
時刻／日付・温度・アラーム・カウントダウンの
4つの機能が切り替わる便利な時計です。

4wayクロック
〈5名様〉

応募締切：2020年11月13日（金）必着
※当選の発表は、各プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

関 西 学 院ならではの 豪 華なアイテムをプレゼント！！
関西学院後援会通信59号よりすてきなプレゼントをご用意しました。関西学院後援会WEB（P.45参照）より

ご応募いただいた方の中から、抽選でプレゼントいたします。皆さま、奮ってご応募ください。

1

女性を中心に爆発的ヒットとなった、
容量120mlの小さな水筒“ポケトル”。

その関西学院特製モデルをご用意しました！

ポケトル
〈5名様〉

2

コットン製のトートバッグ。
口元とハンドルに青色をあしらった、
遊び心のあるデザインです。

キャンバストートバッグ
〈5名様〉

3

タオル生地でできた、
コンパクトなサイズのハンカチです。

ミニタオルハンカチ
〈5名様〉

4

錆びにくいステンレス製のお箸と
KGロゴが入った箸置きのセットです。

お箸＆箸置きセット
〈5名様〉

5

メタリックなデザインの3色ボールペンです。
ビジネスでもプライベートでも
お使いいただけます。

ジェットストリーム
3色ペン
〈5名様〉

6

関西学院のロゴ入りモバイルバッテリー。
外出先でも充電が出来て安心です。

モバイルバッテリー
〈5名様〉

7

天然皮革製の名刺ケースです。
手によく馴染む、独特の素材感を

お楽しみください。

名刺ケース
〈5名様〉

8

クリスタル製のペーパーウェイト。
内部には関西学院のシンボル・時計台が、

レーザー彫刻されています！

オリジナル
ペーパーウェイト

〈10名様〉

9

JR神戸線 14分

JR神戸線 12分

JR神戸線 14分

43 44



　関西学院後援会ＷＥＢの「イベントカレンダー」には、教育
懇談会をはじめ保護者の皆さまにご参加いただけるイベントが
たくさん。Googleアカウントをお持ちであれば、ご自身やご家
族を含めてGoogleカレンダーでスケジュール共有ができます。

　ご自身のGoogleカレンダーの画面が立ち上がり、「これらのイ
ベントを共有しますか？」のメッセージが出るので、共有したいイベ
ントを追加すると、イベントがご自身のＧoogleカレンダーに表示
されます。

P.44に掲載のプレゼントご応募は、関西学院後援会WEB「各種申し込み・アンケート」からお願いします。

＋Googleカレンダーの
マークをクリック!

関西学院後援会のイベント情報を、
Googleカレンダーでチェック！

関西学院後援会　各種申し込み 検 索検 索検 索検 索検 索検 索検 索

こちらからご応募ください。

プレゼントのご応募について

関西学院会館

HERE!

中央芝生中央芝生

時計台時計台

文学部文学部

神学部神学部

経済学部経済学部

中央講堂中央講堂

学院本部棟学院本部棟 吉岡記念館吉岡記念館

ランバス
記念礼拝堂
ランバス
記念礼拝堂

保健館保健館 PP

正門正門

西宮上ケ原キャンパス西宮上ケ原キャンパス

〈ご予約・お問い合わせ〉 関西学院会館   予約センター ℡：0798-54-6013 開室時間9:00~17:00
※年中無休（年末年始・夏季特別期間除く）

Kwanseigakuin Kaikan

関西学院会館HP

関西学院会館は、ご父母の皆さまによるクラス会、クラブ活動の祝勝
会、同窓生による同窓会、結婚式、披露宴など幅広くご利用いただい
ております。サービスなどを担うのは宝塚ホテル。老舗ホテルならでは
の格式高いおもてなしとコラボレートする関西学院会館をぜひご利
用ください。
の格式高いおもてなしとコラボレートする関西学院会館をぜひご利
用ください。

関西学院会館は、ご父母の皆さまによるクラス会、クラブ活動の祝勝
会、同窓生による同窓会、結婚式、披露宴など幅広くご利用いただい
ております。サービスなどを担うのは宝塚ホテル。老舗ホテルならでは
の格式高いおもてなしとコラボレートする関西学院会館をぜひご利
用ください。

関西学院会館meets宝塚ホテル
関西学院会館は、ご父母の皆さまによるクラス会、クラブ活動の祝勝関西学院会館は、ご父母の皆さまによるクラス会、クラブ活動の祝勝関西学院会館は、ご父母の皆さまによるクラス会、クラブ活動の祝勝
会、同窓生による同窓会、結婚式、披露宴など幅広くご会、同窓生による同窓会、結婚式、披露宴など幅広くご会、同窓生による同窓会、結婚式、披露宴など幅広くご利用いただい利用いただい利用いただい
ております。サービスなどを担うのは宝塚ホテル。ております。サービスなどを担うのは宝塚ホテル。ております。サービスなどを担うのは宝塚ホテル。老舗ホテルならでは老舗ホテルならでは老舗ホテルならでは

関西学院会館meets宝塚ホテル関西学院会館meets宝塚ホテル

関西学院会館のご案内

キャンパスウェディング
関学で結婚式

Campus Wedding

　関西学院ではキリスト教主義に基づく生涯教育の一環として、結婚式を執り行っ

ております。歴史を紡ぐキャンパスの礼拝堂での感動の結婚式。卒業生の方 と々ご

父母が母校といつまでもつながりを持ち続けてくださることを望んでおります。また、

関西学院関係者さまならではのご婚礼ご紹介制度もご準備しております。ご紹介者さ

まはもちろん、挙式者さまにも特典をご用意しております。ご結婚をお考えのお知り

合いの方々をぜひご紹介くださいませ。

ご満足いただける結婚式をプロデュースいたします。

関西学院会館ブライダルスタッフがフルサポート！

　衣裳提供から、当日の美容・着付、記念写真まで含め

た「卒業式レンタル衣裳サービス」です。

受付中

場所：関西学院会館1階　「翼の間」

時間：10：30～17：00

日程：10月16日（金）　11月14日（土）

11月18日（水）　12月7日（月）

※状況によりましては、日程が変更になる可能性がございます。

受注会

卒業式はかまレンタル試着・ご予約会

Graduation Ceremony

営業時間 11：00～19：00　年中無休（年末年始、夏季特別期間除く）

ランチタイム 11：00～14：00　

ティータイム 14：00～17：00

ディナータイム 17：00～19：00（ L.O.18：30 ）

※2020年9月1日現在、ディナータイムの営業時間

を短縮しております。

ご予約・お問い合わせ　℡：0798-54-1188（直通）　

関学でお食事

Lunch & Dinner
平日ランチメニュー例

日替わりランチ 930円

日替わりお弁当 1,100円

カジュアルランチ 1,100円

ご予約時に「後援会通信を見た」
のお申し出で

※1グループ4名様まで優待
※有効期限 2020年12月25日（金）まで

※表記の料金は
　2020年9月1日現在の料金です。

4645
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