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表紙デザイン（大阪中之島の風景）：大阪市の中心を流れる堂島川と土佐堀川に挟まれ
た中之島には、大正期から大阪市中央公会堂をはじめ図書館・美術館などの文化施設、
大阪市役所や日本銀行大阪支店など行政・金融の中心をなす施設が立ち並んでいる。
本学園の初代校長・理事長の片岡安は、大阪市中央公会堂の実施設計、日本銀行の設
計に携わるなど、発展期の大阪において先駆的な役割を果たした人物である。
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C o n t e n t s

学長

今年創立40周年を迎えました。
１９75年開学

「ぼくらはみんな生きている」＊―
子供たちは、この歌をいつまで
うたいつづけられるだろうか。
｠
遥かなる未来を見据えて、
みんなで築こう！　誰もが、
平和で自由に生きて
いける世界を。
｠
「さやけき」学び舎の摂南の
すべてが一つの環となって、
若者たちは地域へ、
そして世界へ、飛びたつ。
｠
知 恵 と 真心が人々をつつみ、
世界をあまねく駆けめぐる。
みんないつまでもあの歌を
うたいながら。
｠

＊｠やなせたかし作詞・いずみたく作曲
　「手のひらを太陽に」より

Smart  and  Human

学長
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建学の精神

とうとう

世のため、人のため、地域のために
「理論に裏付けられた実践的技術をもち、
現場で活躍できる専門職業人の育成」を行いたい。

1922年、常翔学園の歴史は「関西工学専修学校」として幕を開けた。
明治維新を契機にわが国は近代化・工業化に向けて大きく飛躍し、
大阪も周辺地域を含め大都市へと変貌を遂げた。
急速な都市化は繁栄をもたらす反面、都市基盤整備を支える技術者が不足し、
これに対応できる技術者の育成が求められた。
時代の要請、社会や地域の要請に応え、世の中に貢献できる人材を育成すること…。
創設者たちの使命と情熱がひとつの学校の開校に向けて大きな原動力となった。
一世紀近く前に掲げた建学の精神は、滔々と流れゆく大河のように
時代とともに教える者、教わる者の思いとして受け継がれていく。

　関西工学専修学校の開校を当時の
新聞は次のように紹介した。「現代の要
求する中堅的専門技術家を養成する
目的を以って篤学の志を懐いて家庭
の事情のため犠牲に余儀なくされて
いる者のために関西工学専修学校を
設立し…」。同校の開校は、まさに「よ
り高度な専門知識を学びたい」と願う
人たちに分け隔てなく門戸を開くこと
が目的であり、官公庁や大学の第一線
で活躍する専門家の協力により授業を
行うという姿勢は建学の精神そのもの
であったといえる。

片岡 安本庄京三郎

とくがく いだ

教育への強い思いが学校創設に 創設からまもなく１００年を迎える

1922年、関西工学専修学校は
専門技術の修得を志す多くの者に門戸を開いた

　関西工学専修学校は、校主・本庄京三郎＊1(ほんじょう 
きょうざぶろう)、校長・片岡 安＊2(かたおか やすし)と
１２人の創設理事が開校に向けて尽力した。本庄は当
時、大阪府西成郡玉出町会議員を務める一方で、多
くの企業経営に携わっていた。関西工学専修学校の
設立・生徒募集活動には本庄が経営する会社の事務
所を使用するほどで、熱意のほどが窺える。
　片岡は建築家として数多くの建物の設計にかかわる
一方で、都市計画の専門家としても著名であり、大阪
の都市基盤整備に尽力した。このような二人は都市整
備にかかる技術者育成の必要性を共有し、その解決
策として教育機関を設立することで協力することと
なった。二人は実業界はもちろんのこと、大阪府や大阪
市にも働きかけて「関西工学専修学校」の開校を成し
遂げた。

「常翔学園」とは
　1922(大11)年10月に開校した関西工学専修学校
から1926(大15)年には同校を設置運営する組織とし
て「財団法人関西工学」を設立。その後、法令改正等に
よる改組や名称変更を経て、2008(平20)年に「学校法
人常翔学園」（以下「学園」とも表記）となった。「常翔」と
は「常に天翔るもの」の意。学園の設置学校には、
24,000人の仲間が学んでいる。

学園章
　1986(昭61)年制定。自然界に
多大の富を与え続ける太陽のフォ
ルムをマークに生かすことにより、
叡智を与え続けるあたたかみのあ
る学園を表現した。またラインは河の水面、永遠に流れ
続ける河をイメージし、停滞しない将来のより勝れた学
問の進歩を表現したものである。

学園カラー
2012(平24)年、学校法人を表す色彩
(法人カラー)を青藍（せいらん)に制定し
た。「青は藍より出でて藍よりも青し」の
故事に基づく。

＊1 本庄京三郎：1868（明元）年、岡山県生まれ。1891（明24）年に東
京法学院（現、中央大）卒。農商務省から民間の保険会社や静岡県、大
阪府に勤め、官職を退いた後、信託会社を設立。さらに西宮市甲陽園
一帯の住宅開発を行う甲陽土地㈱を設立するなどした。現在の西宮
市甲陽園本庄町は本庄ゆかりの地である。

＊2 片岡 安：1876（明9）年、石川県生まれ。1897（明30）年に東京帝
国大学工科大学を卒業。日本銀行技師となる。その後、東京駅などを
代表作とする辰野金吾とともに辰野片岡建築事務所を開設（1922年、
片岡建築事務所開設）。社会活動としても大阪工業会理事長、大阪商工
会議所会頭、金沢市長などを歴任、教育面では京都帝国大学などで講
師を務めた。



現学長
今井 光規
【2007.10.28～】

現理事長 
久禮 哲郎
【2014.1.29～】

　正門近くの前庭に
は、摂南大学の開学
に陣頭指揮をとった
藤田理事長（当時）の
胸像がある。

　摂南大学の校章は、校名の
略称である「摂大」の文字を図
案化してつくられたものです。

摂南大学の略称である
「摂大」を図案化してつ
くられた大学章。

校章タグライン

　賢明な、という意味を持つSmart。この言葉は、本
学の全学部・部署が緊密に連携して強力な“知の
ネットワーク”を構成し、人類がいかに持続可能性を
確保するかという地球規模の課題の解決に取り組
む姿勢を表しています。また、人間的な、という意味
を持つHumanには、コミュニケーション、法令遵守、
奉仕精神など“人と人との絆”を何よりも大切にする
という思いが込められています。「Smart and 
Human」によって、摂南大学が高度な機能と豊かな
人間性を備えた総合大学であることを伝えます。

ユニバーシティーカラー
　摂南大学のユニバーシティーカラーは、
「SETSUDAIオレンジ」です。
「SETSUDAIオレンジ」は、これまでも本学の
シンボルカラーとして使用してきましたが、
2012年 8月 3日に詳細な色指定をもって摂南
大学を象徴する色として正式にユニバーシ
ティーカラーとして定めました。
「SETSUDAIオレンジ」は、「積極性」「若々し
さ」「エネルギッシュさ」を表わすと同時に、「人
間味あふれる教育姿勢」「温もりのある教育環
境」も表現しています。
※上記数値は参考値です。

印刷物（特色指定）
/DIC204  100%
印刷物（掛け合わせ指定）
/M50％+Y80％
RGB値
/R:243 G:153 B:57

SETSUDAIオレンジ

建学の精神に則り、全人の育成を第一義として、
人間力・実践力・統合力を養い、自らが課題を発見し、
そして解決することができる知的専門職業人を育成する。

①入学から卒業まで一貫した少人数ゼミ教育を行い、対人能力等、人とのかかわりを重
視したきめ細かい指導を行う。
②入学時からキャリアデザインを意識させ、就業意欲と実務能力の向上を図る。
③社会のニーズにあわせ、各学部等の個性を活かしつつ、実践を重視した教育を行う。
④教養教育においては、学ぶことや、より充実した人生を確立するための主体的な態度を
身に付け、何事にも真摯に取り組む意欲を育てると同時に、しっかりとした倫理観と豊
かな人間性を培う。
⑤専門教育においては、学術の深化や発展に柔軟に対応できるよう、その根底をなす専
門基礎知識の教授を特に重視する。
⑥各学部等がそれぞれの特色を活かし、学部横断型の授業科目提供など、文理が相互に
バランスのとれた教育を行う。
⑦学生が課外活動に参加することを奨励し、他学部学生等との交流により幅広い知識・
人脈・考え方を持つ人材を育成する。　

教育の理念 教育と経営

歴代学長

開設時理事長

初代学長

2代学長

3代学長

4代学長

5代学長

6代学長

7代学長

8代学長

8代理事長

【1975.4.1～1977.7.31】

【1977.8.1～1985.9.30】

【1985.10.1～1988.3.31】

【1988.4.1～1991.9.30】

【1991.10.1～1993.10.27】

【1993.10.28～1997.10.27】

【1997.10.28～2005.10.27】

【2005.10.28～2007.10.27】

【1969.3.7～2003.1.31】

宮北 敏夫
山口 次郎
奥島 啓弍
牧本 利夫
櫻井 良文
佐谷戸 安好
栗山 仙之助
森本 益之

藤田 進

氏　名 在任期間

教育の方針

学生を中心とした教育体制
実践を重視した教育体制
文理が相互にバランスのとれた教育体制

教育の方法

我ら摂大人  ― シンボルマーク、タグライン、校章、ユニバーシティーカラー

今井学長略歴
　1938年岡山県生まれ。神戸大文学部文学科英米文学専攻
卒。大阪大大学院文学研究科修了。大阪大言語文化部教授、
同言語文化部長などを務め、摂南大国際言語文化学部教授
に就任。国際言語文化学部長、外国語学部長兼大学院国際言
語文化研究科長を務めた後、9代学長に就任した。大学院工
学研究科博士課程、経済学部、看護学部の増設、工学部の改
組（現 理工学部）など大学の一層の発展に尽くしている。専攻
はコーパス言語学。日本中世英語英文学会会長、英語コーパ
ス学会会長などを歴任。博士（比較社会文化）。

久禮理事長略歴
　1969年3月大阪工業大学工学部応用化学科卒。アルフ
レッサファーマ代表取締役社長、同社特別顧問などを歴任。
2010年6月学園評議員に就任。2011年4月学園監事、2012
年7月学園理事、2014年1月から11代理事長を務める。

　SETSUNAN UNIVERSITYの頭文字である“S”
と“U”を組み合わせ、「人」という漢字や、「人」が元
気に歩く姿をシンボライズしました。学生一人ひとり
の個性を大切にする教育方針や、未来へ向かって果
敢に歩んでいく、チャレンジ精神旺盛な校風を象徴
しています。また、融通性・柔軟性に富むフォルムに
よって、 型にはまらない、自由で伸びやかな雰囲気
を伝えます。

「S」と「U」を組み合わせ
「人」という文字を
あらわした
シンボルマーク。

シンボルマーク

摂南大学を学ぶ
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1988年（昭和63年）
多様化する社会生活を支える、
法学知識人の育成を目指して誕生した。
　社会生活の多様化、情報化、国際化が急速に進む中、法的諸問題の発生件数も
増加。必然的に法学の専門知識を必要とする職業分野が著しく拡大したことを受け、
1988年4月に専門知識を活用できる実務型の人材育成を目指し開設した。

法学部
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学部の開設と展開

工科系単科大学としてスタートした摂南大学には
開学当初から総合大学として発展していく
明確な展望と教育ビジョンがあった。

1975年
開学・工学部（現 理工学部）

（昭和50年）

総合大学を目指して開学した摂南大学、
その歩みは工学部とともに始まった。
　大学開設時に設けた唯一の学部である工学部。当初は土木工学科、建築学科、電気工学科、機械工学科、経営
工学科の5学科を設けた。

（現 外国語学部） （現 経営学部）

1982年
国際言語文化学部

（昭和57年）

グローバル化する社会情勢を睨み、
国際人の育成を目指して開設。
　「国際交流の場で活躍で
きる人材の育成」を目的に
1982年4月に開設した。世
界の主要な言語および文化
について総合的な知識を身
につけ、歴史、経済、政治などについて、比較文化的
視野と国際的視野から教育・研究を展開してきた。

経営情報学部
時代を先取りした新学部の誕生は
当時、関西唯一の存在として注目された。
　開設当時は関西で唯一
本学に設置された学部だっ
た。伝統的な商習慣から脱
皮して経営の近代化やコン
ピューター化、国際化など
にも対応できる新しい経営者の育成に貢献した。

　複数学部を持つ総合大学を設置認可申請時より視野に入れて開学した摂南大学。当初は工学部
のみでスタートするも、「バランスのとれた大学、より高度な水準へと教育・研究環境の充実に
向かって最善の努力をする」という決意のもと、学部の増設や大学院の開設に着手してきた。

1983年 薬学部（昭和58年）

社会貢献という教育理念に基づいた教育で
全国トップの実績を誇る学部へと羽ばたいた。
　とくに衛生薬学を志向する学部を目指して1983年4月に開設。「衛生
薬学科」と「薬学科」の2学科からなる。1987年、第1期卒業生130人が薬剤師
国家試験に全員合格するという快挙を達成。開設以降、合格率1位を13回獲得し、全卒業生のうち98.2％
が薬剤師資格を有している。2006年4月に6年制に移行し、1学科編成（薬学科）に変更。

2010年（平成22年）

　現代の経済社会における諸問題に積極的に取
り組むことができる知的・専門的経済人を養成す
ることを目的に2010年4月に開設した。ニーズが
増大している「地域経済」、「観光経済」、「国際経
済」に焦点を当て、発展した経
済理論を基礎として幅広い見
識と豊かな人間性を持った人
材を育成している。

経済学部
地域経済、観光経済、国際経済に焦点をあて、
現場で活躍できる専門職業人を育成する。

（平成24年）2012年
看護学部
これからの医療を支える、
より高度な看護職者の育成を目指して。
　2012年4月に開設した看
護学部。最新の医療現場に対
応できる高い専門性と、総合
大学の利点を生かした豊かな
教養を身につけた看護職者の
育成を目指している。

より高度な専門性と幅広い教養を
備えた人材の養成を目指して

大学院

　1997年4月に法学部を基礎として修士課程を
開設。

　1999年4月に国際言語文化学部（現、外国語学
部）を基礎として修士課程を開設。

　1995年4月に経営情報学部（現、経営学部）を
基礎として経営情報学研究科経営情報学専攻修
士課程を開設。2014年に経済学部が完成年度を
迎え「経済経営学研究科」に改組。経済学専攻と経
営学専攻の修士課程を設置。

　経営情報学研究科修士課程改組に伴い、2005
年4月から開設の経営情報学研究科博士課程を
博士後期課程に改組。

　1989年4月に大学院工学研究科に社会開発工
学専攻、機械・システム工学専攻の修士課程を開
設。1990年4月に電気電子工学専攻修士課程、
2008年4月に創生工学専攻博士課程を増設。
2014年4月に大学院改組により、理工学研究科
の社会開発工学専攻[博士前期課程]、生産開発
工学専攻[博士前期課程]、生命科学専攻[修士課
程]、創生工学専攻[博士後期課程]とした。

　1988年4月に薬学研究科薬学専攻修士課程
を開設。1990年4月に同博士課程を開設。2012
年4月に６年制薬学部を基礎とした薬学研究科医
療薬学専攻博士課程（４年制）を開設。

法学研究科

国際言語文化研究科

経済経営学研究科

理工学研究科

経営情報学研究科

薬学研究科



開学の年から始まった恒例の大学祭「摂大祭」（1984年）

1983年当時の枚方キャンパス

1984年当時の寝屋川キャンパス
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建設中の寝屋川
キャンパス7号館

●摂南大学開学（寝屋川キャ
ンパス）工学部（土木工学
科、建築学科、電気工学科、
機械工学科、経営工学科）を
設置　5号館竣工（3月）

●摂大通信「摂大キャンパス」
発刊
●摂大後援会主催の懇談会
（教育懇談会）始まる

●第２回大学祭開催、テーマ
は”めざそう摂大パイオニ
ア、つくろう摂大スピリット、
「限界への挑戦」

●初代学長に宮北敏夫が就任
●摂大後援会発足

大阪工業高等専門学校（1962年開設）の校地・校舎を引き継
いだ開学当時の寝屋川キャンパス

摂南大学の歴史

1975年（昭和50年）

●2代学長に山口次郎が就任

1977年（昭和52年）

●3号館（寝屋川キャンパス）
改装工事が竣工。同館に図書
館を移転

1978年（昭和53年）

●8号館（寝屋川キャンパス）
が竣工

1981年（昭和56年）
●第1回学位記授与式を挙行
（410人が巣立つ）

1979年（昭和54年）

1983年
●1号館と2号館（枚方キャンパ
ス）が竣工

2月

●薬学部（衛生薬学科、
薬学科）

枚方キャンパスに４番目の学部
を増設

4月

（昭和58年）

1984年
●総合体育館（寝屋川キャンパ
ス）が竣工

2月

●国際言語文化学部海外研修
始まる（米国など4カ国）

6～8月

（昭和59年）

1985年
●3代学長に奥島啓弍が就任10月

（昭和60年）

1986年
●薬物安全科学研究所開設4月

（昭和61年）

●旧3号館（枚方キャンパス）
が竣工。同館に薬物安全科
学研究所を移転

2月

●薬学部第1期卒業生が薬剤
師国家試験に全員合格

4月

1987年（昭和62年）

中庭での談笑風景
（左側建物は寝屋川
キャンパス3号館）

正門
（当時の表札は摂南大学と
 大阪工業高等専門学校とを併記）

社会の動き
●ベトナム戦争終結
●宇宙開発事業団が初の静止気象衛星「ひまわり」を
　米ケープカナベラルから打ち上げ
●日中平和友好条約調印
●国公立大学の共通1次学力試験を初めて実施
●イラン・イラク戦争始まる
●東北新幹線（大宮～盛岡）暫定開業
●パソコン、ワープロ急速に普及
●科学万博「つくば’85」開会
●阪神タイガース初の日本一
●ソ連、チェルノブイリ原発事故

摂南大学の名称由来
　「摂南」は、学園の旧名称であり、1940年代に学園が設立した学校
に付け社会的に認知されていた名前である。学園にとって、この歴史
と由緒ある名前を大学名に託すことで大学の発展を願うこととした。

この地に開学した摂南大学。摂大生は、閉鎖される大阪工業高等専門
学校の学生と高専最後の４年間、学園祭を合同で行った。

1975
1977

1978
1979
1980
1982
1983
1985

1986

●7号館（寝屋川キャンパス）
が竣工。同館に図書館を移転

2月

●国際言語文化学部
（国際言語文化学科）
経営情報学部
（経営情報学科）
寝屋川キャンパスに２学部増設

4月

1982年（昭和57年）

4月

9月

11月

１０月～
１１月

6月

8月

6月

12月

3月

快挙、初めての薬剤師
試験、全員合格

医療系学部新設

総合大学への途へ、
文系2学部新設

第一期卒業生巣立つ

摂南大学開学

大学の開学と発展（1975～1987年）
工学部に続き、国際言語文化学部、経営情報学部、そして薬学部を開設し、
総合大学として歩みはじめた。



1996年当時の枚方キャンパス

新入生歓迎の恒例行事である「春風祭」（1999年）

1991年の「摂大祭」
テーマ「想像的創造～俺たちのRevolution それが摂大祭～」

摂南大学の歴史

1993年当時の寝屋川キャンパス

1988年（昭和63年）
2月 ●11号館（寝屋川キャンパス）

が竣工
4月

●大学院を開設し、薬学研究科
（薬学専攻）修士課程を設置
（枚方キャンパス）
●4代学長に牧本利夫が就任

1989年（平成元年）
4月 ●大学院工学研究科（社会開

発工学専攻、機械・システム
工学専攻）修士課程を増設
（寝屋川キャンパス）

1990年（平成2年）
4月 ●大学院工学研究科（電気電子

工学専攻）修士課程（寝屋川
キャンパス）、薬学研究科（薬
学専攻）博士課程を増設（枚方
キャンパス）

1991年（平成3年）
10月 ●5代学長に櫻井良文が就任

1992年（平成4年）
3月 ●現在の正門(西洋古代石造建

築風)（寝屋川キャンパス）が
竣工

3月 ●12号館（寝屋川キャンパス）
が竣工

1993年（平成5年）
4月 ●経営情報学部に経営環境情

報学科を増設（寝屋川キャン
パス）

10月 ●6代学長に佐谷戸安好が就任

1995年（平成7年）

●大学院経営情報学研究科
（経営情報学専攻）修士課程
を増設（寝屋川キャンパス）

4月

●13号館（寝屋川キャンパス）
が竣工

1月

1994年（平成6年）
●4号館（枚方キャンパス）
　が竣工

3月

●他大学に先駆けてイ
ンターンシップ制度
を正課授業に導入

1997年（平成9年）

●学生海外研修始まる7月

●大学院法学研究科（法律学
専攻）修士課程を増設（寝屋
川キャンパス）

4月

●薬学部卒業生の薬剤
師国家試験合格率が
10度目の全国トップに

3月

●7代学長に栗山仙之助が就任10月

1999年（平成11年）
●大学院国際言語文化研究科
（国際言語文化専攻）修士課
程を増設（寝屋川キャンパス）

4月

2000年（平成12年）
●2号館（枚方キャンパス）の
増築工事が竣工

1月

2001年（平成13年）
●5号館（枚方キャンパス）
　が竣工

1月

●国際会館（寝屋川キャンパス）
が竣工

3月

社会の動き
●青函トンネルが開通し、JR北海道津軽海峡線開業
●瀬戸大橋が開通し、JR四国本四備讃線開業
●天安門事件発生
●ベルリンの壁崩壊
●湾岸戦争勃発
●ソ連邦崩壊
●新幹線東京～新大阪間2時間30分の「のぞみ」登場
●PKO法案成立 カンボジアに自衛隊を派遣
●初の日本人女性宇宙飛行士向井千秋さんがスペースシャトル
で宇宙へ
●関西国際空港が開港
●阪神・淡路大震災
●堺市の小中学校でO157による集団食中毒・全国に広がる
●消費税の税率が5％にアップ
●冬季五輪長野大会　日本は史上最多のメダル獲得
●インドが核実験　パキスタンも初の地下核実験
●米・ニューヨークの世界貿易センタービルにテロリスト誘導
　の航空機突入（9.11）

1988

1989

1991

1992

1994

1995
1996
1997
1998

2001

●法学部（法律学科）を
増設（寝屋川キャンパス）

大学院の開設と教育体制の拡充（1988～2001年）
大学教育に対する社会のニーズの多様化と高度専門化に対応するため、
条件の整った学部から順次、大学院を開設した。
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オリックス・バファローズと教育にかかる
連携協定を締結（2011年）

理工学部・経済学部開
設記念シンポジウムで
ノーベル化学賞受賞者
の下村脩博士が講演
（2009年）

摂南大学の歴史

2002年（平成14年）

寝屋川キャンパスに新1号館が竣工（2011年）

4月 ●工学部の土木工学科を都市
環境システム工学科に、電気
工学科を電気電子工学科に、
経営工学科をマネジメント
システム工学科に名称変更

2003年（平成15年）
4月 ●エクステンション講座始まる

7月 ●第1回FDフォーラム開催

2006年（平成18年）

4月 ●経営情報学部に経営学科を
増設、薬学部を6年制に移行

1月 ●新10号館（寝屋川キャンパ
ス）が竣工。同館に図書館、
情報メディアセンターを移転

2005年（平成17年）

10月 ●8代学長に森本益之が就任

4月 ●国際言語文化学部（国際言
語文化学科）を外国語学部
（外国語学科）に名称変更
●大学院経営情報学研究科
（経営情報学専攻）博士課程
を増設（寝屋川キャンパス）

9月 ●人工芝グラウンド（寝屋川
キャンパス）が竣工

12月 ●摂南大学にシンボル
マーク（P.5）を制定

2007年（平成19年）
10月 ●9代学長に今井光規が就任

2008年（平成20年）
2月

4月

●6号館（枚方キャンパス）が竣工。
同館に臨床薬学教育研究セン
ターを開設
●大学院工学研究科（創生工学専攻）
博士後期課程を増設（寝屋川キャンパス）

2011年（平成23年）
2月
3月

5月

9月

12月

●新1号館（寝屋川キャンパス）が竣工
●プロ野球球団「オリックス・バファロー
ズ」と教育にかかる連携協定を締結
●寝屋川キャンパス新1号館竣工記念
国際シンポジウムを開催
●第１回ホームカミングデーを京セラ
ドーム 大阪で開催
●タグライン「Smart and 
Human」を制定

2010年（平成22年）
3月

4月

●大学機関別認証評価の結果、（財）日
本高等教育評価機構が定める大学評
価基準を満たしていると認定される

●経済学部（経済学科）を
増設（寝屋川キャンパス）
●経営情報学部を経営学部に名称変更
●工学部を理工学部に名称変更
し、生命科学科、住環境デザイン
学科、都市環境工学科を増設

2012年（平成24年）
2月
4月

●7号館（枚方キャンパス）が竣工
●看護学部（看護学科）を
増設（枚方キャンパス）
●大学院の薬学研究科を改組し、4
年制に移行

2014年（平成26年）
4月

12月

●大学院工学研究科を理工学研究科
に名称変更
●大学院工学研究科(機械・システム工
学専攻、電気電子工学専攻)を(生産
開発工学専攻)博士前期課程に改組
●大学院理工学研究科(生命科学専攻)
修士課程を増設
●大学院経済経営学研究科(経済学専
攻、経営学専攻)修士課程を増設
●国連アカデミック・インパクトに参加

2015年（平成27年）
1月 
4月 

●「ISO14001」認証取得
●大学創立40周年

社会の動き
●欧州単一通貨「ユーロ」が流通開始
●FIFA日韓ワールドカップ開催
●アテネオリンピック開催
●京都議定書発行
●愛知万博開催
●JR福知山線脱線事故
●北朝鮮が初の地下核実験
●バリアフリー新法施行
●トリノ冬季オリンピック開催
●米サブプライムローン問題で世界の経済・金融に大打撃
●日本郵政株式会社発足
●北海道・洞爺湖サミット開催
●北京オリンピック開催
●米証券リーマン・ブラザースが破綻 世界同時不況に
●バラク・オバマが第44代米国大統領に就任
●新型インフルエンザ大流行 WHOがパンデミックを宣言
●裁判員制度スタート
●日本年金機構発足
●探査機「はやぶさ」が小惑星「イトカワ」から7年ぶりに帰還
●バンクーバー冬季オリンピック開催
●ニュージーランド南島クライストチャーチで地震発生（M6.3）
●東日本大震災・大津波発生（M9.0）
●東京電力福島第一原発で事故発生
●なでしこJAPANワールドカップ優勝
●東京スカイツリー開業
●ロンドンオリンピック開催
●山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞受賞
●富士山が世界文化遺産に決定
●富岡製糸場が世界文化遺産に決定
●御嶽山噴火、戦後最大の犠牲者発生

2002

2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014

人工芝グラウンド完成イベント（2005年）

2009年
4月
7月
8月
10月

●ポータルシステム運用開始
●新3号館（枚方キャンパス）が竣工
●第1回教職員ワークショップ開催
●理工学部・経済学部開設記念シ
ンポジウムを開催

（平成21年）

更なる教育体制の充実を目指して（2002～2015年）
総合大学としての利点を活かした魅力的な教育を実践するべく、
新たな学部を増設するなど、ますます進化している。
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大学歌とチャイム
　寝屋川キャンパスでは学生に大学歌を
自然に覚えてもらうため、授業の開始・終了
時に大学歌のメロディを約20秒間放送して
いる。大学歌には「真理と秩序の道ありて」
「文化と調和を目に描き」といった「摂南大学
建学の精神」を表す言葉が歌われている。

　筒井順慶の故事「洞ヶ峠
をきめこむ」で知られる
洞ヶ峠一帯に位置する枚方
キャンパス。近くを走る国
道1号線沿いには筒井順慶
の記念碑が建っている。

摂 南 大 学  大 学 歌
学風さやけき摂南の
理想をしめすか生駒山
真理と秩序の道ありて
高きに至る姿なり
若さあふるるこのちから
社会はわれらの
行くを待つ
時代はわれらの
行くを待つ

研鑽たゆまぬ摂南の
知性をうたふか淀の水
文化と調和を目に描き
今日また進み明日もゆく
若さあふるるこのこころ
祖国はわれらの
名を呼べリ
世界はわれらの
名を呼べリ

喜志 邦三 作詞／平井 康三郎 作曲

筒井順慶 記念碑

16常翔学園

7号館



大学で見つけよう、新しい出会い。
摂南で学ぼう、アイデンティティーと生き方、
地域に触れ、日本を知り、世界を学ぶ。

濵田　学生時代に興味関心を持って取り組んだことや、そ
の苦労話などからお話しいただきます。まずはお二人の女
性の先生から。菊田先生は薬剤師という目標を持って薬
学部に、堀井先生は当時女性としては特に珍しかった工学
部機械工学科に入学ですね。　　

2015年は、大学創立40周年にあたり、卒業生は44,820名に上る（2014年3月末）。卒業生
であり、現在本学にて教鞭をとっている４名の先生方に学生時代を振り返ってもらい、摂南に
ついて語ってもらった。新入生へのエールを込めたメッセージとなっている。
出席者：2001年工学部卒業の田中賢太郎先生（理工学部准教授）、1987年国際言語文化学
部卒業の浦野崇央先生(外国語学部教授)、1993年工学部卒業の堀井千夏先生（経営学部教
授）、1995年薬学部卒業の菊田真穂先生（薬学部講師）。司会は1979年工学部卒業の濵田
徹也氏（*教務課長）。

＊所属、役職・職階は2014年度

菊田　学生時代に力を入れたことは、何よりも勉強ですが、
それと同じくらい友人達との時間も大切にしていました。
摂南は、数ある薬学部の中でも進級卒業要件の厳しいこ
とが有名で、設立以来薬剤師国家試験合格率100％と、全
国1位を誇っていました。４年生(当時は４年制）の時に、国
家試験対策として、年末から年始にかけて、泊り込みで朝か
ら晩まで勉強する「合宿」がありました。精神的にも追い込
まれる時期で、勉強は非常に辛いものでしたが、同じ目標に
向かって頑張る仲間は非常に心強い存在でした。また、卒業

研究では、電気泳動や培養を延々と繰り返し、成果が出た時
の喜びを知るとともに、研究の基本である地道な作業の繰
り返しと最後まで諦めない精神を学びました。

堀井　私は、工学的な分野に強い興味を持っていたもの
の、専攻は制御系を希望していたため、基礎分野として学
ぶ機械系の科目にはなかなか馴染めずに苦労しました。そ
のため、学生時代の大半は、見たことも聞いたことも、まし
てや触ったこともない機械器具の操作や、その機構や原
理、材料など基本からの学びに自ずと力を入れることにな
りました。

濵田　菊田先生、堀井先生も入学当初から全力で学習に
取り組んでおられた様子ですが、日々の講義や実験・実習
をこなしていくことで精一杯だったようですね。友達は心
強い味方となりますが、結局は自分との戦いということで
しょうか。男性のお二人の先生は、いかがだったのでしょう。
浦野先生は、外国語学部の前身学部である国際言語文化
学部のご出身ですね。

浦野　最も力を入れたことは、「人脈を作ること」でした。
学生時代、出会いによって得られるものはとても多く、人
とのつながりを持つことは生きる上で必要不可欠という
思いから、積極的に行動し、老若男女、学内外を問わず幅
広く交流を持ち、深めることに努めました。証しとして出
会った方々から名刺をいただくことを心掛け、まずは500
枚入る名刺ホルダーを一杯にすることを目指しました。結
局、一杯にはなりませんでしたが、名刺を見返すことで出
会った当時の思い出が蘇り、初心に立ち返るきっかけと
なっています。

田中　とにかく橋梁が好きでそれに関わる仕事をやりた
いと考えていました。土木分野においても、構造、地盤、水
理など多岐にわたっているので、まずは幅広く知識を得る
ことから始めました。たくさんの知識から自分は何に向い
ているか吟味したいと思い、そこで卒業するまでに200単
位を修得すること、高等学校教諭一種免許状（工業）の取
得を目標としました。結果、197単位での卒業となり、免許
状も取得しました。当然勉強は大変でしたが、数多くの授
業科目を履修した結果、目標を持ち行動することは大切
なことだと学びました。

濵田　開学当初の入学、つまり１期生であったために、先
輩を見習って何かをするのではなく、やることなすことが
初めてといった日々を過ごせたことは、1期生の特権とし
て大変貴重な経験となりました。課外活動団体の結成か
ら、初めての摂大祭開催の準備と大学で泊まり込み、文化
系クラブの団体（現文化会）の立ち上げ、はたまた初の卒

業生が出る時には、その取りまとめやらと、とにかく本業
そっちのけの4年間でした。

濵田　印象に残っている先生はどなたですか。影響を受
けた先生、応援いただいた先生でも結構です。「人脈づく
り」の浦野先生からお願いします。

浦野　インドネシア語東南アジア文化教室の中村孝志先
生に特に印象深い思い出があります。３・４年生の時、毎週
火曜日の18時から22時頃まで、中村先生が研究室で「東
南アジア」についての勉強会を開いてくれました。先生の
ご専門である歴史学分野だけ
でなく、地誌学や文化人類学
的側面からもアプローチし、
ともに議論を交わしながら知
見を深めました。また、4年生
の時には「東南アジア社会学」
という授業で北原淳先生と出
会いました。卒業後、北原先生
がその授業内容を書籍化さ
れ、その本「東南アジアの社会
学―家族・農村・部市」（世界
思想社、1989年）を頂いたと
きの感動は今でも忘れられま
せん。

田中　すべての先生が印象深いのですが、なんといって
も頭井洋先生です。授業では、
構造力学、構造実験、解析学、
振動力学、卒業研究などで指
導いただきました。研究室は、
頭井ゼミに入り、4年生に進級
した時点で大学院へ進学した
いと考えていました。先生の
おかげで、研究がとても楽し
く感じていましたので、大学教
員として働きたいと思うよう
にもなっていました。人生を方
向づけるきっかけとなり、とて
も感謝しています。

学生時代に得る財産、
それは人によりさまざま。
人脈づくり、ものづくり、国家資格取得、
高い目標の達成、初めての体験など

摂南の良いところは、
学生と先生の距離が近いこと。
先生からいろんなことを学ぼう。
積極的にアプローチして
コミュニケーション能力を磨こう。

大学で見つけよう、新しい出会い。
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田中　大学では、いろんな経験をしてください。特に、自
分の将来像を描き、見つけられるようなきっかけを探して
ほしいと思います。きっかけは、学内にころがっているよう
なものです。拾うか拾わないかは自分次第であること。そ
こにいろんな可能性があることを信じ、チャレンジしてく
ださい。何よりもまず自分を信じることです。さらに、でき
れば、早くに自分の夢と希望をもったほうがいいと思いま
すが、決して焦る必要はなく、自分のペースをつかむこと
も大切です。「一日一日を精一杯生きること」をベースに、
「人生を楽しむこと」を加えて人生の設計してください。

浦野　世の中であまり知られていない地域・言語を学び
たくて、摂南に入学しました。入学前、インドネシアという
地域や言語についての知識は全くありませんでした。日本
とは異なる特色をもつ東南アジア地域にとても惹かれ、東
南アジアをみることで「日本」という社会がわかるように
なってきました。現在東南アジアの経済が大きく発展を遂
げ、世界から注目されています。学生時代に関心を向けた
ことが、今につながっていることに学問の素晴らしさを実
感しています。新入生の皆さんには、「自分自身の個性」を
存分に発揮して欲しいと願っています。他者との区別化を
図ることが、必ずや自信につながるものと思います。

堀井　学びたいと考える学問の分野が決まっていても、
いざ、大学に入るともっと多くのことを学ぶ必要があるこ
とに気づかされます。将来、やってみたい分野で十分に力
を発揮するためには、関連する分野についても熟知してい
なければならず、広い視野をもちながら専門性を高めて
いく、大学はそういう場所だと思います。知識に貪欲にな
ることが、一つでも多くのことを吸収することになり、将来
への成長に繋がっていくこととなります。機械工学科出身
である学生が、経営学部で教員をしている。知識を生かす
環境は、必ずしも予め定められているものではないことを
知っておくことも大切だと思います。

堀井　記憶に残っているのは、
切削機やプレス機、溶接機な
ど機械工作の実習で、多くの
ことを体感しながら学んだこ
とです。今でも8号館の前を
通ると、その頃のことを思い
出します。旋盤の目盛り設定
を間違えたり、机の上まで
アーク溶接したりと、相当出来
の悪い学生ではありましたが、
多くの先生方から大変親身な
ご指導をいただきました。そ
れまで女子学生が在籍していな
かったことも手伝っていたように思います。

菊田　やはり個性的な先生方は印象に残っています。講
義の中には、専門分野を全面に押し出したものもあり、学
生レベルでは到底理解できないこともありました。研究室
の指導では、時に厳しい指導で心が折れそうになることも
ありました。しかし、そのような中でも思い切って話すこと
で、コミュニケーション力や人との距離感を養うと同時に、
考えぬくことの大切さを学び、興味ある分野を見つけるこ
とはできると思います。

濵田　先生自身も1期生で
あったことから、少しでも早く
大学としての雰囲気を作り、
学生との距離を縮めることか
ら始める必要があったのかも
しれません。クラブコンパや
合宿となると、全員の先生が
参加するといったことも珍し
くありませんでした。普段の
講義では見せない表情や感
情がストレートに現れ、全員肩
を組んで学歌を歌い、遅くま
で「人生とは何ぞや」と熱く語っ
てくださったりと、互いに、この大学をどうしようかと手さ
ぐり状態だったように思います。
自分の人生に影響を及ぼす先生こそ恩師と呼べるもので
すね。新入生の皆さんが、一人でも多くの恩師と巡り合え
ることが、学生生活の醍醐味の一つですね。

濵田　学生時代の社会の動きや、本学での出来事で覚え
ていることはありますか。

堀井　さすがに四半世紀近く前のこととなると、かなり曖
昧になっていますが、在学中にバブル崩壊がありました。
これにより、それまで推薦をもらっていた企業の数が激減
したことを覚えています。また、情報化社会の本格的な到
来期であり、摂南でも多くの授業でパソコン等を使った授
業が増えていきました。こうした変化の中で、さらに自身
の知識や能力を養うべきだと考えるようになり、大学院進
学を選択する動機にもなりました。

菊田　最も残っているのは、4
年生の1995年1月17日に起
きた阪神淡路大震災です。卒
業試験や薬剤師国家試験を
直前に控えた学生達の間に、
かなりの不安や動揺が広がり
ました。幸いにも本学は被害
が少なく、大怪我をした人が
いなかったため、卒業式や謝
恩会も予定どおり行うことが
できました。また、震災の動揺
と国家試験の重圧の最中、全
員合格は無理でしたが全国1位
という名誉ある実績を守ることができ安堵したことを思い
出します。

浦野　毎年春に学部主催の「国際交流パーティー」が開催
され、英語・スペイン語・中国語・インドネシア語の各言語
圏からゲストを招いて、交歓できたことは印象深い思い出
です。インドネシア舞踊を目の前で観たり、拙いインドネシ
ア語を使って理解を深める機会があったことは、緊張しな
がらもワクワクしたことを覚えています。

田中　学部と修士とで合計6年間、お世話になりましたが、
その間の2002年に土木工学科から都市環境システム工
学科に名称変更となりました。そして、現在、都市環境工学
科の教員として教壇に立っていることに、時代を感じてい
ます。また、4年生のときには寝屋川市駅が高架化されて
立派な駅になり、うれしかった記憶があります。

濵田　最後に、新入生にメッセージをお願いします。

菊田　一言で言えば、「学生の本分は学業である。」と伝え
たいです。社会に出て常に思うことは、「大学でもっと深く
勉強しておけば良かった。」ということです。教員が言うの
ですから間違いありません。学生時代はアルバイトをした
り、趣味を持ち遊んだりと、色々経験をすることも大切で
すが、まず今は、学ぶために生きていることを理解して欲
しいと思います。薬学部や看護学部の学生さんは、医療人
として大切な思いやりの精神を培い、人間性に磨きをかけ
ることを心掛けてください。皆さんが目指す薬剤師や看護
師は、患者さんや医療関係者からも信頼される存在として、
非常にやりがいのある職業であり、皆さんが持つべき目
標は定まっているとも言えます。

濵田　紙面では紹介しきれない程、お話が尽きませんが、
これまでの内容をまとめると、摂南の学生気質は素直で
あり、人間力の成長には欠かせない要素として伸ばしてい
きたいものであること。一方で、ユニークさやひらめき、旺
盛な活動力といった面で物足りなさがあり、人とは違う個
性を学生時代に培うことができれば、自身のプライドひい
ては摂南への誇りなどが、自然と生まれてくるのではない
かという意見もありました。また、一人ひとりの個性が混じ
り共鳴し合う場を提供し、さらに応援することも、先輩とし
て必要だとの意見もありました。我々からのエールが、学
生の皆さんに、摂南を通して見つける生き方の参考とな
れば、先輩冥利に尽きるでしょう。後輩学生諸君のご活躍
を期待します。
本日はどうもありがとうございました。

（座談会実施時期：2014年12月）

田中賢太郎
2001年摂南大学工学部土木工学科卒
2003年摂南大学大学院工学研究科社会開発工学
専攻修士課程修了
摂南大学理工学部都市環境工学科准教授

浦野崇央
1987年摂南大学国際言語文化学部インドネシア語
東南アジア文化コース卒
摂南大学外国語学部外国語学科教授

堀井千夏
1993年摂南大学工学部機械工学科卒
摂南大学経営学部経営情報学科教授

菊田真穂
1995年摂南大学薬学部衛生薬学科卒
摂南大学薬学部薬学科講師

濵田徹也
1979年摂南大学工学部経営紅学科卒
摂南大学教務課長

悩み、苦労しながらも、
頑張っている先輩がいると
後輩は励みとなる。
全ての後輩に、
そんな先輩がエールを送る。

時代の流れとともに、
学生や大学のその時々の表情がある。
社会に正直に向き合うことで
新たな自立の道がある。
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Alumni
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活躍する卒業生

摂南大学で多くを学び、
社会で活躍する卒業生たち。
彼らはここで何を得たのだろうか。
現在、さまざまな分野で活躍する摂南大学の卒業生たち。
社会に飛び立つ前の数年間、この学び舎でどのようなことを感じ、
何を学び得たのか。活躍する卒業生を紹介する。
（男性8名は、2011年10月～12月に取材。所属等は、取材当時のもの。

女性3名は、2014年10月～12月に取材。所属等は、取材当時のもの。五十音順）

　在学中、「学部の友達と旅行に行ったり、学食で話をしたことを思い出します。
ヨット部に所属していたので、友人も増えた。本当によく笑い、よく遊んだ４年間で
す」と楽しかった思い出を語る。就職先のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、大
学３年秋に就職情報誌を見て、「ここだ！！」と直感した。「長い年月かけて準備したこ
とを多くのゲストが喜んでくれる、これが一番のやりがいです」と今はユニバー
サル・スタジオ・ジャパン内のグッズ物販店舗１６店を担当している課長。常に新し
い発想やアイデアが要求されるテーマパーク。学生時代に学んだチャレンジ精神
を活かして、ポジティブに仕事を楽しむ。これにより様々な壁を乗り越えることが
できると信じている。

２０００年３月経営情報学部、経営環境情報学科卒業
㈱ユー・エス・ジェイ　マーチャンダイズ部　課長黒原ひかるさん

時間と自由はある。チャレンジ精神でエンジョイ！

　在学中は、バスケットボール部に所属。楽しい仲間に恵まれ、主将を務めた。
どうすれば全員をまとめ、潜在能力を引き出すことができるのか、リーダーシップ
を試された。クラブもリーグ４部から２部に昇格。それらの経験から「やればで
きる」という信念を培った。「学生時代は友情を育み、人に支えられ、導かれる人生
を決めるうえで大事なときでした。社会に出てからも人との関係が財産になっ
ています」と人との出会いを語る。卒業後、外食産業を経て、1998年9月、松原
市の市会議員に。そして2009年5月、弱冠３８歳で市長に当選した。人口12万
6,000人の松原市のリーダーに期待がかかる。地域の安心・安全、住民の健康
と元気な暮らし。市民と一緒に、地域をどうつくっていくか、課題は多い。座右の
銘とする「心の技に限りなし」と「やればできる」の信念で市政を推進する。

1994年3月経営情報学部経営情報学科卒業
大阪府松原市長澤井宏文氏

人間関係は財産。人との出会いを大切にしてほしい。

　「もともと理系志望であり、薬学部に進み、薬剤師になり、田舎の病院か薬局に
勤めるイメージを抱いていた。だから、今、新薬の開発に携わっている事は想像も
できなかった。新薬で病気を克服する患者さんなどを見ると嬉しくなる」と語る。
島田さんにとって驚きは、知らない世界を知り、自分の成長や社会に役立っている
ことを実感できたこと、また人生のなかで大きな変化に出会えたこと。大学時代、
必死に勉強や研究をし、またいろいろな価値観を持つ人の出会いがあった。今の
会社では治験をモニタリングする。女性の多い職場で自己成長できる環境である。
島田さんのモットーは、「何もせず・考えずとも時間は過ぎる。それならば何か楽し
いことをした方が良い。いろいろな世界を見た方が楽しい」。

1999年3月薬学部衛生薬学科卒業、2001年3月大学院薬学研究科修了
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱　クリニカルオペレーション統括部　マネージャー島田愛子さん

田舎から摂大に進学し、新たな自分を発見したり、感じる事で世界が広がる。

１９９１年３月工学部電気工学科卒業、カルガリー冬季オリンピック（１９８８年）フィギュアスケート日本代表
日本スケート連盟フィギュア審判員、オムロンソーシアルソリューションズ株式会社勤務加納誠氏

　在学中、日本男子フィギュアスケート界の第一人者として全日本選手権２連覇、
ユニバーシアード金メダル、五輪、世界選手権日本代表とキャリアを築く。全日本
では日本人で初めてトリプルアクセルを成功させた。３度目の世界選手権終了後、
13年間にわたる選手生活にピリオドを打つ。「引退し、学業に専念する」と決断した
のは大学３年のとき。「五輪前は後期授業を半分出席するかどうか
という状態で、全日本選手権前はほとんど出席することができ
なかった。いくら五輪のためとはいえ、やっぱりこれではいかん。
勉強も両立しなければ」と心に決め、引退後は卒業に向けて勉
強に集中した。今も会社勤務の傍らフィギュアスケートの審判
員を務めるなど、スケートへの感謝と愛情は変わらない。

フィギュアスケートとともに歩んだ大学生活。

２００４年3月法学部法律学科卒業
弁護士北口星氏

世界を知り、人を知ることがライフワークにつながる。

　在学中は人の暮らしや社会をもっと知りたいと１年間休学し、「ピースボート」
での世界一周に参加。多くの国の人の暮らしに触れながら視野を広げた。「知識
と感性のバランス感覚を養うのは学生時代。知識は学ぶことで得られますが、感
性は人とのつながり、社会とのかかわりの中で培われ、磨かれるものです。その
ために、友達を大切にし、社会にも目を向けてほしい。そして何事にも思いっきり
取り組むことが大切です」。卒業後は経営コンサルティング会社に就職。その後、
一念発起して法律家を目指した。法科大学院を修了し、その年（2009年）に受
験した新司法試験に見事合格。多様な社会経験と法律知識が結びついた。現在
は弁護士として「依頼者に誠実に接し、全力を尽くす」をモットーに仕事に取り
組んでいる。
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摂南大学薬学部で初めての入省者に。

１９８９年３月薬学部衛生薬学科卒業、１９９１年３月大学院薬学研究科薬学専攻修了
厚生労働省医薬食品局血液対策課　血液対策企画官丈達泰史氏
　学部・大学院を通じて環境衛生学研究室に所属。大学院では、人体にとって必須
元素であるセレンの生体内利用について研究。修了後、厚生省（現厚生労働省）
に入省。摂大薬学部出身の国家公務員Ｉ種採用の第１号となり、後進に勇気と
希望を与えた。「研究室の佐谷戸安好先生、中室克彦先生は国立衛生試験所
出身。教育・研究、進路指導と何かとよく面倒を見てくださり、感謝していま
す」と当時を振り返る。「医療・薬学に関する分野は日々進歩しています。この
進歩についていくためには、日々勉強する必要があります。常に国民（とくに
患者さん）のためになる仕事をするという意識を持つことが重要です。組織の
中では、何よりも明るく、元気であること。前向きに行動・実践してほしい」。国
民の健康・医療行政を担う医薬品分野のキャリアとして大きな責任がかかる。

　英語科教員として中学校で実践した授業が高く評価され、大阪府教育センター
の公開授業や、英語授業研究会の全国大会等で実践発表を行う。2008年4月より
大阪府教育委員会指導主事として勤務。目下の仕事は、「義務教育における大阪府
の英語教育をどうしていくのか」。時代の潮流を敏感に感じ取り、未来に生きる今
の子どもたちに、充実した教育をつくりあげていく土台づくりを行っている。英語
教育の原点は、中学・高校時代の経験にある。「英語の勉強で困った挙句、『何のた
めに英語を勉強しているのだろう』という素朴な疑問に包み込まれていました。だ
から、教員になってから少しでも生徒に分かりやすい授業を追い求めていました。
もし教職を目指すのであれば、『なぜ英語を学ぶのでしょうか』という子どもたち
の素朴な問いに、力の限り答え、寄り添う教員になってほしい」と思いを込める。

１９９６年３月国際言語文化学部国際言語文化学科卒業
大阪府教育委員会事務局市町村教育室小中学校課 指導主事信田清志氏

子どもたちの未来のために、より良い英語教育を。

１９９８年３月薬学部薬学科卒業、２０００年３月大学院薬学研究科薬学専攻修了
金沢大学大学院准教授　医薬保健研究域薬学系、医薬保健学域檜井栄一氏

学生時代の厳しい指導が今の研究につながっている。

　学部・大学院は、薬理学研究室に所属。米田幸雄先生（現金沢大教授）、荻田
喜代一先生（現薬学部長）から厳しい指導を受け、研究の醍醐味を知った。「薬
学部の実験実習において徹底的に行われていた『態度教育』に影響を受けまし
た。そして何よりも、両先生がされていた研究に魅力があり、そのとき研究とい
う職業のすばらしさに感銘を受け、将来的には大学の先生になりたい、研究をし
たいと思うようになりました」。目下の研究テーマは、新しい「骨粗しょう症の治
療薬」と「肥満治療薬」の開発・研究。独創性の高い、独自の研究を目指して、米
田幸雄教授とともに学生を厳しく指導する。学生には、「一生懸命勉強をしつつ、
いろいろな社会経験も積んでほしい」と助言している。2012年には日本薬理学
会学術奨励賞、日本薬学会奨励賞をそれぞれ受賞。

　学生時代、建築史・建築意匠の権威、鳥田教授の下で卒業研究に励んだ。この
縁で今の自分があるといって過言ではない。以来、都市計画を専門に研究者・
教育者の道を歩んでいる。「若いときは、無理に目標を立てようと焦って安易に
結論づけて自分を狭く限定してしまうより、常に好奇心のかたまりで、何かに憧れ、
興味津々、ワクワクドキドキする感性を磨くことの方が大切だと思います」。実際に
学生指導のスタンスも「若者の好奇心を刺激する」ことが根底にある。現在の研究
のテーマは、「都市計画におけるモザイク理論の構築」。京町家・町並みの保存と
再生など、都市計画の研究と実践に取り組む。その成果を基に、都市の多様な地
域性、住環境の歴史的特性を生かした都市計画の構築を目指している。歴史都
市・京都を中心に社会的弱者、マイノリティのコミュニティ再生・開発が視点だ。

１９８２年３月工学部建築学科卒業 
立命館大学産業社会学部 教授リム  ボン氏

好奇心を刺激し、感性を磨き続けることで未来は開ける。

　「建物として残る建築に一から携われることは、とてもやりがいを感じてい
る」と建築の魅力を語る。また、「建物のオーナー様を始め、建物を利用される
方々の視点に立って設計するよう心がけています。また、建築技術は常に進
化・発展しているため、最新の情報（機器・法律等）の入手や商材の研究にも余
念がないのです」と抱負を語る。
　女性の進出がまだまだ少ない建設業界において、男性に伍していくのは大
変なことと思われるが、「私は現在育児休暇中ですが、近い将来職場復帰する
際は、上司・先輩の理解を得ながら、仕事を続けていくつもりです。今後は母
親の目線で建物を設計していきます」とのこと。女性の感性を生かすなどその
強さが感じられる。

2009年3月工学部建築学科卒業、2011年3月大学院工学研究科　社会開発工学専攻修了
大和ハウス工業㈱　東京本社　建築事業推進部　企画開発部環境・設備グループ田村優子さん

母親として、妻として、働く女性として目標に向かって楽しんで成長。

　在学中は、硬式野球部に所属し、主将と監督代行を務めた。一般企業に内定して
いたが、野球への思い断ちがたく、2005年に創設された四国アイランドリーグ
（プロ野球独立リーグ）の高知ファイティングドッグスに入団。捕手として攻守に
活躍した。そして2007年のプロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズに
指名され、夢が叶った。3シーズンで通算178試合に出場し、2011年12月にユ
ニフォームを脱いだ。「マリーンズでは満足な結果を残せなかったが、必死に努
力することで、自分を見つけることができました。その自分を信じて今後もが
んばりたい。選手生活を支えてくれた球団スタッフ、応援してくれた両親、ファン
に感謝しています」。大好きな野球に青春を賭けたことに悔いはない。これから
新たな道に進む。

2005年3月工学部機械工学科卒業
元プロ野球 千葉ロッテマリーンズ選手宮本裕司氏

諦めずに自分を信じて努力し続けることで夢が叶った。
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摂南大学を訪れた人々

摂南大学の特別講演会のために
世界で活躍する著名な知識人たちが
キャンパスを訪れた。
これまでさまざまなジャンルで活躍する知識人たちを招いて開催した講演会。
その貴重な話の数々は、学生や教職員など多くの聴講者たちの胸を熱くした。
（敬称略）

　ノーベル物理学賞受賞者・江崎玲於奈氏を講師に
迎え、「科学と技術」をテーマに特別講演会を開催。講
演は約1時間半にわたり行われ、主に日米両国の科学研
究、技術開発の特徴についてわかりやすく解説され、多く
の学生や教職員たちに深い感銘を与えた。

　東京、メキシコオリンピックサッカー日本代表でヤン
マーディーゼル（株）サッカー部監督の釜本邦茂氏を講
師に招き、特別講演会を開催。釜本氏は主にサッカーで
の自身の経験やエピソードを交えながら、「根性とは何
か」について約1時間にわたって講演された。

　「反省と希望」というテーマで行われた特別講演会。
「反省とは20世紀を振り返っての反省であり、希望とは
21世紀に生きる諸君たちの希望である」と語る今西博
士。会場には早くから学生、教職員が多数詰めかけ、博
士の講演に聴き入っていた。

　ノーベル化学賞を受賞した京都工芸繊維大学学長
の福井謙一博士を迎えて特別講演会を開催。講演は
「科学と自然」というテーマで約1時間にわたって行わ
れた。当日は大教室が700人の聴講者でぎっしりと埋
まるほど大盛況だった。

1978年12月7日　
江崎玲於奈（ノーベル物理学賞受賞者）

1980年6月19日　
釜本邦茂（五輪サッカー日本代表）

1981年6月4日　
今西錦司（京大名誉教授）

1983年10月10日　
福井謙一（ノーベル化学賞受賞者）

　ロサンゼルスオリンピック（1932年）三段跳び金メダ
リストで、鳥取女子短大学長の南部忠平氏を講師に迎え
た特別講演会。南部氏は若き日の競技生活時代を中心
に回顧し、貴重な体験談、苦労話などを講演し、その人生
観の一端を披露された。

　冒険ヨット史上に輝かしい
金字塔を打ち立てた名ヨット
マンの堀江謙一氏。特別講演会では、小型ヨット「マーメイ
ド3世」で西回りの単独無寄港世界一周・早回り新記録を
樹立したときの模様を、ときに笑顔を浮かべながら、さわ
やかな口調で語られた。

　落語家の桂枝雀氏を講師に迎えた特別講演会。「私の
英語落語―緊張と緩和」と題して、ホノルル、ロサンゼル
ス、バンクーバーの3都市で英語落語を5講演行ってき
た話を中心に進められた。講演の中では英語落語も披
露。日本語での説明も加えるなど、さながら英会話教室
のようだった。

　元ソ連大統領のゴルバチョフ氏を迎え、OITホー
ルで特別講演を開催。摂大、大阪工大の学生などを
前にゴルバチョフ氏は環境保全の必要性を訴え、ロ
シア情勢にも触れるなど約1時間にわたって講演を行
い、満員の聴衆に多大な感銘を与えた。

1984年5月25日
南部忠平（ロス五輪金メダリスト）

1984年11月16日　
堀江謙一（冒険家）

1987年12月9日　
桂枝雀（落語家）

　映画解説やDJなどで人気のタレント・浜村淳氏を
講師に招き、「人・街・夢」をテーマに特別講演会を開
催した。浜村氏はチャップリンの代表作などをお馴染
みの名調子で解説するなど、人間の心を映画を通して
熱弁した。

　日本を代表するSF作家で、代表作「日本沈没」などで広く
知られる小松左京氏を講師に招き、特別講演会を開催。
「SFの作法」と題された講演で、恐竜の絶滅、人類の祖先、
タイムマシン、透明人間など、SFのエッセンスの数々を
紹介。“さすがSF界の先駆者”と聴講者をうならせた。

　吉本興業代表取締役会長の中邨秀雄氏を迎え、「自
分が楽しむ。だから成功する」をテーマに特別講演会を開
催。45年以上に及ぶ吉本興業での経験の中で、中邨氏が
育ててきた明石屋さんま氏など所属タレントのエピソード
を交えながら、ユーモアたっぷりに語った。

　学園創立80周年記念行事の一環でアルバート・ゴア
元米国副大統領を招き、記念講演会を開催した。摂大、
大阪工大の学生などを前にゴア氏は「21世紀の科学技術
と地球社会の発展」というテーマで、コミュニケーション
技術の進歩に焦点を当て、国家や世代、歴史を超えて
問題解決に必要なものの本質について語った。

　摂南大学創立30周年記念事業の一つとして、人工
芝グラウンド完成記念イベントを開催。講師に招かれた
ラグビー日本代表で神戸製鋼ラグビー部所属の元木
由記雄氏（大阪工大高1990年3月卒）が、「ラグビー
が私に教えてくれたもの」と題して講演した。

2001年10月23日　
中邨秀雄（吉本興業会長）

2002年10月11日　
アルバート・ゴア（元米国副大統領）

　摂南大学創立30周年記念
シンポジウム「少子高齢化時代
をどう生きるか」が、読売新聞
大阪本社と共催で開かれ、作家の養老孟司氏が「なぜ日
本は『少子高齢化』したか」と題して基調講演を行った。

　「緑色蛍光たんぱく質（GFP）の発見と生命科学への
貢献」により2008年にノーベル化学賞を受賞した下村
脩博士を講師に迎え、理工学部・経済学部開設記念シ
ンポジウムを開催。博士は「オワンクラゲ発光たんぱく
質の魅力」をテーマに講演した。

　テレビ番組などで活躍している経済アナリストの森永
卓郎氏をゲストに迎え、経済学部の開設記念シンポジウ
ムを開催。森永氏は「経済効果の変化～日本経済の長期
展望」というテーマで基調講演を行った。

　経済学部や理工学部などの教育・研究施設を配置し
た新1号館の完成を記念して国際シンポジウムを開催。
3分野で国際的に著名な専門家を招き、地球と人類が
直面している困難な諸問題を参加者とともに考えること
を目的に行われ、他大学や企業の研究者、一般の方など
延べ658人が出席した。

　看護学部開設記念シン
ポジウム（テーマ「暮らしの
中の医療」）を医師にして
作家、「チームバチスタの栄光」の著者として知られる
海堂尊氏を招いて開催。海堂氏は、「カラダを知ろう、医療
を知ろう」と題して基調講演を行った。

2005年10月8日　
養老孟司（東大名誉教授）

2005年9月11日　
元木由記雄（ラグビー選手／神戸製鋼スティーラーズ）

2009年10月14日　
下村脩（ノーベル化学賞受賞者）

2010年9月5日　
森永卓郎（経済アナリスト）

2011年10月14日　
海堂尊（作家・医師）

2011年5月28日
サスキア・サッセン（コロンビア大学教授）
ハンス・ウルリヒ・デムート（マルティン・ルター大学教授）
ハッシェム・アクバリ（コンコルディア大学教授）

1993年4月23日
ミハイル・ゴルバチョフ（元ソ連大統領）

1995年12月13日　
小松左京（作家）

1993年12月13日　
浜村淳（タレント）

※敬称略
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　枚方キャンパスでは、2013年に30周年を迎えた薬
学部と開設間もない看護学部の学生がともに大学生
活を送る。クラブ活動や学園祭の運営、地域活動によ
る社会貢献活動なども一緒に行い、連携意識を持つ。
こうした環境は、薬学部のこれまで培った歴史・伝統意
識と看護学部の新たな歩みへの思いが融合し、両学部
の学生が自然と影響し合う。
　安全で質の高い医療サービスを提供するため、看護
職は薬に強いことが求められる。薬物治療のニーズが
高まるなか、その専門家の薬剤師とともに薬物療法に
関する知識なども必要となっている。薬学部生との合
同演習では、模擬電子カルテから読み取った患者情報
をもとに、看護計画・薬物治療計画を立案したり、クリ
ニカルパス(治療計画スケジュール)を作成するなど、
徹底してチーム医療を意識した教育が行われお互い
に切磋琢磨する。

　大学院進学を希望する学生や医療現場で働いてい
る看護職者に対して、より高度な看護実践能力と研究
能力を養う教育の場として大学院の開設の準備をして
いる。

　1988年4月には、大学院薬学研究科修士課程が開設
された。その結果、研究室に残った大学院生が後輩たち
を指導するという体制が生まれた。先輩たちは自分た
ちの経験を基に、努力すること、一生懸命学ぶことの大
切さを伝え、後輩たちも受験経験者からアドバイスを
求めるなど、思わぬ効果があったという。

　本学部における就職率は以前から非常に高い。その
理由は国家試験の合格率の高さが挙げられる。就職先
の病院や薬局としても「絶対国家試験に合格する」と
いうことで安心して内定が出せるというメリットがあ
る。また、実習における「態度教育」の実践も理由のひ
とつだろう。1年次から実習に取り組む姿勢（やる気）や
コミュニケーション能力など、トレーニングを一貫して
行ってきたことは、3年次以降の就職活動においても
大いに役立っている。これらの成果は卒業後にも発揮
され、ある薬局では管理職を含めたリーダーの多くが
本学の卒業生というところもある。一般的に薬剤師は
「頭は良いがおとなしい」と言われるが、本学部の卒業
生たちは人とのコミュニケーションに長けた人が多く、
企業や社会から高い評価を得ている。こうした評価は
学生時代のトレーニングの賜物といえるだろう。

建学の精神と教育理念を読み解く（1）

摂南大学

　これからの医療に貢献できる薬剤師の育成を目指して
1983年に開設された薬学部。開設時には、薬剤師の
国家試験において「全員合格」という大きな目標が掲
げられた。本学はこの目標を達成すべく、4年次生全員
を対象に学業の総仕上げとなる「総合薬学演習」制度
を導入した。
　「総合薬学演習」では、講師以上の全教員が専門分野
を活かした授業を担当。全教員が強い熱意をもって学
習支援を行い、国家試験合格に向けて学生たちを後押
しした。また、全教員が参加することで少人数指導が可
能となり、学生の状態を見ながら細やかな教育を行う
ことができた。さらに4年次の卒業研究においても、研
究室に所属している若い教員たちが国家試験対策を
研究室単位で行うなど、まさに「全員体制」で国家試験
に取り組んでいた。

　4年次の12月からは国家試験に向けて、約1カ月
間に渡る「合宿勉強」を大宮キャンパスにある研修棟
で実施。ほとんどの学生が参加したこの合宿では、学
生たちは毎日夕方まで通常の授業を受け、深夜まで
自習室で勉強した。教員は交代で研修棟に宿泊して

学生の体調管理を行うなど、勉強に集中できる環境
づくりに努めた。ともに濃密な時間を過ごした学生た
ちは、まさに「同じ釜の飯を食う」といった感覚で、一
丸となって合格という大きな目標に立ち向かう意欲
を高めた。
　1～3年次では、午前中は授業、午後からは実習という
時間割が毎日続く中、レポートの作成に追われる学生
も多かった。そのため、午後7時に閉館していた学部図
書館は、「とにかく遅くまで開館してほしい」という強い
要望に応えるべく、自習室は夜10時まで利用できる
ようになった。
　また、当時は実習が思うようにいかない場合には、
「成功するまでとことんやりたい」という学生が多かった。
そのため、実験を一時中断して教員と一緒に夕食をとり、
再び実習を続けるということも頻繁にあったという。
　このような教員と学生の努力が見事に実を結び、第
1回卒業生130人全員が薬剤師の国家試験に合格する
という快挙を成し遂げるのである。

　他の大学では見られない本学独自の取り組みを続
けた結果、第1期卒業生以来、13回、薬剤師国家試験
合格率全国1位という快挙を達成。
　先輩たちの偉業に現役学生たちはプレッシャーを感
じることもあったが、これまでに醸成された「学生と教
員がともに汗をかいて頑張る」という文化の中で努力
し続けることで、そのプレッシャーに打ち勝ってきた。
　国家試験合格率全国1位の達成は以前にも増して
難しくなっている。しかし、これまでに培ってきた経験
やノウハウを活かし、昔と変わらず学生・教員が目標に
向かって努力することで、今も全卒業生の98.2％が
薬剤師の資格を有するという快挙を成し遂げている。

「薬学教育といえば摂南」と呼ばれ
るほど多くの優秀な薬剤師や製薬
企業人を輩出した。

「国家試験全員合格」という
目標の下に全教員が集結。

教員の熱心な指導と学生の努力が結実し、
卒業生全員合格という快挙を達成。

研究室の再編や研究活動の多様化が
薬学部の発展をリード。

全国トップの教育実績を誇る薬学
部との連携教育でチーム医療に貢
献できる看護職者を養成。
看護学部では、「薬に強い看護職者」を育成
するため薬学部生と合同演習を始める。
摂南IPE（専門職連携教育）の歴史が始まる。

摂南大学薬学部OB・OGはさまざまな業種の
第一線で今も活躍を続けている。

大学院看護学研究科(設置認可申請中)への
進学により高度専門職業人への道が目指さ
せる。将来の活躍の場は多彩である。

開設以降13回、薬剤師国家試験
合格率全国1位を達成。

人類の健康、医療・福祉に貢献する「薬学」「看護」で
社会の発展に貢献できる人材を育成する。

日本の薬学界をリードすることを目標に教員と学生がひとつになった。
～摂南大学の人材育成の使命と情熱、そのひとつとして薬学部の独自の取り組みを紹介する。～
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摂南大学

産官学連携プロジェクトを通じて
地域に貢献する大学の役割。

過疎地域の活性化に貢献する『和歌山県すさみ町プロジェクト』
・農林水産省等が主催する「オーライ！ニッポン大賞」で審査委員会会長賞
・文科省の「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」合同フォーラムにおいて、
 最優秀の「グランプリ」をそれぞれ獲得

　本学は「地域に開かれた大学」を目指し、地域との連携
を求める改正教育基本法施行に先行し２００６年４月に
「摂南大学地域連携センター」を開設。地元自治体の寝
屋川市、交野市、枚方市、門真市、寝屋川市の友好都市
である和歌山県すさみ町、和歌山県由良町のほか、北
大阪商工会議所、茨城商工会議所、奈良県の葛城市経
済倶楽部、大阪府枚方土木事務所等と包括連携協定を
締結、総合大学の特性を活かし、地域社会の皆さんとと
もに「共創の活動」を展開している。交野市の総合計画
策定作業支援業務、寝屋川市の新しいロゴマークや香
里園情報誌の作成、すさみ町の活性化プロジェクトを
はじめ各地域での貢献活動に学生が教職員とともに参
画したり、独自の活動を展開するなど、本学の教職員と
学生の活躍に対して地域の方々から高い評価を得てい
る。地域連携センターでは、学生が本学や地域に愛着を
持ち地域貢献活動への動機付けとなることを目的に２０
１０年から「北河内学」を教養特別講義として開講し、１００
人を超える学生が聴講。地域の各分野で活躍する方々
のリレー形式の講義に学生から「授業はどれも魅力的
で受講して良かった」との多くの声が寄せられている。
　2014年から、北大阪商工会議所との協定により、管
内の枚方市、寝屋川市、交野市が抱える各課題の解決
を促進し、本学の教育・研究機能を産官学連携等に生
かし、地域発展、地域等社会貢献に寄与する。学生には、
実践教育のフィールドとなる。

地域の各自治体や各種機関・団体との連携活動

　2011年3月10日、本学はオリックス・バファローズ
（オリックス野球クラブ株式会社）と教育に関する協定を
締結。この協定は、大学の持つ知的資源を地域貢献に結び
つける取り組みを促進したいという思いと、地域密着、ファ
ン目線重視というオリックス野球クラブの思いが一致した
ことによるもの。球団職員による講義や球場でのフィール
ド調査を実施するなど、現実の球団による生きた経済活動
を実体験し、経済学を実践的に学ぶことができる。

「オリックス・バファローズ」との教育にかかる連携協定

（写真左上から順に）
●葛城市で活躍中の吹奏楽部
●交野市キッズ防災教育を展開するボラスタ
●寝屋川市駅前での東日本大震災募金活動
●寝屋川市の「エコ仮面」を講師に招いた
　「北河内学」

　2010年3月3日、本学は新たな学生の活動のフィール
ドを求めて、和歌山県西牟婁郡すさみ町と包括連携協定
を締結した。締結式で橋本明彦町長（当時）は「学生の来
訪で町民が元気になる」、今井光規学長も「社会貢献を通
じて学生が自信を持ち、自分を磨いてほしい」とそれぞれ
期待を込めた。すさみ町は海と山と川に恵まれた自然環
境にあるが、過疎と高齢化問題を抱えている。『和歌山県
すさみ町プロジェクト』は「摂大生の若い力で住民を元気
づけ、地域の活性化に貢献する」とのミッションの下、同町
内の廃校となった木造の小学校を活動の拠点にしてス
タートした。
　その第1弾として、摂大クラブサークルのボランティア・
スタッフズ（愛称・ボラスタ）50人の学生の活動がある。
「すさみ町の人は温かく親切。町おこしに少しでも貢献で
きれば」との思いがボラスタの学生たちを動かした。町
おこしの行事として「ケンケンかつお祭り」（3月）や「イノブ
タダービー」（5月）の運営に参画。そのほか、夏休みには
同町と寝屋川市の小学生を対象に「自然体験教室」を開
催した。また、継承が危ぶまれる佐本地域のお盆の伝統行

事に協力、伝統行事を学生がサポートすることにより町
おこしをする。山間部の佐本地区に200年以上前から伝
わるお盆の「柱松」は、担い手不足で数年前に途絶えた。
学生たちの若い力は、プロジェクトを立ち上げた翌年に
この伝統ある祭りを復活させた。
　第2弾は、2010年度から始まった「ＰＢＬ型＊学生プロ
ジェクト」の一環として、同町の過疎地活性化・津波対策・
観光活性化・木匠関係をテーマに展開される活動だ。一
連の活動の中で、2011年12月に「大地震災害における
人的被害を減らすプロジェクト」の報告会を同町内で開
催した。学生手作りの津波避難対策の地形模型を囲み、
町民らと学生が東日本大震災を教訓に津波対策を真剣
に討議した。
　和歌山県の新事業で全国初の「大学のふるさと」制度
は本学とすさみ町が2010年に締結した包括連携教育
をモデルにしている。この制度の一環として、2014年10
月、すさみ町とともに由良町と協定締結した。「地域間・
世代間交流」と「薬草や特産品による産業振興」をテー
マに協働活動を行う。

卒業生が一堂に会した
ホームカミングデー

フィールド調査風景

学長（左）と町長の思いが一つに（締結式） 手作り地形模型は大好評（報告会）200年の伝統ある「柱松」が復活

＊「PBL型」：PBLとはProblem Based Learningの略。
社会活動の実践を通じて自ら課題を発見し、解決策を社会に提案・実践・還元することで、主体的に行動する力を身につけること。
本学の「教育の理念」に通じる学生に求められる能力。

地域社会との連携を通じて、本学の教育・研究成果を
地域社会に還元するとともに、地域社会の活性化を目指してさまざまな活動を実施している。

　薬学部では「新しいスキルとこころ」を身に付けた
“未来型薬剤師”の養成を目指し、地域の病院、保険
薬局、 ドラッグストアと本学は「教育・研究の連携と
協力に関する協定」を締結している。主な事業内容は、
大学と連携先の双方向の人的交流と、医師、薬剤師、
看護師が学生の教育に参画するチーム教育の体制
構築の2点であり、地域医療の向上に貢献する新たな
取り組みとして、各方面から注目を集めている。

病院・薬局との教育研究連携
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若い力が学生プロジェクトを生む。
さまざまな挑戦を通して自らの成長につなげる。

　本学近隣の小学生を対象に、北大阪商工会議所青
年部との協同で、「こども株式会社　ジュニア・エコノ
ミーカレッジ」を実施している。本プロジェクトでは、子
どもたちは、擬似株式会社を設立し、資金調達、仕入
れ、販売、決算等企業・会社経営の体験を通じて社会や
経済・経営の仕組みを学ぶ。学生は、小学生をサポート
する立場で関わることで、大学で学んだ理論の理解を
深め、実践力を修得する。全国で20程の商工会議所等
が開催、本学は、全国初の学生サポータ協力隊である。

こども株式会社の設立と経営

　理工学部テクノセンターは、「ものづくり」の拠点である。ここを拠点に学
生フォーミュラプロジェクトがある。学生たちで、企画、設計、開発、走行試験
といった一連の自動車開発に取り組み、自動車技術会が開催する「全日本学
生フォーミュラ大会」に出場、「車検」「動的審査」「静的審査」の3競技に挑む。
「車検」では性能や安全性が審査され、これに受かると「動的検査」として
サーキットを走行する。完成車の量産・販売計画、コスト計算など、「静的検
査」がある。このプロジェクトには理工学部学生だけが参画するのではな
い。オール摂大としてチーム摂大がある。経営学部生のリーダーが「静的
検査」のプレゼンを行う。挑戦して5年になる。2012年、スポーツマンシップ
賞受賞、2014年、「車検」合格、「動的審査」の「オートクロス」出場という結
果を残している。

学生フォーミュラプロジェクト

　毎年、仮想の事件を題材に、被疑者、被害者、弁護
士、検察官など刑事裁判におけるさまざまな役割を学
生一人ひとりが担い模擬裁判を行う。裁判長に現役弁
護士を、裁判官には卒業生や社会人を招くなど、法学
部の学生が繰り広げる実践的演習です。裁判を題材
に、実践を通じて多くの学生が成長を遂げる。

模擬裁判

本学の教育の特色、強みとして、少人数教育がある。教員は学生一人ひとりを見守りながら
その成長を願う。少人数教育の中で、学生自らが主体的に学び、考え、行動することが求められる。
また、課題を探し、その解決策を見出す、この学生のアクティブ・ラーニングは、
さまざまなテーマで学生プロジェクトとして取り組みがなされている。
そして、多くの先輩が苦労や悩み、達成感や喜びを仲間と共有しながら、
自らの成長を求めて挑戦している。

　寝屋川市立池の里市民交流センターで実施する子
どもたちへの環境学習支援に、学生が企画・実施担当
としてかかわることで、市民ボランティアと子どもをつ
なぐ架け橋となることを目指して活動している。地域
の子どもたちの環境学習支援プログラムの企画・実
践の手法を体得するとともに、活動を通じて、淀川水
系を中心とした環境保全と河川管理について問題を
理解し、その解決策について考察する。 世代を超えた
人々と交流することでコミュニケーション力を学び、
自分たちで企画・実践する力を身につける。

寝屋川市における環境学習支援と淀川水系を
中心とした流域連携プロジェクト

　地域の活動に継続的に参加して、公的団体等が目指
している社会貢献や地域活性化の取り組みの実際を体
験する。そして、学生自身が自らの役割を考え、情報を集
め、技能を磨いて、地域に貢献する実践的な活動を目指
す。そうした活動を通じて、学生の自立心と実践力を養
成する。また、門真市、寝屋川市、 茨木市などで開催され
ている市民まつりやイルミネーションイベント、ビジネス
プランコンテストへの参画や作品出展を行い、その過程
において状況観察、情報収集、イベントのコンセプトに対
する理解を深め、社会に貢献する活動を自ら実行する。

地域＾3＋自分　～「地域」に行き、「地域」を知り、
そして「地域」と「自分」について考える。

　建築防災工学研究室では、大地震災害後に徒歩帰
宅する本学学生をサポートするためのスマホ用アプリ
「摂南大学避難マップ」を開発した。このマップには、避
難ルートや避難所の他、危険箇所も搭載されており、
ゼミ生が3年間かけて情報収集した。アプリは（株）昭
文社との協働開発であり、現在も無料で公開している。

建築防災工学研究室における災害時の帰宅
支援スマホアプリ開発

　学生たちの発案で、家庭で飾られなくなったひな人形を集め、巨大な
ひな段を作るプロジェクトである。2012年度は京都のホテルで、翌年か
らは大阪くらしの今昔館で、学芸員をめざす学生が中心になり実施。江
戸時代の人形を含む1000体以上のひな人形を、高さ5mの大ひな段に
並べ、学生が不要な布で作った花で飾り付けをする。ひな祭りの解説は
英語でも展示し、外国の観光客を日本の伝統文化でお出迎えしている。

「京の大ひな祭り」「浪速の大ひな祭り」
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『国際協力機構 JICA』

世界や歴史にふれることで
夢をサポートする取り組み。

　本学はＪＩＣＡボランティアの青年海外
協力隊として活躍する現役学生の数で
他を圧倒している。その最大の理由は、
課題解決型授業であるアクティブラーニ
ング式PBL授業の実践にある。教育理念
に基づく「人間力の育成」の教育により責
任と行動力を身につけ、地域社会や国際
社会への貢献を促している。帰国後は、
国際機関、NGO、貿易企業、教員などに
就職し、社会的な評価を得ている。

活動国／任地：ブルキナファソ（西アフ
リカに位置する内陸国）／ディエブグ

活動国／任地：ヨルダン／アンマン

現地の青年団体と企画した夏キャン
プに参加した子どもたちと一緒に
撮った写真。

フセイン乳幼児院『糸引絵で最後に
紙を開いた瞬間、「わぁ！すごい！」と、
不思議な模様に驚く子どもたち。』

JICA 青年海外協力隊として、約30人もの現役学生が海外で活躍している。
現役学生数では全国トップクラスを誇る。

2014年3月現在

日本軍政下のインドネシアで上映された貴重な映像を収蔵。
『歴史映像アーカイブ』

各分野で大きく羽ばたいた先輩がいます。
「目指せ!  日本から世界へ」

　本学図書館では、日本軍政下のインドネシアにお
いて上映された映画を収蔵している。全6巻からなる
この資料はオランダの国家情報局が管理する映画
フィルムをビデオテープに複製したもので、収録数は
77種類、収録時間は11時間14分に及ぶ。これらは太
平洋戦争時にインドネシアを占領した日本の軍政当
局が、「民心を把握」するための住民に対する宣伝活
動、当時の言葉でいう「宣撫活動」のために、軍政当局
の方針によって制作された映像である。現在では戦
時下の情況を知ることのできる貴重な資料となって
おり、テレビ番組などで利用されたこともある。

・文科省等官民協働留学支援制度「TOBITATE! NEXT JAPANの第一期生に外国語学部の出
水宏輝さん(当時2年)が選ばれ、フラメンコ修行でスペインに留学
・天皇賜盃第83回日本学生陸上競技大会の棒高跳びで経営学部の山方涼平さん(当時4年)が
優勝。摂大史上初の日本一。目指せ、世界大会
・ダンスの世界大会「UK B-BOY  CHAMPIONSHIPS FINALSで外国語学部の近江聡太さん
(当時1年)が世界ベスト8

２０１３年度研究活動賞受賞者(学長表彰の被表彰者)

スポーツ、
文化活動
(2014年度)

研究活動
(2013年度)

経済学部・経済学科
工学部マネジメントシステム工学科
外国語学部・外国語学科
薬学部・薬学科
外国語学部・外国語学科
薬学部・薬学科
薬学部・薬学科
薬学部・薬学科
経済学部・経済学科
理工学部・機械工学科
理工学部・機械工学科
経営学部・経営情報学科
経営学部・経営学科

多田雄貴
米谷光平
林　裕亮
貝野裕也
中村大智
楠本可奈
清水啓史
森　謙人
屋宮崇志
山本健晴
橋本真弥
松本斎大
吉田侑磨

近畿財務局「第２回財務局学生論文コンテスト」最優秀賞
日本経営工学会関西支部「卒業論文・修士論文発表会」優秀学生発表賞
「五星奨中国語コンテスト」優勝　
「日本薬学会第133年会」優秀発表賞
「第31回全日本中国語スピーチコンテスト・朗読発表会大阪府大会・暗誦の部」関西・大阪２１世紀協会賞
「第63回日本薬学会近畿支部総会・大会」ポスター賞
「第63回日本薬学会近畿支部総会・大会」ポスター賞
「第63回日本薬学会近畿支部総会・大会」ポスター賞
「MOS世界学生大会2013・日本大会表彰式パワーポイント部門」15位入賞
「第17回スターリングテクノラリー」特別賞(アイデア賞)銀賞
「寝屋川市の学生が考えるビジネスプランコンテスト2013」北大阪商工会議所会頭賞
「寝屋川市の学生が考えるビジネスプランコンテスト2013」審査員特別賞
「平成25年度インターンシップ成果発表会」奨励賞

学部・学科 氏　名 名　　称
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数字で証明する摂大の実力

高まる摂大の実力。

※読売新聞「大学の実力2015」より。
※医学部を除く。　

少人数教育

摂南大学

立命館大学

京都産業大学

甲南大学

神戸学院大学

近畿大学

関西学院大学

龍谷大学

関西大学

同志社大学

追手門学院大学

桃山学院大学

26.2人

28.4人

31.3人

32.2人

33.1人

35.8人

36.8人

37.2人

38.6人

39.0人

42.0人

46.0人

教員1人あたりの学生数

近畿近畿
主要私立総合大学主要私立総合大学
第第11位位

※サンデー毎日 2014年7月27日号（大学通信調べ）より。
※実就職率（％）は、就職者数÷［卒業（修了）者数－大学院進学者数］×100で算出。　

※サンデー毎日 2014年7月27日号（大学通信調べ）より。
※実就職率（％）は、就職者数÷［卒業（修了）者数－大学院進学者数］×100で算出。　

※サンデー毎日 2014年7月27日号（大学通信調べ）より。
※実就職率（％）は、就職者数÷［卒業（修了）者数－大学院進学者数］×100で算出。　

摂南大学

関西大学

近畿大学

阪南大学

桃山学院大学

追手門学院大学

82.9%

82.6%

82.1%

81.6%

78.1%

75.8%

摂南大学

関西大学

近畿大学

阪南大学

桃山学院大学

追手門学院大学

84.6%

82.9%

82.1%

80.6%

77.3%

76.7%

関西学院大学

甲南大学

立命館大学

摂南大学

関西大学

同志社大学

近畿大学

龍谷大学

京都産業大学

86.9%

85.0%

84.1%

82.9%

82.6%

82.5%

82.1%

82.1%

81.2%

大阪大阪
私立総合大学私立総合大学
第第１１位位

大阪大阪
私立総合大学私立総合大学
第第１１位位

近畿近畿
主要私立総合大学主要私立総合大学
第第44位位

実就職率
（大阪府）

実就職率
（近畿地区）

女子学生実就職率
（大阪府）

8,881人

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

12,691人 13,083人
15,377人

18,024人 18,450人 18,933人

30,498人

総志願者数 7年連続7年連続
志願者志願者
増加増加

※週刊朝日「変わる私大勢力図」2014年4月4日号より。　

千葉工業大学

近畿大学

摂南大学

京都産業大学

法政大学

日本大学

立命館大学

名城大学

神戸学院大学

工学院大学

8,285人

7,462人

7,196人

5,984人

5,761人

4,331人

4,298人

2,823人

2,699人

2,458人

志願者増加数
（一般入試）

全国全国
第第３３位位

※週刊朝日「変わる私大勢力図」2014年4月4日号より。　

摂南大学

阪南大学

神戸学院大学

実践女子大学

千葉工業大学

桃山学院大学

京都産業大学

大妻女子大学

工学院大学

福岡工業大学

159.5%

128.2%

128.1%

128.1%

124.4%

120.0%

119.2%

119.1%

116.7%

116.3%

志願者増加率
（一般入試）

全国全国
第第１１位位

　大学評価の指標として、志願者数、就職率、教員１
人あたりの学生数等があります。
　
　高校生等からの評価、人気のバロメータである志
願者数については、７年連続で増加しています。また、
２０１４年度一般入試志願者増加率は、159.5%で全
国第１位に輝きました。

　社会、企業等からの評価として就職率があります。
大阪府内の私立総合大学において、実就職率は第１
位、同様に女子学生実就職率も第１位となっていま
す。

　本学の強みの一つとして、少人数教育があります。
それを示すデータとして、教員１人あたりの学生数を
見ると近畿の主要私立総合大学の中で最も少ない
数となっています。
　また、１年次から１クラス１０人程度の「少人数ゼミ」
または「担任制」を敷いており、教員と学生の距離が
近いことが特色となっています。
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1977年
●サイクリング部中井泰久さん、関西学生対抗自転車競技選手
権大会1,000mタイムトライアル優勝

1979年
●杖道部中村肇さん、全国
杖道大会二段の部準優勝

1982年
●アーチェリー部池田達也
さん、国民体育大会に出場

1985年
●国際言語文化学部永楽孝仁さん、就職ジャーナル5月号　
投稿作文が入賞
●アーチェリー部阿土美佐穂さん、全国学生選抜フィールド
選手権2位

1986年
●航空研究部、読売テレビ主催の鳥人間コンテストに挑戦

1987年
●杖道部藤田哲也さん、全国杖道大会二段の部優勝
●杖道部世古俊之・谷口法子組、全国杖道大会二段の部優勝
橘高良和・山本裕樹組、同初段の部優勝

1988年
●杖道部全国大会二連覇（二段の部、初段の部）

1990年
●杖道部全国杖道大会で全国
上位独占

1991年
●剣道部東野靖さん、全国
学生剣道選手権に出場
●吹奏楽部、寝屋川市制施行
40周年記念学生音楽祭
「ブラスの響き」に出演

1992年
●法学部野田芳成さん、YMS学生
論文大賞で優秀賞
●麻田彰子さん、全国杖道大会3位
●北村拓人さん、全日本学生剣道東西対抗試合に出場
●藤澤正樹さん、全国杖道大会初段の部優勝
●薬学部上江田美穂さん、TV番組「新・部長刑事」のストーリー
コンクールで優秀作に選ばれる

1994年
●芳原孝雄さん、杖道全国大会で優勝
●機械工学研究部、自動車技術協会学生自動車研究会主催燃
費研究発表会で優勝
●アメリカンフットボール部の部員4人が東西Jr.オールス
ター戦に出場、小林稔さんMVPに

1996年
●ホッケー部、全日本選手権に
初出場

摂南大学とともに
未来を築いていく君達へ。
これは摂南大学の建学の精神や教育理念、教育目的、

これまでの歴史、社会的な役割などについて

まとめた母校を知るための冊子です。

この冊子を通じて摂南大学の素晴しさを確認し、今一度

「なぜここで学ぶのか」

「どのようなマインドを持って学ぶべきか」

「どのような生き方をしたいのか」を考えてみてください。

そして君達が大学の「いま」を、

自分自身の「未来」をつくり出すための、

可能性に満ちた時間を

ここ、摂南大学で過ごしていることに気付いてください。

母校の歴史を学び、社会で広く活躍している

卒業生の存在を知ることで

社会に飛び立つための勇気を、

そして自信を手にできることでしょう。

教職員は君達の未来のために、

できる限りのことをしたいと思っています。

だから臆することなく飛び込んできてほしいのです。

摂南大学は君達の望む

未来への出発点でありたいと願っています。

教職員を代表して編集スタッフ一同より

1997年
●バスケットボール部田邊偵崇さん、関西学生選抜チーム
の一員として韓国に遠征
●ラグビー部白井佑介さん、U19日本代表の一員としてアジ
アトーナメントに出場

1998年
●ラグビー部白井佑介さん、
U19日本代表の一員として
フランスに遠征
●工学部機械工学科池田ゼミ
が、スターリングテクノラリー
で、自作エンジンで奨励賞

2000年
●吹奏学部、工大ウインドアンサンブルシドニー五輪で演奏
●国際言語文化学部の学生3人、上海教育代表団の通訳務める

2001年
●本学の学生と留学生、寝屋川市の行事で通訳務める

2002年
●国際言語文化学部武田真哉さん、サッカー豪プレミアリーグ
得点王に

2012年
●古島啓太さん、世界ろう者サッカー選手権大会に日本代表と
して出場
●機械工学科卒平野健太さん、第60回全日本実業団アーチェ
リー大会で日本新記録を達成

2013年
●外国語学科佐伯直哉さん、第30回全日本中国語スピーチコ
ンテストで健闘
●財務省による地域金融についての学生論文コンテストで3年
生4人が最優秀賞受賞
●工学部機械工学科の橋口勇喜さんが、「アジアユースパラ競
技大会マレーシア２０１３」に男子日本代表として出場

2014年
●柔道部の部員４人がオーストラリア「Queens land 
International Open Judo Championships 2014」で大
健闘。外国語学部の濱嶋めぐみさんは女子有段者57kg以下
の部で金メダルを獲得

2005年
●大学院工学研究科の吉村
裕可さんが照明学会全国
大会で優秀発表者賞

2008年
●ラグビー全国大学選手権
初勝利

先輩たちが残してくれたもの

アーチェリー部

ホッケー部

剣道部

吹奏楽部

機械工学研究部

ラグビー部

学生たちの活動の軌跡 メッセージ




