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■表紙の写真
（左）至誠館
　商学部・商学研究科の研究室、教
室等がある複合施設で、1967年4
月に竣工しました。館名は、牧野虎
次第11代同志社総長が命名し、中
国の古典『中庸』の「至誠は神の如
し」「唯だ天下の至誠は、能く化す
ることを為す」「至誠は息むことな
し」に由来します。

（右）�クラーク記念館� �
［重要文化財］

　B.W.クラーク夫妻からの寄付によって建てられ、1894年1月30日に開館いた
しました。当初は「クラーク神学館」として、神学教育と研究に利用されていま
したが、現在の神学館の完成に伴い「クラーク記念館」と改名されました。
R.ゼールの設計によるレンガ造で、エントランス上部の欄間には、〝Byron-Stone 
Clarke Memorial Hall＂と刻まれており、夫妻の夭折した息子を今も讃えていま
す。本館にキリスト教文化センターがあり、教室のほか、クラーク・チャペルも
備わっています。1979年5月に重要文化財に指定されています。
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同志社を満喫

父母会副会長　 松本 ･ 幸三

平素は父母会活動にご協力頂き誠にありがとう
ございます。今年度父母会副会長、大阪支部の支
部長を務めさせていただいております松本です。
父母会に参加して感じたことを述べさせて頂きま
す。
参加意思を表明した当初から、先輩父母会の皆
様からの歓迎で、すんなりと輪の中に入ることが
できました。仲間を受け入れる温かさと柔軟さ
は、同志社の気質でしょうか。また、ご子弟が同
志社大学に入学されたことで親も背負ってきた荷
をいったん外して、父母相互で大学や先生方と情
報交換、交流を楽しみたいという、親としての一
段進んだ活動にて子弟を見守りたいという感覚を
も感じました。
父母会では、父母相互で連絡相談を重ねながら、
お互いができる範囲で運営しています。
父母会活動の楽しみは、親が大学や学生と触れ
る機会の多さです。新島襄の足跡、教育理念、大
学施設、大学周辺の古都の環境、大学の歴史。ま
るで自分自身が同志社大学に通っている感覚にな
ります。子弟が大学生活を楽しむように、父母自
身も同志社大学を楽しんでいます。
同志社大学が受け継いでいる理念は「倜儻不羈

（てきとうふき）」、「確固たる信念をもって自分の
責任のもとに独立し、常識や権力に拘束されるこ
とのない自由な人間であれ」という意味だそうで
す。人生を楽しく有意義に生きるには、自分が信

じたことを続け、何事にもとらわれず自由な心を
持って生きることが大事で、学生は自己の可能性
を信じて、個性を大切にし、自発的に行動して自
分の力を発揮できるように教育を受けています。
この同志社理念は、学生との交流にて知ること
ができます。校内キャパスツアーの案内学生か
ら、自己成長の自信と後輩の父母らに自慢の大学
を伝えたいという誇りがあり、頼もしくみえま
す。新年会でお呼びした漫才サークルでは、日頃
練習しているネタを披露。学生の柔軟さ、反応の
よさ、知性の入った笑いがあり、観客を楽しませ
ようとする熱心な想いに触れることができまし
た。学生が、自分の言葉で自由に表現しており、
大学を愛する嬉しさや、同志社の理念が学生に浸
透している様子を感じることができます。
父母会では歴代父母会が創ってきた絆を大切に
して交流し、今後とも繋いでいきたいと考えてい
ます。皆様とご一緒に、ご自身のできる範囲内で
参加して頂ければと思います。子弟とともに青春
を味わいましよう。
本年はコロナ感染禍で子弟の大学生活が一変し
てしまいました。コロナ感染がどの時期に落ち着
くのかまだ不透明ですが、対面にて情報交換、交
流できるその時まで、しっかりと準備しながら待
ちたいと思います。父母会の皆様と改めてお会い
できる時を楽しみにしています。今後ともご支援
ご協力のほどよろしくお願いします。
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特別講演

私の人生を創った大学時代の“原体験”
NHKディレクター（本学OB）　倉崎･憲

同志社大学商学部父母会の皆様、初めまして。2011
年に法学部法律学科を卒業した倉崎憲と申します。今年
２月に経済学部父母会主催の教育講演会にて登壇させて
いただいた際に、商学部父母会現会長の吉田様とお会い
したことがキッカケで今回お声がけいただき、僭越なが
ら寄稿させていただきます。

大学卒業後、NHKに入局して早いもので十年目にな
ります。これまで『ドキュメント72時間』や『人生デ
ザインU-29』などのドキュメンタリー番組や、『小さな
旅』など旅もの、高校野球やＪリーグ等のスポーツ中継、
政見放送、ラジオドラマや地域発ドラマなど、いくつも
の番組をディレクターとして制作してきました。現在は
「栄冠は君に輝く」「オリンピック・マーチ」「阪神タイ
ガースの歌（通称：六甲おろし）」など、いくつもの名
曲を生み出された作曲家・古関裕而さんを主人公にした
連続テレビ小説『エール』の監督をしております。

このような寄稿の機会をいただき、何を書くべきかと
悩んでいたのですが、保護者の皆様向けということで、
“私の人生を創った大学時代の原体験”を切り口に、大学
生たちは何に悩み、どんな機会がキッカケで自分の行動
をポジティブで良い方向に持っていけるのか、保護者の
皆様にも知っていただきたく、私自身の経験を少しばか
りお伝えできればと思います。

ほとんどの学生にとって大学時代というのは人生のモ
ラトリアムの期間であり、葛藤の日々でもあります。私
もその一人でした。コロナ禍が続く今年は尚更多くの学
生が行き場のないモヤモヤを抱えながら、他の学生や教
授方とのコミュニケーションの場が劇的に減ってしまっ
た大学生活を送っているかと思います。

私が大学生だった当時、大学生活を謳歌しようと４つ
のサークルに入りました。毎日違うスポーツをしては、
人並み程度に講義に適当に出ては試験の為だけの勉強を
して、人並み程度に遊んで、人並み程度にバイトして、
人並み程度に恋愛をしていました。入学して半年も経っ
た頃、そんなありきたりな毎日に嫌気がさしてきました。
自由で何でもできるはずだった大学生活。それが半年も
経つと、退屈という感情が自分のなかで一番の恐れに
なっていったのです。
別に体育会に入って日本一を目指すわけでもない、そ
の中途半端なものに対して、自分は何をやっているのだ
ろうという日に日に大きくなっていく葛藤…。テレビを
つければ、自分と同世代のサッカー日本代表選手が世界
を舞台に闘っている…10代～20代のアーティストが世
の中の人を感動させている…それに比べ自分は…と負の
スパイラルに陥りました。“自分は何者でもない”という
紛れもない事実が当時は一番のコンプレックスでした。
今でもそうですが。

そんな私にとって最初の転機は、大学一年生の最後
（春休み）に行った東南アジアへの旅でした。このまま
大学一年を終えるのは避けたいという想いが爆発。どこ
か海外に行きたい。気付けば本屋で『地球の歩き方』の
コーナーにいました。お金もそんなにないし、日本から
近い東南アジアの本を開いてみると、私の目に飛び込ん
できたのは、ラオスの素朴な風景でした。それまであま
り耳にしたこともなく、どういう国かも知らなかったの
ですが、“アジア最後の桃源郷”というキャッチコピーに
も惹かれ、翌週にはフライトを押さえていました。

ラオスでは、トゥクトゥクに乗っていろんな村を訪れ
ては、日本から持ってきたサッカーボールを膨らまし、
村の子どもたちとサッカーを楽しんでいました。サッ

同志社大学のOBでありNHK連続テレビ小説『エー
ル』のディレクターを務める倉崎憲さんから商学部
父母会の皆様へメッセージをいただきました。
また、父母会ホームページにもいただいたコメント
動画を掲載しておりますので、是非ご覧ください。

◀父母会ホームページURL
　 https://com.doshisha.

ac.jp/parents_association/

　動画閲覧用パスワード：
　sho-fubokai
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カーといっても、山奥の村に行けば行くほどサッカーの
ルールも浸透しておらず、私が高く蹴り上げたボールを
みんなで追いかけては蹴るの繰り返し。でも、素朴なラ
オスの子どもたち、村人たちと交流していると「僕が求
めていたのはこの“生きている”実感だ」と感じました。
自由なはずの日本での大学生活では感じたことのなかっ
た感覚でした。
日本に帰るフライトの機内で、私はドキドキしていま
した。奥地に行けば行くほど日本では当たり前の小学校
という学びがない現状を知り、初等教育くらいは自分の
子どもたちには通わせたいという親たちの想いも現地で
出会ったNPOの通訳の方を通じて聞いたことで、「ラオ
スの小学校がない村に小学校を建てよう。子どもたちが
友達と目一杯勉強したり遊んだりできる場を作りたい」
という想いを抱いたからです。その時から私の“明日”
は変わりました。

帰国後、国際協力団体を仲間たちと立ち上げ、イベン
トを開催して小学校建設資金を集め始めました。一年間
で約150万円を集め、再び現地に行き教育省などの関係
者たちと複数の村を回り、慎重に建設地を決めました。
そして無事、コン村に一つ目の小学校を建設することが
できたのです。この活動は団体を立ち上げてから13年
が経った今も、現役の大学生に引き継がれ、関西だけで
なく関東や東海にも支部を持ちながら、現地との継続的
な交流や支援を続けています。

当時、関東でカンボジアに小学校建設活動をしていた
学生たちと共に、『僕たちは世界を変えることができな
い。』という本を出版したのですが、それが映画プロ
デューサーの目にとまり、2011年に向井理さん主演で
映画化されました。撮影現場にも行ったのですが、目の
前で自分たちの活動が役者さんによって命が吹き込ま
れ、映画が公開され、「私もこのような活動をずっとした
いと思っていたけどなかなか一歩を踏み出せなかったけ
ど、この映画を観て始めようと思った」「もっと一生懸命
生きようと思った」などと大きな反響があったのです。
その時に、映像の影響力の大きさをリアルに感じました。

何者でもないただの大学生たちの活動がこうやって映
画化され、多くの人の感情を揺さぶり、そこからまた新
たなポジティブなアクションが生まれるのを目の当たり
にした時、「いつか自分もドラマや映画を撮って、人の
人生を変えてしまうくらい感情を揺さぶるものを生み出
したい」と思ったのです。

それから僕は旅の魅力に取り憑かれました。
大学を半年間休学し、卒業を一年遅らせて世界一周に
も行きました。相変わらずお金はなかったので、「マネー
の虎」方式で、経営者が集まる場に行き、世界一周への
想いをプレゼンした上で、私の想いに賛同してくれた素
敵な大人の皆様から投資してもらいました。当時、何者
でもなかった私のことを応援して下さった方々には本当
に感謝しております。「ペイフォワード」という言葉が
あるように、もし今の学生が何かしたいという想いが
あってお金だけがないのであれば、喜んで支援したいと
いう考えにもさせてくれました。

世界一周でもたくさんの原体験と出会えました。イン
ドのバナラシでは、ガンジス川のほとりに次々と遺体が
運び込まれては火葬されていくのをぼーっと眺めている
と、高齢者ばかりでなく自分と同世代くらいの若者の姿
が。日本では非日常な光景に、「誰しもが人生一度きり。
いつ死ぬかもわからない。60年後かもしれないし、30
年後かもしれないし、来年かもしれないし、明日かもし
れない。今回の人生、いったい自分は何をしたいんだっ
け。何に一番感動して、心震えるんだっけ。そんな経験
をあとどのくらいできるのだろう」というような青臭い
ことをど真面目に考えた時に、『僕たちは世界を変える
ことができない。』の現場を思い出しました。やっぱり
自分はその道に進みたい。でも映像のことはこれまで大
学では全く勉強してこなかった…どうしよう。気付けば、
私は街中にあるインターネットカフェに飛び込み、世界
中から監督志望の猛者たちが集まると言われるNYFA
（ニューヨークフィルムアカデミー）への短期留学をそ
の場で申し込んでいました。

そのNYでも素敵な出会いがありました。ある日、路
上を歩いていたら、五十代くらいの両手に大きな荷物を

4



特別講演

持った女性から「ちょっと、荷物持つの手伝ってくれな
い？」と声をかけられました。断る理由もないので、彼
女の家まで運びながら話をしていると、なんと彼女はハ
リウッドのプロデューサーだというのです。しかも来週
からロバート・デ・ニーロ主演の作品がNYでクランク
インするというではありませんか。家に着くと彼女は
「Thank	you」と言って、名前とメールアドレスを紙に
書きなぐり私に渡してくれました。別れた後、すぐさま
紙に記された「Caroline	Baron」という名前をググっ
てみると、手掛けた作品が過去にアカデミー賞にノミ
ネートされたこともある名プロデューサーだとわかりま
した。チャンスだ、これはチャンスだ。私はCaroline	
Baronさんのアドレスにメールを送ってみました。「先
ほどお会いしたken	kurasakiです。来週の撮影現場を
見学させてもらえないでしょうか」と。ただ現実はそん
なに甘くなく、メールを送信したものの返信は三日経っ
ても四日経ってもありませんでした。目の前にチャンス
がふりかかってきたのに、悔しくて、諦めきれずにもう
一度メールを送ることに。私自身も日本に帰国しなけれ
ばならない日が一週間後に迫っていて、焦った私は「何
でもするので現場行かせてください！お願いします！」
と暑苦しいメールをさらに何通か送りつけました。する
と、その想いが通じたのか、プロデューサーのアシスタ
ントから「明日13時からSOHOで撮影がある。来られ
るか？」とメールが届きました。嬉しくて思わずガッツ
ポーズ。メールの最後に記されてあったその携帯番号に
電話し、「行けます、行かせてください！」と伝えまし
た。
翌日、撮影現場に着くと、Caroline	Baronプロデュー
サーが満面の笑顔で迎えてくれました。そして監督イス
の真後ろの席を「ここがあなたの今日のポジションよ」
と、何者でもない私のために、特等席を用意してくれま
した。
ハリウッドの現場を人生で初めて間近で見て、気付い
たことがあります。ハリウッドといえば、スタッフは白
人ばかりの現場なのかと想像していました。ところが、
白人もいれば黒人もいればアジア人もいて、出演者もス
タッフも多人種で構成されていたのです。その光景を見
ながら、「僕もいつかこのような現場で仕事してみたい」
と全身に鳥肌が立ったのを今でも鮮明に覚えております。

“世界中のスタッフと、世界中の人々に感動してもら
えるような作品を作りたい”という志が芽生えたのもこ
の時の原体験がキッカケです。

今振り返ると、人生が動くとき、そこにはいつも自分
の感情が揺さぶられた“原体験”があったのです。その
原体験こそが自身が何をしたいのか、何に向いていて何
にモチベーションを感じるのか、そして自分らしい人生
を創っていくために必要なことなのだと。アイデアは移
動距離に比例する。時間が許す限り、好奇心の赴くまま
に自分の足で様々な場所に出向き、様々なバックグラウ
ンドを持った人間と出会い、なるべく多くの舞台に挑戦
して、多くの失敗をしまくる。それは早ければ早い方が
いいし、失敗をすればするほど強い人間になります。そ
ういう意味では、保護者の皆様に是非お願いしたいのは、
息子さん・娘さんが何かやりたいことや燃えられるもの
を見つけたとき、是非全力で背中を押してあげていただ
きたいのです。もしなかなか見つからない時でも、信じ
て見守っていてあげてほしいのです。大学生という期間
は、人生の中でも最も多感な時期といっても過言ではな
いですし、どれだけ原体験を味わえるかが今後の人生を
変えていくと本気で思っています。

まだ『エール』の撮影真っ只中のため、隙間時間での
走り書きでの執筆となり乱文ですみません。どうか皆様
のお子様たちが、同志社という素晴らしい人材と環境に
溢れた舞台を生かして、大学生活が大きな挑戦の場にな
るよう後押ししていただければと思います。

何かご相談等ありましたらお気軽に下記連絡先にお問
い合わせ下さい。
携帯：080-2244-1155
アドレス：kurasaki.k-jy@nhk.or.jp

【プロフィール】
NHKディレクター。2011年NHK
入局。
担当したドラマとして大河ドラマ

『平清盛』『いだてん～東京オリム
ピック噺～』、FMシアター『世界か
ら猫が消えたなら』、山形発地域ド
ラマ『私の青おに』、連続テレビ小説『エール』など。
ドラマ以外にも『ドキュメント72時間』『人生デザイ
ンU29』『小さな旅』『あさイチ』『NHK-WORLD』
などを制作。2018年度イタリア賞審査員に世界最年
少で選ばれる。2020年度ソウルドラマアウォード最
終選考審査員。2021年3月末より一年間、ロスアン
ゼルスにハリウッド留学予定。
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学部より

オンラインでの授業を終えて、通常
の対面授業よりも能動的に参加できた
と思っています。普段はなかった毎週
の提出物や小テストに取り組む中で、
復習や予習を積極的にする習慣を思い
出しました。また、私は実家の埼玉で
授業を受けていたのですが、普段は会

えない家族と多くの時間が持てたこと、家族がいつも感じ
取ることのできない授業を受ける子供の姿を見せることが
できるいい機会になりました。決まった授業時間に受けな
くてもいい授業があったことから今まで挑戦できなかった
ことや個人的に興味のある検定の勉強などにも時間を割く
ことができました。ただ、レポートの課題が多かったこと
もあり、模範解答のある筆記テストとは違い、どのような

点を見られて自分の成績が評価されるのか、授業で習った
ことや教科書やレジュメの暗記といった勉強だけでは安心
できないことが気がかりではありました。
就職活動については、この春夏はなるべく多くのインター
ンシップに参加しようと思いエントリーシートを多くの企
業に提出しました。しかし、インターンシップにエントリー
する中で、今年のインターンはなくなってしまった企業や
WEBによる開催になった企業が多くありました。そのため、
移動時間などが無くなりましたが、企業の雰囲気や働く人
を直接目にする機会が減ってしまい残念に感じています。
このコロナ禍での就職活動には漠然とした不安がいつも胸
にあるので、キャリアセンターの方とWEBでお話を聞いて
いただいたり、就職した先輩や就職活動を終えたばかりの
先輩に話を聞き、自分の就職活動の仕方を見直しています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、春学期の授業は全てネット配信（双方
向オンライン型、オンデマンド型、資料配信など）で実施されました。
教員と学生に授業の様子、良かったことや苦労したことなどの感想、その他下宿生
活や就職活動など、コロナ禍での学生生活についてお話を伺いました。

西山･美空さん（３年次生）

僕はコロナによる自粛生活を、実家
を離れた京都で過ごすことになりまし
た。そしてバイトやサークル活動もで
きないことから、一体どのようにして
自粛生活を過ごしたら良いのだろうと
思いました。そこで、この自粛生活で
は時間を持て余してしまうだろうと思

い、春学期間の講義の追加登録を行い、受講科目を増やす
ことにしました。従来の授業形態では今回の登録科目を全
て受講することは難しかったはずですが、ステイホーム下
のオンライン授業ではこなすことができました。実際、オ
ンライン授業を受けて良かった点は、何度も講義を見直す
ことができることでした。これは、従来の授業で発生して
しまう聞き逃しといった問題を解消できることにつながり

ました。一方、オンライン授業にはオンライン特有の難し
さもありました。それは自己管理です。オンライン授業で
は、毎日教科ごとに、通知や課題がネット上のサイトに提
示されました。これを日々チェックし、提出期限までに課
題を送信しなければなりませんでした。従来の対面授業で
あれば、友人と授業に出席することもできましたが、オン
ライン授業では授業の進捗状況や今後
の予定を全て一人で把握しなければな
りませんでした。そこに自己管理の難
しさを感じました。このように、慣れ
ない環境での授業はたびたび苦労する
こともありましたが、新たな試みで学
べることも多かったと思います。

佃･大河さん（３年次生）

学 期 オ ン ラ イ ン 授 業 の 様 子春
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春学期オンライン授業を受けてみて、
３つの側面から感想を述べます。
まず、対面授業との比較です。個人
的には、ゼミや言語などの少人数授業
では、グループワークのしにくさや質
問のしにくさという観点で、オンライ
ン授業には不向きだと感じました。一

方で、大人数授業では、講義動画を何度も見返すことによ
り、きちんと理解できなかった部分を自分のペースでしっ
かりと理解でき、個人的にとても良かったです。
次に、オンライン授業で苦労した事です。各授業で、資料

の配布場所や、動画形式、Webサイト、連絡の手段がバラ
バラだったのが、１番苦労しました。これからオンラインを
主体にやっていくのであれば、すべての授業でこれらの点を

統一していただくと、大変やりやすくありがたいです。
最後に、アルバイトと就職活動についてです。私のバイ
ト先では、二ヶ月間中止になりました。私はその期間実家
で暮らしていたため、あまり影響を受けませんでしたが、
下宿をしている周りの友人は大変苦労をしたと言っていま
した。また、就職活動においては、三回生なので本格的に
始めなければならない時期になったのですが、大学の友人
と会うことがほとんどなかったので、情報共有もできず、
ほとんどの会社がオンラインでの開催に切り替わり、情報
の取得にとても苦労しました。
秋学期もオンライン授業が続きますが、オンライン授業
ならではの利点が他にもたくさんあると思います。それら
を活かしながら、これからの学生生活を有意義なものにし
ていきたいです。

鍛冶･将太さん（３年次生）

ゼミ活動の様子

【授業に関して】
・少人数科目（４年次演習－髙橋広行ゼミ）
・形式：Zoomでの講義、基本的には20名のゼミ生をブ
レイクアウト機能を利用し、５人ずつのグループに分け、
卒論執筆に関して議論し合った。

・春学期全般の感想：オンライン授業では特に、①通学時
間が省略できる点②受講場所に制約がない点でメリットを
感じました。①については、移動時間の拘束がないことに
より、自宅学習の時間が一層確保できたというふうに感じ
ています。また、②については、遠方からでもインターネッ
ト環境が整備されていれば、授業に参加できるため、就職
活動で授業を欠席せざるを得なくなる場合が多い４回生に
とっては、大変ありがたかったと思います。就職活動(オン
ライン面接・対面面接共に)と大学の授業を並行して行える

という面で、私にとって春学期の講義の満足度は大変高かっ
たと感じています。
一方で、デメリットとして感じたことは、「授業前後の教
員・学生間での交流が全く無い点」です。オンライン上で
の限られた時間や空間で行うゼミ活動では、事前に明確な
議論の目的を共有し、各々が準備を徹底した上で議論を行
う必要があり、授業自体は効率化されているかもしれませ
ん。しかし、授業外でのコミュニ
ケーションも大学生活での学び
にとっては大きな意義があると
思うので、秋学期以降のオンライ
ン授業では、教員・学生間の交流
の取り方をいかに工夫するかが
重要だと感じました。

中城･毬恵さん（４年次生）

春学期が始まった頃はオンライン授業
に慣れず、戸惑う事が多かったです。し
かし、自宅で授業を受けられることで対
面授業よりも自由な時間を確保すること
ができたので、私はとても有意義な春学
期を過ごすことができました。今後の就
職活動でもこういう形式になることが予

想されるので、とても良い機会だと思いました。他の人が
映っている画面を見て、自分自身がどういう風に映るのが
いいのか、と第三者的に見るととても勉強になりました。

アルバイト先は飲食店でしたので、休業要請により、休
業となりましたが、休業手当を出してくれたのでありがた
かったです。私の場合、実家を出ての下宿といっても、姉
と２人なので、お互いに感染に気をつけながら、自炊しつ
つ、ウーバーイーツで気分転換したり、運動不足を兼ねて、
少し離れたお店まで歩いて、テイクアウトを利用しました。
オンライン授業を通して、目の疲労や戸惑う事がありま
したが、私は自分自身の学びの時間が持てたり、新たな気
づきもできたので、とても良かったです。

清水･吹紀さん（２年次生）
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日本の大学の多くは、新型コロナ
ウイルスの防疫対策として、春学期
のキャンパス内への立ち入りを制限
し、授業のほとんどをオンラインで
実施してきました。リアルの入学式
も挙行されず、一度もキャンパスに

足を踏み入れたことがない新入生の厳しい境遇について
は、大きな社会問題にもなっていました。
このような状況の中、同志社大学では、秋学期からゼ

ミをはじめとする小規模クラスでのリアル授業（対面授
業）を始めました。私も久しぶりに、ゼミ生と顔を合わ
せて、学生の反応を直に感じながら授業を実施し、オン
ラインとは異なる緊張感や充実感を味わいました。また、
学生が議論を通じて、実に楽しそうに対面授業を楽しん
でいることをとても嬉しく感じました。
このように、本学だけではなく、全国の大学・短大の

８割が、秋からの後期授業を対面とオンライン併用で行
う意向であることが文部科学省の調査で明らかになって
います1	。一方で、新型コロナウイルスの感染リスクを
考慮し、「全ての授業を対面で行う」としたのは２割弱に
とどまりました。実際に、本学でも、100人を超えるよ
うな授業は、（基本的には）オンライン授業で行うことに
なり、私が担当する講義もオンライン授業での開講が決
まっています。そこで、本稿では、（これからも当分続く
であろう）オンライン授業について、そのメリットとデ
メリットを示しながら、今後の授業の在り方について考
えていきたいと思います。
まず、オンライン授業のデメリットを示します。ここ

では、学生主任の先生方が中心になって実施した２回の
オンライン授業に関する調査の結果を参考にしています
（私が知る限り、学生アンケートを２回も取り、改善に活
かした学部は本学で商学部だけです）。
オンライン授業に対して、学生が感じている主なデメ

リットは以下の通りです。
①	動画配信や資料提示のメディアがバラバラで受講に
手間がかかる
②小レポートなどの課題が多い
③	学生に資料を読ませるだけの授業では内容の理解が
進まない

我々教員にとって、耳の痛い結果です。これらの結果
を受けて、商学部では、教員間で問題点を共有し、今後
の方針を確認した上で、秋学期に向けて授業の改善に努
めています。
次に、驚いたのは、意外にも学生はオンライン授業に

対してメリットも感じていることです。主なメリットは
以下の通りです。
①動画だと何度も繰り返し視聴できる
②時間割に縛られず自由な時間に受講（視聴）できる
③	大人数の講義でも、私語を気にすることなく、集中
して受講できる

このように、多くの場面でデメリットが指摘されてい
るオンライン授業ではありますが、その特性や授業の形
態（大規模クラス）によっては、学生がメリットとして
感じていることが明らかになっています。さらに、授業
の規模について言及しますと、（ゼミなどの）小規模クラ
スでは、「対面」を約66％の学生が望んでいるのに対し
て、大規模クラスでは、「対面」を望む学生は、約45％
にとどまっていることもわかりました（「オンライン」を
望む学生は約34％でした）。以上を簡単にまとめますと、
ディスカッションやグループワークが求められるゼミな
どの小規模クラスではリアル授業が求められていると考
えます。一方で、教員が情報や知識を発信するスタイル
が多くなる大規模クラスでは、オンライン授業も許容さ
れ、むしろ学生はメリットも感じることがわかりました。
今後、ワクチンや治療薬の開発・普及によりコロナが

収束して、平時（プレ・コロナ）に近い状態になること
で、リアル授業は全面的に再開されると思います。しか
しながら、その場合でも、我々教員は、今回の事態を逆
手にとって、これからも活用できるオンライン授業の要
素とは何かを考え、それらの要素を取り入れた上で、リ
アルとオンラインを融合させたハイブリッド型のICT教
育を本格化させていく必要があると考えます。
ご父母・ご家族におかれましても、学生へのご支援と

本学部教育へのご理解とご協力をよろしくお願い致しま
す。

１	文部科学省「大学等における後期授業の実施方針の調査につい
て」（https://www.mext.go.jp/content/20200915_mxt_
kouhou01-000004520_1.pdf、2020年９月20日）を参照。

オンライン授業のメリット・デメリットと今後の教育について� 長沼･健･教授
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大原�悟務�ゼミ（商品学） ゼミ紹介

大原ゼミでは、「京都の特色ある企業・商品を物語分析する」というテーマに基づき文献講読や現地調査を行
い、歴史ある企業の様々な転機を学んできました。
ゼミが始まった２年次秋学期から３年次春学期までは文献講読とゼミ内の発表が活動の中心でした。企業の歴
史から現在に繋がる転機を見出す「物語分析」、企業内外でのビジョンの共有について探る「希望学」、事業の深
化と探索の両立を目指す「両利きの経営」について知識を深めました。３年次秋学期には、京都府綾部市に長き
にわたり本社を置く企業を訪れ、社員の方からお話を聞き、資料館を見て回るなどして沿革や今日における課題
を調べました。さらに別の京都の企業もゼミ内の班単位で考察し、京都経済センターで発表する機会も得ました。
大原ゼミの魅力は、学生がそれぞれの関心を発見でき追究できるところです。「物語分析」や「両利きの経営」
などの手法や概念は、ゼミのテーマに直結していなくても、多くの物事に通ずると思います。地域活性化に関心
を持つゼミ生が多いように感じますが、ファッション、漫画、温泉といった多彩な関心に落とし込んで、各自卒
業研究を進めようとしています。
ゼミの卒業生とのご縁で、私は兵庫県朝来市のねぎ農場の見学と収穫体験をさせていただきました。これを機
に特産品への関心が一層高まりました。自分の関心を起点に、先生や他のゼミ生の意見も取り入れ卒業研究を進
めていきます。
ゼミでは「希望学」や「両利きの経営」を学んだ際に「ウィークタイズ」と呼ばれる幅広い人間関係が良いア
イデアを産み出すことを知りました。人との繋がりの大切さに気づくことができるゼミだと感じています。

商学部商学科
４次生

植木 愛理 さん

商学部商学科

大原 悟務 准教授
企業の特色を立地や社史から探る。こんな目標をゼミで掲げ、京都府の老舗メー
カーを訪問、調査しました。グローバル化、さらにはテレワークが広がるなか、
企業がひとところにあり続ける意味とは何か。ゼミ生には調査での見聞も引き合
いに、卒業後も折に触れて考えてほしいと思っています。

9



今西�宏次�ゼミ（コーポレート・ガバナンス論） ゼミ紹介

私たち今西ゼミは23名のメンバーで活動しています。コーポレート・ガバナンスを主要な研究テーマとする
ゼミですが、研究内容にある程度の自由が認められるゼミです。現在は同じ分野に興味を持ったメンバーでグ
ループを組み、各々が主体的に研究に取り組んでいます。
具体的には『ESG経営と企業価値』『事業の成功例』『e-Sports』『地方創生』などグループによって異なる分
野を研究しております。
このように多岐にわたる分野の研究を１つのゼミで行うことができるのは今西先生の豊富な知識と洞察力によ
るおかげです。授業形態は各グループの研究内容の発表に対し、今西先生からの質問やアドバイス、他のゼミ生
からの疑問に応えることで新たな課題や疑問を明確にして、研究内容を次々と深掘りしております。
そして、約１年に渡るゼミの活動を経て、３年次の夏には明治大学商学部で活動する出見世信之先生のゼミと、
お互いの研究発表を踏まえた交流会があります。優秀な方たちと議論を交わしていき、自分たちの考えを言語化
する能力も養うことができます。
この力は、就活においても非常に役に立ち、抽象的なことを如何に具体的に、相手に分かりやすく伝えるため
に必要なことです。研究内容をただ発表するだけでなく、相手に興味を持たせ、質問を引き出し、議論するとこ
ろまで持っていくことが可能だと考えております。
私たちはテーマを自分たちで定め、研究するに当たって「何事に対しても簡単に受け入れるのではなく、常に
疑問を持ち、自分で調べ、自分の頭で考えたことを論理的に伝える」という今西先生の姿勢を受け継ぎ、そのこ
とを常に意識しながら日々の研究に励んでおります。

商学部商学科　３年次生

阪本 浩揮さん（写真左）
永石 敦也さん（写真右）

※	今年度は新型コロナウイルスの関係で、対面で授業ができておらず、ゼミ全体での写真がないため、この
写真は昨年度数名で撮影した写真です。

商学部商学科

今西 宏次 教授
アインシュタインは、「教育とは学校で習った全てのことを忘れてしまった後
に、自分の中に残るものをいう。そして、その力を社会が直面する諸問題の解決
に役立たせるべく、自ら考え行動できる人間をつくることである」と言っていま
す。私は、この言葉の意味を各自で考えてもらえるようなゼミ運営を心がけてい
ます。
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河合�隆治�ゼミ（管理会計論） ゼミ紹介

河合ゼミでは、管理会計の視点から経営に関する分析や改善点・解決策を研究しています。管理会計とは、企
業内部の管理に適用される会計領域であり、実際に企業では管理会計の情報をもとに意思決定や予算編成が行わ
れています。
河合ゼミでは、二年次と三年次前期に管理会計の基礎を学びます。具体的には、管理会計の基礎的な教科書を
輪読し、一人もしくはグループで発表を行いながら、管理会計の知識を深めていきます。三年次後期には、イン
ゼミ活動に力を注いでいます。インゼミ活動とは、異なるゼミと一緒にゼミ活動を行うことです。私たちのイン
ゼミ活動では、他大学のゼミと互いの研究を発表し、議論します。夏には、合宿を行いインゼミ活動に向け本格
的に話し合いを進めます。私たち６期生は、早稲田大学・明治大学・立教大学・南山大学・名古屋大学・近畿大
学とインゼミ活動を行いました。四年次では、卒論を書きます。卒論は、これまで学習した管理会計の知識を活
用して、一人で書きあげます。
このように河合ゼミでは、一人で行う活動だけでなく、チームで協力しあって行う活動も経験することができ
ます。さまざまな環境の中で自分自身の成長にもつながるゼミであると感じています。
河合ゼミの魅力は、「気付けること」だと思います。河合ゼミでは、ゼミ生が主体的に活動を行っています。
さまざまな状況の中で、自分たちらしく試行錯誤しながら考えていくことで、新たな自分に気付きます。チーム
で一緒に活動していく中で、意見を交換し合い自分とは違う考えに気付かされます。自分一人では乗り越えるこ
とのできなかったこともゼミ生と一緒なら乗り越えていくことができます。河合ゼミは大学生活でかけがえのな
い居場所になっています。

商学部商学科
４年次生

和田 美穂 さん

商学部商学科

河合 隆治 教授
管理会計には「管理」+「会計」というガチガチなイメージがありますが、ゼミ
生は身近な題材をテーマとして研究に取り組んでいます。ゼミの雰囲気もゆるやか
で明るく、私自身、ゼミの講義時間を楽しみにしています。
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吉川�英一郎�ゼミ（貿易業務論） ゼミ紹介

私たち吉川ゼミは「国際ビジネス契約紛争解決」を主要な研究テーマとするゼミです。ゼミ活動が開始される
２年次の秋学期には、紛争解決の基礎となる交渉術を、フィッシャー＆ユーリーの著書である『ハーバード流交
渉術』やボードゲームのモノポリーを通して学びました。３年次の春学期からの活動は、CISG条約や国際商事
仲裁の知識を身に付けることを目的として行われました。具体的には国際模擬仲裁大会の問題文（英文）を読解
して、その内容分析のプレゼンテーションを対戦形式で行いました。そして４年次の春学期からは、卒業研究に
取り掛かりました。個人で研究する人やグループで研究する人もいて、比較的自由に取り組めます。
吉川ゼミで学ぶことは、グローバル化が進んでいる現代企業で働く上で実用性が高いと言えます。その理由は
２つあります。１つ目は、先述したCISGが世界の契約法のスタンダードになりつつあり、日本企業も知ってい
る必要があると言えるからです。２つ目は、ゼミで国際契約書に触れるため、英文の契約書にどのようなことが
書かれているかについて一通り理解できるようになるからです。
研究活動以外にも、びわこリトリートセンターでの合宿や、ゼミ対抗ソフトボール大会などのイベント、そし
てゼミ生が主体となった企画（ランチ会やバッティングセンター）をするなど、フランクな一面もあります。ち
なみに2019年度のソフトボール大会では準優勝という結果を残しました。吉川ゼミは国際ビジネスに興味があ
る人、またイベントにも積極的に参加したいという人にぴったりだと思います。

商学部商学科　４年次生

北川 真伊さん（写真左）
本多 沙月さん（写真右）

商学部商学科

吉川 英一郎 教授
私は企業に18年（人事・国際法務）勤続した後、研究者として20年、この商
学部のゼミを指導して約10年になります。法学も交え、国際ビジネス実務に役立
つゼミを提供すべく努めています。卒業生の多くは企業に就職するのですが、自
身の体験から、学生時代は要領よく単位を集めるだけではなく「愚直に勉強」し
て欲しいと願っています。
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就職状況
コロナ禍での就職活動体験談

山口･誠矢さん
私が就職活動を意識し
始めたのは、大学３年生
の６月に友人に誘われて
行った合同説明会に参加
してからです。その合同
説明会をきっかけに、学
業・アルバイトと同時並
行で就職活動を本格的に
始めました。社会を広く
知るためにも、業界問わ
ず様々な企業の夏期イン

ターンシップに参加しました。本選考に向けて面接慣れ
をしておきたい考えから、冬期では選考有りのインター
ンシップに多くエントリーしたものの、倍率の高さ・自
己PR不足等の壁にぶち当たり、参加できた企業は数社の
みでした。しかし、苦労した分、本選考で糧になったこ
とは間違いありません。
３月１日の情報解禁日から本選考が始まり、企業にエ
ントリーシートを提出し、テストセンターで能力試験を
受ける毎日を送りました。そして、３月下旬から書類が
通った企業の面接が増えていったのですが、新型コロナ
ウイルスの影響で全ての面接がオンライン形式になりま
した。戸惑いはあったものの、オンライン面接に必要な
通信環境を整え、面接にふさわしい背景を用意するなど
して、それなりの対応はできました。ですが、企業側の
通信環境が悪いと会話にタイムラグができて話しづらく
なる点や、非対面ゆえに熱意を伝えづらい点は苦労しま
した。オンライン面接になったことで苦労した点は多々
ありましたが、面接開始直前まで自室でリラックスして
から本番に臨めたこと、移動時間と費用がかからないこ

との２つはメリットだったと振り返ります。
オンライン面接に切り替わるなど、コロナ禍の就職活
動は従来のそれと大きく異なりました。そんな状況だか
らこそやっていて良かったことは２つあります。１つ目
は、オンラインでのキャリアセンターの活用です。エン
トリーシートの添削から面接対策までをオンライン上で
していただき、就職活動全般でとてもお世話になりまし
た。対策をしてもらったことで、面接に自信を持って臨
むことができた上に、面接の通過率も上がりました。後
輩たちには、キャリアセンターを身近に感じて、上手に
利用してほしいと思います。２つ目は、オンラインでの
OBOG訪問です。社会人の方に直接会って話を聞くこと
ができなくなった代わりに、Zoomや電話等を通じて訪
問していました。オンライン故に場所や時間などの制約
に縛られることなく、スムーズにたくさんの社会人の方
を訪問することができ、情弱な中でも効率良く情報収集
できました。
改めてコロナ禍の就職活動を振り返ると、友人と直接
会ってお互いを鼓舞することや不満をぶつけ合うなどが
できなかった分、両親の存在は心の支えでした。面接で
上手くいったときは一緒に喜んでくれ、逆に上手くいか
なかったときは励ましてくれ、本当に心の支えになって
いました。今一度、両親に感謝したいと思います。
就職活動は社会情勢に影響を受けやすいことを痛感し
ました。これから就職活動を進めていく後輩たちには、
どのような状況下でも、将来自分がやりたいこと（目標）
を明確に持ち、それに向けて何をすべきなのかをしっか
りと把握して、着々と実行してほしいです。その中で、
友人や家族との時間を大切にして、心のケアもしてほし
いと思います。
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小倉･里奈さん
４回生４月下旬、この時期
に私は内定先の企業にES※１を
提出し、本格的に就職活動を
始めました。就職活動の早期
化が叫ばれている中、遅すぎ
るスタートだったと自分でも
自覚しています。なぜこのよ
うな事になってしまったのか、
出遅れた私ですがどうして納

得内定で就職活動を終えることができたのか、これから
就職活動を迎える皆さんと保護者の方々にお伝えしたい
と思います。私は全く就職活動をしていなかったわけで
はなく、３回生の夏はインターンシップに参加していま
した。幼い頃から飛行機への憧れがあり航空系へ就職し
たいと漠然と考えていました。そこで、空港のインター
ンシップの選考を突破し、夏休みに３daysのインターン
シップに参加しました。そのインターンシップの中でも
更に選考が行われ、私は最終的に半年近くインターンシッ
プ生としてお世話になっていました。就職活動の早期化
が進む中で「インターンシップ生優遇」や「特別選考ルー
ト」という言葉をよく耳にしました。この言葉に甘んじ
て、私は心の片隅で「インターンシップでここまで成果
を出したから就職活動はもう大丈夫だろう」と思ってい
ました。しかし、そんな矢先に襲ってきた新型コロナウ
イルス。選考が当初の予定より３ヶ月遅れるという旨の
連絡が来ました。１つの会社しか見ていなかった私もこ
の状況下ではかなり焦り、他の企業の面接も受けていま
したが、なかなか思うような結果は出ませんでした。周
りでちらほら内定が出始めた４月下旬、私はやっと本腰
を入れ就職活動の序盤で行う自己分析を始めました。こ
こまで失敗だらけの就職活動でしたが、最終的には納得
内定で終えることができました。ここからは、納得内定

に繋がったと思う２つの行動についてお伝えしたいと思
います。１つ目は、自己分析を何度も繰り返したことで
す。「自己分析ってする意味あるの？」と４回生の４月ま
で正直思っていました。しかし、面接を経験していくう
ちに自分について何もわかっていないと何も話せないと
いうことを痛感しました。そこで自己分析を徹底して行っ
た結果、自己PRやガクチカ※２を最大限伝えられただけで
はなく、分析された自己から棚卸しした志望動機を語る
ことでき、自分の力を100%出し切れたと思えるような
面接ができるようになりました。
２つ目はアウトプットの機会をたくさん設けたという
ことです。私はインターンシップの面接も一度しか受け
たことがなかったため、本選考時は周りに比べて明らか
に面接に慣れていませんでした。そこで知り合いに面接
官の役になってもらい模擬面接を何回も行いました。ど
んなに素敵な自己PRや志望動機を持っていても、それを
うまく伝えられなければ意味がありません。誰かに見て
もらうことで自分のできていないポイントに気づくこと
ができ、何度も繰り返すうちに自信がつき堂々と面接に
臨めるようになりました。面接は本当に数をこなすこと
が大事だと思います。
最後に、コロナ禍で例年と違った形での就職活動や採
用活動延期で不安だらけだった私がやり切ることができ
たのは、両親の支えがあったからです。なかなかうまく
いかなくて落ち込んでいた時も、母の美味しい手料理や
父のアドバイスなどが私を支えてくれました。就職活動
時はいつも以上に周りに敏感になってしまい、ちょっと
したことでイライラしたり泣き出したくなることもあり
ます。そんな時は優しく見守ってくれることが就活生に
とって一番の心の支えになると思います。
※１　ES＝エントリーシート
※２　ガクチカ＝学生時代に力を入れたこと
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就職状況

2020年４月採用の就職状況と2021年４月採用の動向について
今春卒業生の就職活動は、前年と同様のスケジュールで、企業の採用活動のうち広報活動が「３年次生の３月」から、選考活

動が「４年次生の６月」から開始されました。また、毎年４月に、リクルートワークス研究所が発表する大卒求人倍率では、
2020年３月卒業の学生で1.83倍（前年度1.88倍）と、前年と同様に高い水準となりました。好調な景況感の持続や、日本の人
口減少による労働力不足等が背景にあると考えられます。売り手市場の状況下で、新卒採用では、学生と早期に接触を行う企業
が前年以上に増えたとみられています。
採用活動時期が前年と同じになったこと等により、採用活動早期化の是正が期待されましたが、売り手市場を背景に、採用に

直結したインターンシップを実施したり、説明会等のイベントを３月以前に開催する等、政府の採用日程を守らない企業が前年
以上に増え、採用活動の一層の早期化と長期化が進みました。
一方で、売り手市場との情報がマスコミ等で継続して伝えられたことで、学生の活動量は前年以上に減少し、自己分析や業界・

企業研究等の準備を早期から十分に行った学生と、そうでない学生の差が一層広がり、複数の内定を得る学生と、なかなか内定
を得られない学生との二極化がさらに進みました。グローバル化を進める多くの企業では、競争が一層激化する環境下で、将来
のコアとなる人材を確保しようとする厳選採用の姿勢を堅持され、採用基準を緩和せずに、採用予定人数を充足できなくとも採
用活動を終了する企業もあります。一方、採用予定人数を確保するために、夏以降も採用活動を継続する企業がさらに増加して
おり、通年採用を行う企業も増える等、企業の動きは一層多様化しました。
本学では、準備不足等の理由により、７月以降も就職活動を継続していた学生も存在しましたが、キャリアセンターでは、６

月以降、４年次生向けの学内企業説明会を複数回実施し、支援を行いました。
現４年次生である2021年４月採用の学生の就職活動は、売り手市場を背景に、昨年以上に採用活動が早期化していましたが、

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、2020年３月以降は採用説明会等が相次いで中止となり、就職活動の先行きが見え
ない不安感が学生の間に広がっています。
多くの企業では、WEBによる説明会や面接が実施され、採用活動のオンライン化が進んでいます。また、新型コロナウイルス

感染拡大の影響で、世界的に経済状況が悪化し、就職環境が急激に厳しくなることが懸念されます。
キャリアセンターでは、新型コロナウイルス感染拡大への対応として、WEBや電話での個別相談を実施し、学生一人ひとりに

寄り添った支援に努めています。また、企業の採用情報等を学生に迅速に伝えるとともに、WEBによる企業説明会を実施する
等、本学学生を支援するプログラムを予定しています。
これから就職活動を行う３年次生向けには、５月からインターンシップ・プレ就職ガイダンスの動画配信を開始しました。今

年度も、各種講座、セミナーを順次実施していきます。卒業後の進路を見据えた学生時代の過ごし方や就職活動に関する相談等
を行っていますので、気軽にキャリアセンターを利用してください。

就職支援の方向性
（注意事項）
毎年３月に開催している「企業研究セミナー」は、新型コロナウイルスの影響により、2019年度の開催が中止となりました。そのため、下記

文章内の「企業研究セミナー」に関する記述や年間参加企業数は、2018年度の開催実績を元に記載しています。また、2020年度は、正課科目
「キャリア形成とインターンシップ」と「キャリア体感プログラム～職場訪問（関西、東京）」が中止となりました。

学生にとって満足度の高い就職を実現できるように毎年「アクションプラン」を定め、就職支援を行っています。
就職における学生の満足度を高めるためには、学生の職業理解を確かなものにする必要があります。そのために本学では、年

間1,400社（2018年度実績）を超える企業・官公庁等を学内に招く「業界研究セミナー」や「企業研究セミナー」、卒業生・内
定者から協力を得て「仕事研究セミナー」、「若手社員との交流会」や ｢就職活動体験談を聞く会｣ 等を実施しています。特に、
採用広報活動が解禁となる３月に開催する「企業研究セミナー」ではのべ約61,800名の学生が参加しました（2018年度実績）。
キャリアセンターでは、低年次の１、２年次生向けの支援も行っています。早い時期から企業、職業、仕事の実像を理解し、

その上で自分の将来設計を描くことで、将来の仕事への目的意識を高めることができると考えているからです。例えば、正課科
目「キャリア開発と学生生活」と連携し、社会で活躍する卒業生を招く「キャリア発見セミナー」や、１、２年次生を対象とし
た「キャリア体感プログラム～職場訪問（関西、東京）」および３年次生を主な対象とした正課科目「キャリア形成とインターン
シップ」等があります。
学生の職業選択においては、学生一人ひとりに対し、状況を考慮しながら、実情に即した正確な就職情報を伝え、各々が最適

な進路を選択できるようにアドバイスする個人相談がますます重要になっています。そのため、企業等での経験豊かなキャリア
アドバイザーを配置し、年間約9,900件の個人相談に対応しています。

2019年度(2019年9月・2020年3月卒業・修了者)の
就職活動の成果と支援状況 同志社大学キャリアセンター
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2019年度（2020年４月採用）　進路状況

全学部 全研究科
商学部 文系学部計 商学研究科 文科系計

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

就職者

4,817 78.0 802 89.8 4,332 84.9 591 76.5 7 87.5 158 50.7
就職（無期雇用労働者） 4,732 76.7 790 88.4 4,255 83.4 581 75.2 7 87.5 149 47.8
就職（有期雇用労働者） 33 0.5 6 0.7 30 0.6 8 1.0 0 0.0 8 2.6
自営・家業・起業 52 0.8 6 0.7 47 0.9 2 0.3 0 0.0 1 0.3

進　学
751 12.2 8 0.9 216 4.2 50 6.4 0 0.0 38 12.2

うち本学大学院進学 562 9.1 2 0.2 112 2.2 45 5.8 0 0.0 35 11.2
うち他大学大学院進学 189 3.1 6 0.7 104 2.0 5 0.6 0 0.0 3 1.0

その他進学・留学 74 1.2 9 1.0 71 1.4 3 0.4 0 0.0 2 0.6
資格試験、卒業後に就職活動を
行う（公務員・教員受験含む） 156 2.5 25 2.8 128 2.5 53 6.9 1 12.5 48 15.4

大学院等への進学準備 32 0.5 1 0.1 27 0.5 7 0.9 0 0.0 6 1.9
その他 97 1.6 13 1.4 89 1.8 21 2.7 0 0.0 12 3.8
内定無求職中 66 1.1 7 0.8 66 1.3 29 3.7 0 0.0 29 9.3
最終進路未報告 176 2.9 29 3.2 171 3.4 19 2.5 0 0.0 19 6.1

計 6,169 100.0 894 100.0 5,100 100.0 773 100.0 8 100.0 312 100.0

2019年度（2020年4月採用）　学部学科・研究科別就職状況一覧表
就職希望者数 就職者数 就職率 過年度

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 2018年度 2017年度
神学部 15 18 33 15 18 33 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 92.0	
文学部 127 378 505 122 368 490 96.1	 97.4	 97.0	 96.8	 96.8	
社会学部 139 213 352 136 212 348 97.8	 99.5	 98.9	 98.7	 98.6	
法学部 386 306 692 376 305 681 97.4	 99.7	 98.4	 98.6	 98.2	
経済学部　 525 241 766 512 240 752 97.5	 99.6	 98.2	 98.9	 98.5	
商学部　 426 369 795 421 367 788 98.8	 99.5	 99.1	 99.2	 99.2	
政策学部　 171 187 358 167 186 353 97.7	 99.5	 98.6	 98.9	 98.9	
文化情報学部　 132 100 232 130 99 229 98.5	 99.0	 98.7	 98.4	 97.5	
スポーツ健康科学部 122 71 193 122 71 193 100.0	 100.0	 100.0	 99.5	 98.9	
心理学部 33 72 105 30 70 100 90.9	 97.2	 95.2	 99.1	 100.0	
グローバル・
コミュニケーション学部 48 77 125 48 76 124 100.0	 98.7	 99.2	 97.6	 99.2	

グローバル地域文化学部 40 115 155 40 114 154 100.0	 99.1	 99.4	 99.4	 99.4	
文科系学部合計 2,164 2,147 4,311 2,119 2,126 4,245 97.9	 99.0	 98.5	 98.6	 98.4	
理工学部 290 83 373 290 83 373 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
生命医科学部 52 52 104 52 52 104 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
理工系学部合計 342 135 477 342 135 477 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
全学部合計 2,506 2,282 4,788 2,461 2,261 4,722 98.2	 99.1	 98.6	 98.8	 98.5	

文科系大学院合計 71 74 145 58 58 116 81.7	 78.4	 80.0	 90.5	 83.8	
理工系大学院合計 373 59 432 373 59 432 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	 100.0	
大学院計 444 133 577 431 117 548 97.1	 88.0	 95.0	 97.4	 96.5	

総合計 2,950 2,415 5,365 2,892 2,378 5,270 98.0	 98.5	 98.2	 98.6	 98.3	

就職関係データ
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就職状況

商学部就職者数上位10社推移
2019年度 2018年度

順位 就職先 合計 順位 就職先 合計
1 株式会社三井住友銀行 10 1 株式会社大和証券グループ本社 8
2 みずほフィナンシャルグループ 8 1 日本生命保険相互会社 8
3 株式会社滋賀銀行 7 3 株式会社三菱UFJ銀行 7
3 三井住友信託銀行株式会社 7 4 京都中央信用金庫 6
3 日本生命保険相互会社 7 4 株式会社滋賀銀行 6
4 東京海上日動火災保険株式会社 6 4 三井住友信託銀行株式会社 6
4 第一生命保険株式会社 6 4 野村證券株式会社 6
5 株式会社キーエンス 5 4 みずほフィナンシャルグループ 6
5 株式会社サイバーエージェント 5 4 三井住友海上火災保険株式会社 6
5 住友生命保険相互会社 5 4 国家公務員（一般職）	 6
5 西日本電信電話株式会社 5
5 楽天株式会社 5
5 りそなグループ 5

就職者数上位20社推移
文科系学部･研究科

2019年度 2018年度

就　　　職　　　先 合
計

文
科
系
男

文
科
系
女

就　　　職　　　先 合
計

文
科
系
男

文
科
系
女

1 国家公務員（一般職）	 52 27 25 1 国家公務員（一般職） 46 24 22
2 日本生命保険相互会社 38 11 27 2 みずほフィナンシャルグループ 35 18 17
3 住友生命保険相互会社 28 3 25 3 株式会社三菱UFJ銀行 34 9 25
3 西日本電信電話株式会社 28 14 14 4 日本生命保険相互会社 32 12 20
3 みずほフィナンシャルグループ 28 14 14 5 株式会社京都銀行 30 12 18
4 株式会社京都銀行 27 16 11 5 東京海上日動火災保険株式会社 30 3 27
4 株式会社三井住友銀行 27 21 6 7 りそなグループ 29 13 16
4 明治安田生命保険相互会社 27 15 12 8 株式会社滋賀銀行 28 14 14
5 三井住友信託銀行株式会社 26 6 20 9 京都市 27 6 21
6 日本航空株式会社 24 2 22 10 株式会社三井住友銀行 25 15 10
7 京都市 23 9 14 11 住友生命保険相互会社 23 3 20
7 株式会社ニトリ 23 7 16 11 株式会社大和証券グループ本社 23 6 17
8 国税専門官 21 10 11 13 三井住友信託銀行株式会社 22 11 11
9 株式会社滋賀銀行 20 9 11 13 野村證券株式会社 22 14 8
9 パナソニック株式会社 20 10 10 15 京セラ株式会社 20 9 11
9 楽天株式会社 20 7 13 15 関西みらいフィナンシャルグループ 20 5 15
10 全日本空輸株式会社 19 3 16 15 全日本空輸株式会社 20 1 19
10 東京海上日動火災保険株式会社 19 5 14 15 楽天株式会社 20 8 12
11 京セラ株式会社 17 10 7 19 京都中央信用金庫 19 6 13
11 京都中央信用金庫 17 6 11 19 第一生命保険株式会社 19 6 13
11 株式会社三菱UFJ銀行 17 12 5
11 りそなグループ 17 9 8
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2019年度（2020年４月採用）　規模別就職状況
文科系学部・研究科 商学部・研究科

男子 女子 男子 女子

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

巨大企業 496	 22.8	 499	 22.9	 巨大企業 96 22.8 93 25.3

大企業A 663	 30.4	 644	 29.5	 大企業Ａ 140 33.2 133 36.2

大企業B 237	 10.9	 250	 11.4	 大企業Ｂ 43 10.2 32 8.7

中 企 業 350	 16.1	 315	 14.4	 中 企 業 69 16.4 45 12.3

小 企 業 253	 11.6	 243	 11.1	 小 企 業 55 13.1 51 13.9

そ の 他 178	 8.2	 233	 10.7	 そ の 他 18 4.3 13 3.6

総　計 2,177	 100.0	 2,184	 100.0	 総　計 421 100.0	 367 100.0	

注：巨大企業＝従業員5,000人以上　大企業Ａ＝1,000人以上　大企業B＝500人以上　中企業＝100人以上　小企業＝100人未満
※各種学校、非営利団体、宗教法人、医療・保健、介護事業、公務員などの業種は全てその他に含まれます。

業種別就職状況
商学部・男子

2019年度 2018年度
メーカー 133名 31.6% 124名 30.4%
流　　通 51名 12.1% 46名 11.3%
金　　融 66名 15.7% 68名 16.7%

マスコミ･情報通信 56名 13.3% 39名 9.5%
教育・学習支援 1名 0.2% 6名 1.5%
サービス 71名 16.9% 72名 17.6%
公共・その他 43名 10.2% 53名 13.0%
合　　　　計 421名 100.0% 408名 100.0%

文科系学部･研究科男子
2019年度 2018年度

メーカー 579名 26.6% 603名 27.8%
流　　通 226名 10.4% 220名 10.2%
金　　融 342名 15.7% 340名 15.7%

マスコミ･情報通信 315名 14.5% 273名 12.6%
教育・学習支援 37名 1.7% 39名 1.8%
サービス 336名 15.4% 329名 15.2%
公共・その他 342名 15.7% 361名 16.7%
合　　　　計 2,177名 100.0% 2,165名 100.0%

商学部・女子
2019年度 2018年度

メーカー 71名 19.4% 90名 24.9%
流　　通 46名 12.5% 39名 10.8%
金　　融 94名 25.6% 101名 27.0%

マスコミ･情報通信 45名 12.3% 30名 8.3%
教育・学習支援 3名 0.8% 3名 0.8%
サービス 65名 17.7% 54名 14.9%
公共・その他 43名 11.7% 45名 12.4%
合　　　　計 367名 100.0% 362名 100.0%

文科系学部・研究科女子
2019年度 2018年度

メーカー 451名 20.7% 491名 22.1%
流　　通 250名 11.4% 221名 10.0%
金　　融 358名 16.4% 465名 21.0%

マスコミ･情報通信 284名 13.0% 255名 11.5%
教育・学習支援 62名 2.8% 68名 3.1%
サービス 378名 17.3% 349名 15.7%
公共・その他 401名 18.4% 369名 16.6%
合　　　　計 2,184名 100.0% 2,218名 100.0%
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＊成績通知書は、春（５月下旬）、秋（11月上旬）の年２回送付します。
　その他「学業履修について」など詳しい情報は、春に送付した「父母会報69号」に掲載しておりますのでご覧く
ださい。

成績通知書の見方

2013年度以降生

履修年度 期 間 単位 成績 担当者名 履修年度 期 間 単位 成績 担当者名

１～８類科目（８０単位以上） １０類　外国語科目（16単位以上）
《　１類　 導入科目 （４単位以内）》 2019 春学期 ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ １ 1 A 学部　　商学部　商学科

2019 春学期 アカデミック・リテラシーⅠ 2 A 2019 秋学期 ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ ２ 1 B 　　　　　　(商学総合コース)
2019 秋学期 ビジネス・トピックス 2 B 2019 春学期 ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　1 1 C 学籍番号　2019年度生（２年次） 番

2019 秋学期 ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　２ 1 A

**** 春学期 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ　2 1 氏 　　名
《　２類　 入門科目　（６単位以上）》 **** 秋学期 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ　１ 1 生年月日 年 （平成　　年） 　　月　　　　日生

2019 春学期 基  本  統  計  学 2 A **** 春学期 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ　1 1

2019 春学期 現代ビジネス 2 A **** 秋学期 ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ　２ 1 学生ＩＤ：1105-19-XXXX

2019 春学期 2 B 2019 春学期 ドイツ語入門Ⅰ 2 Ａ

2019 秋学期 2 A 2019 秋学期 ドイツ語入門Ⅱ 2 B 〒 Ｔｅｌ．

**** 春学期 ドイツ語応用１ 1

《　３類　 学系基礎科目　》 **** 春学期 ドイツ語応用３ 1

<　学系基礎科目Ⅰ（８単位以上）　> **** 秋学期 ドイツ語応用２ 1

2019 秋学期 経    済    学 2 A **** 秋学期 ドイツ語応用４ 1 〒 Ｔｅｌ．

2019 秋学期 商    業    学 2 B

2019 秋学期 国  際  経  済  学 2 D １１類　自主選択科目（18単位以内）

2019 秋学期 経    営    学 2 C XX19 春学期 教育原理 2 F 異動種別

--19 秋学期 会    計    学 2 F 2019 秋学期 教育原理 2 B 学 入　学

＜他学部科目＞ 籍

<　学系基礎科目Ⅱ　> **** 春学期 京都メディアの発信戦略と地域貢献 2

<　経済・歴史（２単位以上）　> （省略） 異

**** 春学期 商    業    史 2

動

<　商業・金融（２単位以上）　>
**** 秋学期 流    通    論 2

<　貿易・国際（２単位以上）　>

**** 春学期 貿  易  業  務  論 2

<　企業・経営（２単位以上）　> 卒業必要 卒業必要

**** 秋学期 経  営  管  理  論 2 単位数 科目 単位 単位数 科目 単位

　１～8類 80以上 9 20
<　簿記・会計（２単位以上）　> 入門 6以上 4 8

学系基礎Ⅰ 8以上 4 8

《　５類　 実践科目　》 学系基礎Ⅱ 10以上

2019 春学期 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾅｰ基礎 2 中止 学系展開 20以上
専門外国語 2以上

12以上 3 6

　１０類 16以上 6 8 合　計 126 19 36
　１１類科目 18以内 1 2

９類　 教養科目（1２単位以上）

2019 春学期 建学の精神とキリスト教 2 A

2019 春学期 日本史（１） 2 中止

2019 春学期 心理学１ 2 B

2019 秋学期 心理学２ 2 A

　　**本人・父母の住所・氏名に誤り、変更があれば、商学部事務室に届け出てください**

免許・資格関係科目

１～8類平均　20単位　2.91

直近学期ＧＰＡ　2.77　累積GPA　3.31

成績通知書の見方

見　　　本 種　別
修得数

種　別
修得数

　９類

自由科目

父母氏名

父母住所

異動年月日 異動事由

2016年4月1日

単　位　修　得　表

科　目　名（クラス） 科　目　名（クラス） 同志社大学　　　成　績　通　知　書

学籍に関する事項

本人住所

学業に関する事項

試験を受験していない
ことを示します。

現在登録履修中の科目です。

合格評価で書き換えられた不合格
評価であることを示します。

１ヵ月程度授業を受講し、望ましい評価が得ら
れないと判断して、履修を中止した科目です。

期 間期 間履修年度

秋学期

秋学期

秋学期秋学期

秋学期

2019

秋学期

2019

--19

秋学期

秋学期

2019 春学期

秋学期

春学期

秋学期2019

XX19

2019

春学期

秋学期2019

2019

****
****

2019

****

中止

****

****

****

****

2019

2019

2019

2019

2019

A

中止

B

A

中止

A

中止

B

A

履修年度

2019

2019
2019

20192019

担当者名 履修年度

2019

2019
2019

担当者名

2019

科　目　名（クラス）

１０類　外国語科目（16単位以上）

１１類　自主選択科目（18単位以内）

科　目　名（クラス）期 間 科　目　名（クラス）

１０類　外国語科目（16単位以上）
ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ １

ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ ２
ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　1

ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　２

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ　2
ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ　１

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ　1

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ　２

ドイツ語入門Ⅰ

ドイツ語入門Ⅱ

ドイツ語応用１

ドイツ語応用３

ドイツ語応用２

ドイツ語応用４

１１類　自主選択科目（18単位以内）

春学期

春学期

秋学期

秋学期

１０類　外国語科目（16単位以上）
ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ １

ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ ２
ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　1

ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　２

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ　2
ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ　１

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ　1

春学期

秋学期
春学期

秋学期

春学期
秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

春学期

秋学期

秋学期

秋学期

春学期
秋学期

秋学期秋学期

春学期
秋学期

秋学期

春学期
秋学期

科　目　名（クラス）

１０類　外国語科目（16単位以上）
ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ １

ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ ２
ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　1

ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ　２

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ　2
ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ　１

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ　1

秋学期

春学期

春学期

秋学期

秋学期

それぞれの科目を履修した年度
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～商学部父母会では、一緒に父母会活動を盛り上げてくださる役員を募集しています～

父母会に参加しませんか？

父母同士も一緒に
キャンパスライフを
楽しみませんか？

毎回参加
できなくてもかまいません。
お仕事お持ちの方も
大歓迎です！

お世話になっている
先生方にご挨拶で
きる好機あり！

父母間の交流を通して学生生活や不安な事についての情報交換ができ、同志社大学を深く知ることができます

参加ご希望の方は、
学年　学生氏名　保護者氏名　連絡先（電話番号・メールアドレス）
を下記連絡先までお知らせください。

商学部父母会事務局　TEL：075-251-3660　Mail：sho-fubo@mail.doshisha.ac.jp

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動が制限されておりますが、定期的にオンラ
インで会議をし、学生支援やご父母の皆様への情報提供など、コロナ禍においても父母会としてで
きる事について、知恵を出し合っています。
皆様ご協力をお願いいたします。

商学部父母会は父母たち
が独自に行事を企画運営
している他学部にはない
貴重な存在です。

地域、学年
をこえた新し
い出会いが
あります！
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最近読んだ新書本で、同志社大
学OBの作家・佐藤優氏が「（親向
けの）就職説明会をしている大学
は総じて学生の『生きる力』が弱
い。東大や早慶はそんなことしな
い、」（※）といささかアイロニー
の効いたことを述べていた。なる
ほど「親がかりの学生なら企業にとっても魅力ないよ
な」などと思いつつ、わが商学部父母会でも就職説明
会あったなあ、と困惑も感じた。ただ、よくよく振り
返れば本学父母会の説明会は、あくまでも時の就職状
況の客観的な紹介といったニュアンスであり、決して
「親が手とり足取りで、就活支援すべしだ」といった
ものでなかったわけで、安心することにした。確かに
父母にとっては、子どもが大学生になって次の心配事
は、就職、である。そんなとき就活情報を父母会行事
などで提供されるのはありがたい。あとは、わが子が
「自立」して社会人をめざしていくことを願うばかり。
父母会の活動に参加しつつ、そんなことを考える日々
である。
（※）講談社現代新書「埼玉県立浦和高校」146頁

依然として終息が見えないコロナ過の中、皆様心労如
何ほどかと衷心よりお見舞い申し上げます。
さて、『内地』と言う言葉をご存じでしょうか、私も含

め北海道の古め（笑）の人たちが本州の事をこう呼びます。
現在では交通の便が飛躍的に向上し北海道からのアク

セスも不備を感じることは無くなりましたが、『内地』の
（笑）しかも有名大学へ進学！！おそらく同じ北海道に住
む親御さんにとっては同じ感覚だと思われますが、津軽海峡を越えて…本州
の大学へご子息ご息女を送り出す事は北海道人にとっては一大事なのです
（笑）。さらに今年はコロナ対策によるリモート授業や一時空白となってしまっ
た就職活動、夢にまで見たキャンパスライフの日々が未だ訪れない新入学生
…、さらに、父母会としては、春の総会、10月の就職セミナーも中止になる
などますます不安になる事ばかりですね。特に遠く離れた北海道ではなおさ
ら…。
そこで北海道の親御様へ提案します。
大事なご子息ご息女の学生生活の様子を少しでも感じることができないか

と考えていらっしゃる親御様へ、父母会への参加をお勧めします。
年に数回開催される集まりで、教授や事務室の方とお会いし生の声を聴く

こと、あるいは不安に思う事などの相談をしたり、さらには同じ境遇の親御
様と交流する事で同志社大学をより身近に感じることができると思います。
お気軽に父母会へご参加ください。

子どもがお世話になっている
大学。私も何かお手伝いができ
れば…と思い「父母会」に参加
しました。
行事の打合せ、お手伝いを通し

て先輩父母の方とのおしゃべり。
その中には、大学での生活・

ゼミの事・就職活動の事など、親として知りたい情
報がたくさんありました。（就職活動の時は、あれこ
れ聞かずに･交通費等の経済的援助をすれば子どもは
嬉しいそうです。）
また、他支部との交流もあり、行事に参加する事

で親も学生時代の様に楽しんでいます。
残念ながら…。
今年度はコロナの影響で活動はできていません。
そのような中、OB・OGから「エール飯」（下宿学

生の食事を応援するプロジェクト）の情報をたくさ
んいただきました。感謝すると共に、大きな同志社
愛を感じました。
また、毎回の「父母会報」の表紙は、同志社礼拝

堂・クラーク記念館等･国の重要文化財に指定されて
います。その中で学んでいる子どもたち…コロナが
落ち着いた後は、以前行われていた「キャンパスツ
アー」に参加したいと思っています。
子どもが大学生活を楽しんでいるように、私たち

父母も大学生活を「父母会」で楽しんでみませんか？

今年４月の緊急事態宣言の直前に息子（三回生・グリー
クラブ所属）を帰省させました。
お盆明けに京都に帰りましたが、この５ヶ月間、息子と寝

食を共にする中で学校での話や、部活の話、就職への悩み
相談など、濃密な時間を過ごすことができました。はからず
もこのコロナ渦での副産物でした。
本人にとっては勉強が思うように進まない、部活ができない、学友、部員

に会えないことがもどかしいようで、かなりストレスだったでしょう。
それでも、今だからこそできることを探して、オンラインで合唱の動画を制作

したり、色々やってきたようです。
私も支部長として何もできておりませんが、息子を見習って何かできることを

始めようと思います。

「就職説明会」考

津軽海峡を越え…

楽しい父母会活動に感謝

休校の副産物
～はからずもコロナが教えてくれたこと～

浜口 雄二

京都支部

新型コロナウイルスによる感染が深刻な状況となって
います。100年前に日本でも流行したスペイン風邪では大
きな混乱がありました。当時の世界はこのウイルスを特
定する技術を持っていませんでした。しかし、その対応
は人の集まる所に行かない、患者の隔離、イベントの中
止など、この度の対応と大きな差はありません。いつの
時代も歴史に学ぶことは重要なことだと思います。
大学に期待することは、今の状況、現実について、同志社大学でしか学べ

ないことも多いと思います。政府・自治体、各産業界、家庭・個人の対応を
それぞれの学部の視点を通して研究・検証することは学生が社会に出た後、
様々な場面で必ず役に立つ日が来ると思っています。不幸な現実ではありま
すが、未来を担う学生たちがより社会に貢献できるよう、今後ともご指導を
お願いいたします。

今、大学に期待すること

廣畑 和彦

東中国支部

高橋 明郎

北海道支部

田口 信子

兵庫支部

和田島 はるみ

西中国支部

１月に開催を予定しておりました「父母のための一日大学」は、今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、
WEBでの企画に変更する事になりました。
詳細につきましては、今後父母会ホームページや郵送でご案内させていただきます。

商学部父母会ホームページ
https://com.doshisha.ac.jp/parents_association/

「父母のための一日大学」のお知らせ
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同志社大学商学部父母会会則
　　　第１章　　総　則
（名称及び所在地）
第･･１条･ 本会は、同志社大学商学部父母会と称し、事務所を同志社大学商学部事務室内
（京都市上京区今出川通烏丸東入）に置く。
（目的）
第･･２条･ 本会は､ 同志社大学商学部（以下「商学部」という。）学生の保護者の連携と親
睦を図ると共に、商学部の制度及び教育内容の理解を深め、教育事業を後援し、更には
同志社大学の充実発展に寄与することを目的とする。

（事業）
第３条･ 本会は､ 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　⑴　会員相互間の理解啓発向上と親睦のため必要な活動
　⑵　大学制度と教育内容を理解するための会議､ 学習会､ 講演会等の開催
　⑶　教育研究上の環境整備のために必要な協力
　⑷　会報の発行その他会員に対する広報
　⑸　就職活動についての後援
　⑹　同志社連合父母会への連携協力
　⑺　その他この会の目的達成のために必要な事業

　　　第２章　　会　員
（会員）
第･･４条･ 本会の会員は、商学部に在籍する全ての学生の父母又はこれに代わる者とする。
（会費）
第･･５条･ 会員の会費は、学生１人につき、学期ごとに2,500円とする。ただし、学生が休
学する場合は、会費を免除する。
２　会員は、毎学期の始めに会費を納入するものとする。
３　会費の徴収は、同志社大学に委託して行う。

　　　第３章　　役　員
（役員）
第６条･ 本会に次の役員を置く。
　　会長　　　　１名
　　副会長　　　４名
　　理事　　　　９名以内
　　会計　　　　１名
　　監事　　　　２名
２　職務分掌については、別途、定める。
（役員の選任と任期）
第･･７条･ 会長は、原則として前年度役員の互選により候補者を選出する。
２･･　副会長は､ 会員の中から会長が指名し、理事及び会計並びに監事は、選出された会長
と指名された副会長の協議により選出する。すべての役員は総会の承認を得るものとす
る。但し、会計は、兼任を妨げない。
３･･　前条の役員のうち会計に関しては、第18条に定める商学部事務係に委嘱できるものと
する。その場合委嘱の範囲及び費用を文書で取り交わすものとする。
４･･　役員の任期は１ケ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠又は増員の場合に選任さ
れた役員の任期は、前任者又は同種役員の残留任期とする。
５･･　同条第１項及び第２項の選出は前年度末までに行い、新年度から総会までの間、選出
された候補者が会務を代行することができる。

（相談役）
第８条･ 本会に相談役を置く。
２　相談役は、前会長とし、会長が委嘱する。
３　相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
（顧問）
第９条･ 本会に顧問を置く。
２　顧問は、商学部長とし、会長が委嘱する。
３　顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
（参与）
第10条･ 本会に参与を置く。
２　参与は、次の各号に掲げる者に会長が委嘱する。
　⑴　商学部教員で商学部長が推薦する者
　⑵　商学部事務長
３　参与は、会議に出席して意見を述べることができる。

　　　第４章　　会　議
（会議）
第11条･ 会議は、総会及び役員会とする。
･ 但し、委員会を設置することができる。
（総会）
第･･12条･ 総会は、毎年１回４月に定時総会を開催する外､ 必要に応じ臨時総会を開催す
る。
２･･　総会は、役員及び支部長をもって構成（以下構成メンバーを「総会委員」という）する。
３　総会は、会長が招集し、議長となる。
４　総会は、役員及び支部長の過半数の出席により成立する。
５　総会においては、次の議事を議決する。
　⑴　基本的事業計画に関する事項
　⑵　収支予算の決定及び決算の承認
　⑶　会則の改正
　⑷　会長以下役員の承認
　⑸　その他会長が特に重要と認める事項
６･･　議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数となるときは議長が決定する。
　･･　但し、委任を認める。受任者は、出席員のみとする。白紙委任の場合は、議長に委任
したものとみなす。

（役員会）
第･･13条･ 役員会は、原則３か月ごとに開催するほか、必要に応じて開催し、本会運営に
必要な事項を協議し執行する。緊急を要する場合は総会に代わり役員会で審議、決定す
ることができる。但し、次回総会において議案として提出しなければならない。
２　役員会は、役員をもって構成する。
３　役員会は、会長が招集し、議長となる。
４･･　役員会は、役員の過半数の出席により成立する。但し、委任を認める。受任者は、出
席員のみとする。白紙委任の場合は、議長に委任したものとみなす。
５　役員会においては、次の事項について審議・報告・執行する。
　⑴　総会への提出議案の作成
　⑵　次年度会長候補者の選出
　⑶　予算の立案と執行状況の報告と執行の承認
　⑷　父母会本会主催行事に関する事項

　⑸　その他会長が必要と認める事項
６･･　審議事項は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数となるときは議長が決定する。
７･･　役員会は、本会運営の中心となって活動を掌るものとする。
８　役員会で、別途委員会を設置することができる。

　　　第５章　　支　部
（支部の設置と運営）
第14条･ 本会の事業運営のため、各地に支部を置く。
２･･　支部は、京都、大阪、兵庫、東海、東中国、西中国、四国、九州、北陸、関東、北海
道及び東北の12支部とし、会員は、別表第一の右欄に掲げる居住地に応じて、同表左欄
に掲げる支部に属するものとする。ただし、会長が特に必要があると認めた場合は、割
り当てられた支部以外の支部に属することができるものとする。

３･･　各支部は、第２条及び第３条に定めるこの会の目的及び事業遂行上の基幹単位として
運営に当たる。

４･･　各支部に支部長その他の支部役員を置く。支部役員の選任については支部会則に定め
る。

５　その他支部の運営に必要な事項は、支部会則に定める。

　　　第６章　　会　計
（経費）
第15条･ 本会の経費は会費､ 寄付金､ その他の収入をもって充てる。
（会計年度）
第･･16条･ 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
（学部監事）
第･･17条･ 本会の会計監査にあたり、第６条に定める監事（以下「役員監事」という。）に
加え、学部監事１名を置く。

２･･　学部監事は、商学部長の推薦を受け、参与である商学部教員の中から会長が委嘱す
る。

３　学部監事は、役員監事とともに、本会の会計を監査する。
４　学部監事の任期は、役員監事の任期に準じる。

　　　第７章　　雑　則
（事務係）
第18条･ 本会の事務を処理するため、商学部内に事務係を置く。
２･･　事務係が行う事務の取扱いについては、会長管理の下、別に定める。
（教員父母協議会）
第･･19条･ 本会が行なう事業の充実を図るため、教員父母協議会を設け、本会と商学部と
が事業内容について協議する。

２　教員父母協議会の組織、協議事項等については、別に定める。
（運営についての意見）
第･･20条･ 会員は、本会の運営に関し何時でも会長又は支部長に対し､ 意見を提出するこ
とができる。会員から意見があったときは、会長は役員会に､ 支部長は支部役員会に諮
り適正な措置を講じるものとする。

（その他）
第･･21条･ 本会則に定めるものの外に本会の会務運営上必要な事項は、役員会の議を経て
会長が定める。

　　附　則
１　本会則は1971年４月１日から施行する。
２･･　第５条の規定は、2011年度以後に入会した会員に適用し、2010年度以前に入会した会
員については、なお従前の例による。

３･･　個人情報の取扱いについては、同志社大学が定める規程を準用する。

（1973年４月21日一部改正）
（1974年４月20日一部改正）
（1975年４月19日一部改正）
（1980年７月20日一部改正）
（1991年10月１日一部改正）
（1997年４月19日一部改訂）
（2010年４月17日一部改正）
（2011年４月16日一部改正）
（2015年４月18日一部改正）
（2017年11月25日一部改正）

別表第一（第14条関係）

支部名 居　　住　　地
京　都 滋賀県、京都府、奈良県
大　阪 大阪府、和歌山県
兵　庫 兵庫県
東　海 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
東中国 鳥取県、岡山県
西中国 島根県、広島県、山口県
四　国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九　州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
北　陸 富山県、石川県、福井県
関　東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県
北海道 北海道
東　北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

職務分掌について
①　本会の最高意思決定機関は総会とする。
②　本会の執行機関は役員会とする。
③　役員の職務
　　会長は、本会を代表し、会務を総理する。
　　･副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位によ
り、その職務を代理する。

　　･本会会計は、事務係と連携し、事務係が行う本会経費の入出金の確認を四半期ごとに
行い、本会役員会にて報告する。

　　･会長、副会長は、教員父母協議会に出席する。
④　･本会監事は、半期ごとに会計監査を行い、役員会に報告、及び定期総会に報告する。
⑤　･本会理事は、役員会及び総会に出席し、提出議案について採決する。また緊急動議提
出権を有するものとする。
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＊＊＊ホームページのお知らせ＊＊＊
https://com.doshisha.ac.jp/parents_association/

インターネット上に、ホームページを開いています。
〈父母会の新着情報〉　　　○支部総会　　　○父母のための一日大学　　　○父母のための就職セミナー　　　等

日時、会場、出席教員、講演タイトル・講師等、いずれも詳細が決まり次第、随時更新します。
各支部のページも公開していますので、所属支部からのご案内もご覧いただけます。

ぜひ、アクセスしてください。

発　　　行	 2020年11月
編集・制作	 同志社大学商学部父母会
連　絡　先	 〒602-8580	京都市上京区今出川通烏丸東入
	 同志社大学商学部事務室内
	 月～金　9：00-17：00（11：30-12：30除く）
	 TEL：075-251-3660　FAX：075-251-3068
	 e-mail：sho-fubo@mail.doshisha.ac.jp

秋学期始め

秋学期講義開始

同志社クローバー祭

創立記念行事週間

創立記念日

冬期休暇

キリスト降誕日

講義再開

9月21日（月・祝）

9月24日（木）

10月31日（土）、11月１日（日）

11月26日（木）～28日（土）休講

11月29日（日）

12月23日（水）～１月５日（火）

12月25日（金）

１月６日（水）

講義最終日

秋学期期末試験

秋学期卒業式・学位授与式（商学部）

秋学期成績通知書配布

秋学期終り

１月26日（火）

１月27日（水）～2月16日（火）

3月21日（日）12：30～

3月24日（水）

3月31日（水）


