
D O S H I S H A  U N I V E R S I T Y

No.73
May  2022



■表紙の写真

同志社礼拝堂（チャペル）
［重要文化財］
　D.C.グリーンによる設計で、1886年6月に
竣工したプロテスタントのレンガ造チャペル
としては日本に現存する最古の建物です。正
面中央に円形のバラ窓、左右にアーチ窓を設
け、その前に屋根と尖りアーチの入口を持っ
ており、ゴシック建築の特徴が出ています。
1963年7月に重要文化財に指定されています。
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新入生御父母の皆様、同志社大学商学部ご入学

おめでとうございます。在校生御父母の皆様、父

母会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。

大学生活は、講義に加えてクラブ、サークル活

動、大学キャンパス構内外の交流にて、社会経

験、人格形成される場であると思います。この２

年間は以前と異なる環境となり、親として子弟が

制限されたキャンパス生活を送らざるを得ないこ

とを、不憫に想い懸念も抱きがちですが、子弟は

今の環境を素直に受け入れて、たくましく順応し

ているように見えます。

実社会においても予想外のことが起こり、コロ

ナ禍を過ごした子弟の、姿勢、アイデア、柔軟性

が、今後の不透明な事態に活かせるのではないか

と思います。

昨年度の父母会活動は、コロナ感染の合間や感

染が比較的軽度な地域において、感染防止に留意

しながら、対面での開催をなんとかさせて頂きま

した。全く開催できなかった一昨年に比べて、対

面での開催により、御父母の表情、雰囲気を直接

に伺うことができ、目線を合わせながらの意見交

換から、気持ちがさらに通じあった感がありまし

た。

一方で、遠方や緊急事態宣言下でやむなくリ

モート開催した場合でも、支部独自で、父母に活

動への理解を深める工夫を、キャンパスツアー映

像を制作して御父母に鑑賞してもらったり、画面

上で気軽に意見交換や交流ができるようリモート

機能を活用しました。皆様のご協力や支援にて楽

しく交流できたことは、禍中での前進であり、皆

様と共有できる良い機会となりました。親も子弟

と同様に、同志社大学精神「自由主義、自ら行動

する力を育み、自分の可能性を気づく」を、少し

体感できたように思います。

父母会は、御父母の皆様と情報交換や交流をし

ながら、大学教育と父母会活動へのご理解を深め

て、子弟の大学生活を支援できる活動を、コロナ

感染防止に努めて、行って参りたいと考えていま

す。

今年度も「父母懇談会」「就職セミナー」「父母

のため一日大学」「支部活動」を通じて、御父母

がさらに交流できればと願っています。

御父母の皆様には、引き続き父母会活動にご理

解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

交流できる機会を

父母会会長　 松本  幸三
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父母会ニュー
ス

2021年度決算

収　
　
　

入

費　　　　　　　　目 予　　算 決　　算 予算と決算の差
会　　　　　　　　費 14,840,000 14,187,500 △ 652,500
利　　息　　収　　入 3,000 64 △ 2,936
雑 　　　収　　　 入 0 0 0
前　受　会　費　金 3,000,000 3,140,000 140,000
合　　　　　　　　計 17,843,000 17,327,564 △ 515,436

支　
　
　

出

大学
関係費

学部援助費
資格試験講座 200,000 200,000 0
学生傷害保険 500,000 100,000 400,000
グローバル人材育成推進事業 500,000 0 500,000

父母会文庫図書費 100,000 100,000 0
学生損害賠償保険費 1,280,000 1,228,080 51,920

事業費

会報発行費 1,100,000 989,686 110,314
会報・成績通知発送委託費 1,500,000 1,684,233 △ 184,233
留学生図書カード費 250,000 228,000 22,000
定時総会費 300,000 2,280 297,720
父母懇談会費 0 18,700 △ 18,700
就職セミナー費 2,150,000 2,556,325 △ 406,325
一日大学費 500,000 0 500,000
教員父母協議会費 8,000 0 8,000
役員会費 800,000 37,730 762,270

支部活動
関連費

支部活動費 支部活動援助費 4,580,000 2,448,801 2,131,199
役員・教員派遣交通費 700,000 671,240 28,760
通信費 700,000 1,105,406 △ 405,406

事務
関連費

委託費 2,100,000 2,115,987 △ 15,987
パソコンリース費 15,000 58,761 △ 43,761
印刷費 500,000 478,722 21,278
消耗品費 20,000 60,699 △ 40,699
雑費 20,000 501,786 △ 481,786
慶弔・見舞金 20,000 10,000 10,000

合　計 17,843,000 14,596,436 3,246,564

当年度収支差額 2,731,128
前 年 度 繰 越 金 4,500,880
次 年 度 繰 越 金 7,232,008

2021年度　財産明細表

財産合計

次年度繰越金（本会） 7,232,008
父母会基金 8,005,110
前受会費金（2022年度分） 3,477,500
合　計 18,714,618

財産目録内訳
定期預金

みずほ銀行出町支店 8,000,000
　　　　〃　　　　利息 5,110

ゆうちょ口座 175,211
大学代理事務預り金（残高） 10,534,297

18,714,618

自2021年4月 1日
至2022年3月31日

４月24日（日）に今出川キャンパスの至誠
館会議室にて、定時総会を開催いたしました。
本会役員、全国12支部の支部長およびに上田
雅弘商学部長をはじめ教職員を含む20名に出
席いただきました。
総会では、父母会長および上田商学部長の
ご挨拶で始まり、「2021年度事業報告・会計
決算報告」の承認後、2022年度役員の改選
が行われました。その後、新役員による
「2022年度事業計画案・2022年度予算案」
について審議の結果、承認されました。

■2022年度　父母会定時総会報告

入学式後、商学部新入学生のご父母を対象に、「新入生父母懇談会」を
開催し、父母会の組織および事業の説明、また、商学部長より、ご挨拶と
して商学部における学修の心構えをお話いただき、商学部学生主任より４
年間の学生生活と父母としての接し方についてご講演いただく予定でした
が、本年もコロナウイルスの感染拡大により、中止となりました。
６月から各支部で開催される父母懇談会には商学部より教職員が出向
し、新入生父母懇談会で実施する予定だった内容を盛り込んだ形で開催す
る予定です。入学式にお越しいただけなかったご父母の皆さまは是非ご参
加ください。
詳細につきましては、追ってホームページや郵便でお知らせいたします。

■2022年度　新入生父母懇談会の中止及び
各支部父母懇談会の開催について
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2022年度　各支部父母懇談会（支部総会）日程および会場
日程 支部 場　　　　　所

5月28日㈯ 北陸 TKP金沢新幹線口会議室

6月4日㈯ 東海 ウインクあいち（名古屋）

6月5日㈰ 東中国 岡山国際交流センター（岡山）

6月11日㈯ 京都・大阪・兵庫 同志社大学今出川キャンパス

6月18日㈯ 北海道 TKPガーデンシティ札幌駅前（札幌）

6月25日㈯ 関東 同志社大学東京オフィス（東京）

7月2日㈯ 四国 高松東急REIホテル（高松）

7月9日㈯ 西中国 広島ホテルセンチュリー21（広島）

7月10日㈰ 九州 未定（福岡）

7月24日㈰ 東北 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口（仙台）

2022年度　本会主催事業計画
4月1日㈮ 新入学生父母懇談会　※中止

4月24日㈰ 定時総会（新年度本会役員・支部長、前年度会長、学部）

5月下旬 会報73号発行　成績通知書とともに会員へ郵送

5月下旬 学研災付帯賠償責任保険加入

9月4日㈰ 父母のための就職セミナー（今出川キャンパス）

11月下旬 会報74号発行　成績通知書とともに会員へ郵送

1月22日㈰ 父母のための一日大学（今出川キャンパス）

2月中旬 2023年度入学試験合格者父母へ父母会案内パンフレット送付

適宜開催 教員父母協議会、役員会

2022年度事業計画予算案
収　入　の　部 支　出　の　部

会　　　　 費 17,840,000 大 学 関 係 費 1,780,000
利 息 収 入 3,000 事　　 業　　 費 7,228,000
雑　 収　 入 0 支 部 活 動 関 連 費 6,595,000
一 日 大 学 繰 越 500,000 事 務 関 連 費 2,740,000

合　　　計 18,343,000 合　　　計 18,343,000

〈明細一覧〉
大　分　類 中　分　類 小　分　類 金　　額

大 学 関 係 費
学部援助費

資 格 試 験 講 座 200,000
学 生 傷 害 保 険 100,000
グローバル人材育成 100,000

父母会文庫図書費 100,000
学生損害賠償保険費 1,280,000

小　　　計 1,780,000

事 業 費

会報発行費 1,100,000
会報・成績通知発送委託費 1,500,000
留学生図書カード費 270,000
定時総会費 300,000
新入生父母懇談会費 0
就職セミナー費 2,250,000
一日大学費 1,000,000
教員父母協議会費 8,000
役員会費 800,000

小　　　計 7,228,000

支部活動関連費
支部活動援助費 4,595,000
役員・教員派遣交通費 1,200,000
通信費 800,000

小　　　計 6,595,000

事 務 関 連 費

委託費 2,100,000
パソコンリース費 15,000
印刷費 500,000
消耗品費 50,000
雑費 55,000
慶弔・見舞金 20,000

小　　　計 2,740,000

合　　　計 18,343,000

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため変更となる場合があります
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父母会ニ
ュース

■商学部　都道府県別・支部別　会員数
都道府県 2022年度生 2021年度生 2020年度生 2019年度以前生 合　計 支部別人数
京 都 144 119 105 139 507

京都 921滋 賀 57 47 46 56 206
奈 良 50 62 43 53 208
大 阪 241 240 243 292 1,016 大阪 1,063和歌山 10 9 17 11 47
兵 庫 126 129 122 125 502 兵庫 502
愛 知 42 28 32 40 142

東海 292
岐 阜 12 7 15 12 46
三 重 9 15 10 11 45
静 岡 11 7 12 7 37
長 野 6 5 5 6 22
岡 山 13 6 11 8 38 東中国 61鳥 取 5 6 6 6 23
広 島 16 13 18 16 63

西中国 99島 根 4 2 5 1 12
山 口 4 4 8 8 24
徳 島 5 4 5 6 20

四国 102愛 媛 5 8 5 7 25
香 川 8 11 9 13 41
高 知 3 5 4 4 16
福 岡 17 18 18 20 73

九州 156

佐 賀 2 1 3 4 10
長 崎 2 1 1 3 7
熊 本 5 5 3 4 17
大 分 4 4 3 5 16
宮 崎 2 4 5 6 17
鹿児島 1 4 2 3 10
沖 縄 1 2 1 2 6
新 潟 4 7 1 9 21

北陸 77富 山 2 6 4 2 14
石 川 4 2 3 3 12
福 井 6 5 9 10 30
茨 城 4 3 2 5 14

関東 163

栃 木 4 4 5 6 19
群 馬 5 5 7 8 25
埼 玉 3 4 5 6 18
千 葉 5 4 3 7 19
東 京 8 7 9 9 33
神奈川 9 4 7 9 29
山 梨 2 1 2 1 6
北海道 8 6 12 7 33 北海道 33
青 森 2 3 2 1 8

東北 58

岩 手 1 1 3 4 9
宮 城 5 6 4 3 18
秋 田 2 1 2 1 6
山 形 2 2 1 4 9
福 島 1 3 3 1 8
その他 18 15 15 37 85 その他 85
合 計 900 855 856 1,001 3,612 合計 3,612

2022年度 父母会役員
役　職 氏　名 役　職 氏　名

会　　　長 松　本　幸　三 理　事（京都） 奥　野　祐　子
副会長（京都）平　田　小百合 　〃　（京都） 山　下　陽　子
　〃　（大阪）小　川　太　郎 　〃　（大阪） 田　中　　　豪
　〃　（兵庫）御　厨　眞　弓 　〃　（大阪） 前　田　順　子
　〃　（東海）小　澤　　　彰 　〃　（兵庫） 田　口　信　子
監　事（京都）森　井　佐恵子 　〃　（東海） 山　田　眞　理
　〃　（大阪）村　井　奈　美 　

2022年度 各支部支部長
支部 氏　 名
京　都 平　田　小百合
大　阪 小　川　太　郎
兵　庫 御　厨　眞　弓
東　海 小　澤　　　彰
東中国 橋　本　　　純
西中国 松　本　幸　三
四　国 松　本　幸　三
九　州 梁　　　裕　之
北　陸 松　本　幸　三
関　東 石　原　雅　義
東　北 吉　田　志　織
北海道 松　本　幸　三

2022年度 顧問・参与（商学部）
役　職 氏　名

顧問 学 部 長 上　田　雅　弘
監事 学部教員 谷　本　　　啓

参与 学部教員
（学生主任）山　下　麻　衣

参与 事 務 長 辻　　　憲　一

＊ ご父母の届出住所（2022年度生については出願書類住所）を
もとに集計しています。（2022年４月現在）
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2021年度本会主催就職セミナー報告
【日　時】2021年11月21日(日)13：00～15：00
【場　所】同志社大学今出川キャンパス 良心館
　①13：00~13：05 挨拶　松本 幸三（父母会 会長）
②13：05~13：35コロナ禍・後の就職事情ー就活をどう乗り切るか
　　 山口 雅之 氏（MIYABI 人財コンサルティンググループ合同会社 代表）
　③13：35~14：20 企業の採用担当者によるパネルトーク
　　【パネラー】
　　上原 秀夫 氏（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）
　　石川 茂雄 氏（大正製薬株式会社）
　　朝倉 光義 氏（タキヒヨー株式会社）
　　ファシリテーター 山口 雅之 氏
　④就職活動体験談
　　堀池 駿介 さん （商学部４年次生）
　⑤同志社大学のキャリア支援と就職状況について
　　辻 憲一 氏 （同志社大学商学部事務室 事務長）

2021年度　
父母のための就職セミナーご報告

MIYABI人財コンサルティング山口さ
んから、現在の就職状況、就職活動、
親としての支援の在り方について説明
があり、パネルトークで各企業の人事
担当者から、人事面接官が知りたいこ
と、魅力ある学生像、同志社大学生の
印象、リモート面談での注意点など、
通常では人事担当者からお聞きできな
いお話を聴くことができました。

就職の決まった四年生から、自分自
身の特徴を深掘りして、ご自分と合
致する業界、業種を探す。応募時に
は、ご自分の過去、現在、未来につ
いて自分の言葉で表現して、採用を
勝ち得た体験を聴きました。

参加された父母から、参考に
なった、親としての心構え、
支援することが理解できたと
の声がありました。

同志社大学辻事務長から、同志社大学生
の就職実態や、学生活動の体験や学習の
積み上げによる「ガクチカ」の増強、
キャリアセンターの活用、親の支援の在
り方等について、ご説明頂きました。
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東中国支部就職セミナー報告
【日　時】2021年12月19日（日）13：00～16：00
【場　所】後楽ホテル（4F鶴鳴の間）（岡山市）
【父母の出席】11組15名

１）東中国支部長挨拶　伊藤 暁枝 氏

２）就職活動全般と中国地方就職事情について
　　◎株式会社ビザビ　
　　　 ヒューマンリソース局 キャリアサポートグループ 就活サポート

チーム　三宅 風太 氏
　　「企業の動向」
　　　・年々早まる採用活動　・重要度が高まるインターンシップ
　　　・必須になりつつあるオンライン
　　☆23年卒
　　　・採用予定人数　ほぼ前年並み　・選考内定出し　更に早い動き
　　　・WEBツールの活用、インターンシップ（できれば対面）、内定者フォローの充実
　　「企業選択」
　　　・大手だから倒産しないという保証はない
　　　・選択軸を明確にしておく（会社規模、将来性、働き方、社員の人柄等）

３）自治体としてのＵターン就職支援について、資料をもとに説明がありました。　
　　◎岡山県　産業労働部　労働雇用政策課　雇用対策班　石井 良明 氏
　　◎鳥取県　ふるさと鳥取県定住機構　就職コーディネーター　植前 健太郎 氏

４）採用担当者から見る近年の就職・採用状況について
　　◎シーピー化成株式会社　総務部　総務人事課　落葉 直紀 氏
　　　食品容器を製造、販売する事業であるため、コロナは追い風となり、業績はアップ。
　　 　この安定性から学生のエントリー数は増えたが、その学生を取り込めることができ
ず、内定者は減少した。22年卒の採用活動を振り返り、23年卒では学生とのコミュ
ニケーションを座談会等を通じて増やしていく。

５）商学部生の就職状況について
　　◎商学部教授　内藤 徹 先生
　　「就職活動の開始時期」
　　　・じっくり準備型　・出遅れ型　・短期決戦型
　　　⇒早く就職活動を始めた学生は、６月には決まっている

地方版就職セミナーも関西圏を除く9支部で
開催しました。そのうち一部をご紹介します。
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　　「成績と内定」
　　　大学の成績で、就職内定時期に明確な相関は見られない
　　☆就活のポイント
　　　・就活の開始を早めることが望ましい
　　　・セミナーに参加開始するまでに、自分のことを多面的に知っておく
　　　・成績は過去のものと割り切って活動する
　　　・就活が上手くいかないときこそ、他人との比較をやめる
　　　・オンラインの面接対策を十分に行う
　　　・孤立せず、教員やキャリアセンター等に相談

６）４年次生による就職活動体験談
　　◎商学部４年生　廣畑 光冠 さん
　　　自らの創意工夫を語ってくださいました。

７）同志社大学のキャリア支援と就職状況ついて　
　　◎商学部事務局　事務局長　辻 憲一 様　
　　「子供が期待する親の役割、親として何をすべきか」
　　　・温かい励まし・心の支え・聞き役
　　「いつでも相談して！」「応援しているよ！」の言葉
　　　・社会人としてのアドバイス　・活動資金の援助（リクルートスーツ代、交通費等）
　　　・食事、健康の管理

８）質疑応答　

西中国支部就職セミナー報告
【日　時】2021年11月13日（土）13：00～16：00
【場　所】広島コンベンションホール　会議室AB
【父母の出席】13組20名

１）西中国支部長挨拶　和田島 はるみ 氏

２）就職活動全般と中国地方の就職事情について
　　◎株式会社マイナビ就職情報事業本部　就職ナビ統括本部　
　　　西日本統括部　坂田 隆 氏
　　　【保護者向け就職講座　～ご家族の皆様のご支援～】
　　　① 企業動向として、大卒求人倍率、採用基準、インターンシップについて、コロナ禍における変化等の説明
　　　② 学生動向として、就活スケジュール、就活スタイルの変化、学生が抱える不安等の説明
　　　③ 就活環境として、Ｕ・Ｉターン就職の説明
　　　④ 保護者の皆様によるサポートとして、金銭的・精神的サポートのアドバイス等

３）自治体によるＵターン・若者就職支援と公務員試験について
　　◎広島県商工労働局　雇用労働政策課　雇用促進グループ　大橋 朋子 氏
　　　①広島県の雇用情勢について
　　　②広島県の企業を知る方法として、ひろしま就活応援サイト「GO！ひろしま」の紹介
　　　　公務員採用試験情報、インターンシップ情報等

４）採用担当者から見る近年の就職・採用状況について
　　◎西川ゴム工業株式会社　執行役員　人事部長 久保 勇人 氏
　　　・企業紹介「MAJIYU COMPANY」
　　　・ 採用担当者から見た、コロナ禍での就活の変化、リモート面接のアドバイス等、具体例を挙げての説明

５）現役４年次生による就職活動体験談
　　◎商学部　坂部 有香 さん
　　【就職活動　体験談】
　　　・就職活動の流れ　・やってよかったこと（エントリーシート・自己分析・SPI・面接について）　・反省点

６）同志社大学のキャリア支援と就職状況について（20分）
　　◎商学部事務室　辻 憲一 事務長
　　【同志社大学の就職状況と就職支援について】
　　①同志社大学生の就職実績（2021年４月採用）
　　②就職活動の反省点（就職活動を振り返って）
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　　③キャリア形成支援と就職支援について
　　　・就活前にやっておくこと　・公務員試験について　
　　　・学生の相談窓口とサテライトキャンパスについて
　　　・Ｕターン就職について　・親の心構え　等

７）質疑応答

九州支部就職セミナー報告
【日　時】2022年１月８日（土）
【場　所】TKP博多駅前シティセンター（福岡市）
【父母の出席】12組16名

１）佃栄子支部会長より挨拶

２）就職活動全般と九州地方就職事情について
　　◎就職エージェント九州株式会社　長浜 靖典 氏
　　「就職活動全般と九州地方の就職状況」
　　 　この中で重要なことは「より多くの企業を訪問する」、「メールは絶対に返信する」、
「電話は必ず折り返す」と話していただきました。

３）Ｕターン就職支援と、公務員試験について
　　◎福岡県若者就職支援センター　長田 祐三子 氏
　　 　自宅を離れて遠隔地の大学に通う学生は、地元の魅力を知らない人も多いので、ま
ずは地元の魅力を知ってもらうよう、オンラインでの情報発信をしているという取り
組みを説明していただきました。

４）採用担当者から見る近年の就職・採用状況について
　　◎ヤマエ久野株式会社・人事部　香田良 氏
　　　「面接は場数が必要」とし、企業情報の収集としてIR情報も大切と話していました。

５）商学部の就職状況
　　◎商学部　長沼 健 教授
　　　ゼミ生の活動、就職活動などについて詳しく説明をいただきました。

６）同志社大学のキャリア支援と就職状況について
　　◎商学部事務室　辻 憲一 事務長
　　 　2018年から2020年の就職状況、就職活動の反省点などの学生アンケート結果も示されました。そして、大学の「就職相
談窓口」、「サテライトキャンパス」をもっと学生たちに利用してほしいと呼びかけていました。

７）個別の相談会
　　今後の課題克服、進路等について、父母から大学関係者へ質問が出ていました。

　 　次は「九州支部総会（2022年７月）」に向け、九州支部が一体となって取り組みます。今後とも引き続き支部へのご理解と
ご協力をお願いいたします。

セミナー全体図

福岡県若者就職
支援センター・長田氏

佃栄子九州支部長

ヤマエ久野・香田氏就職エージェント九州・長浜氏 長沼教授の説明
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支部懇親行事報告

【京都支部】河村能舞台体験及びキャンパス散策を開催しました
　12月11日（土）「河村能楽おもしろ講座」を河村能舞台にて開催しました。
　当日は、暖かく天候にも恵まれ102名のご父母様の皆様に参加していただきました。

コロナ禍でも感染対策に配慮しながら懇親行事を行っています。

第１部（能おもしろ不思議話）
　河村純子様による、能楽700年の歴史、文化につい
て学び江戸時代から令和時代の能楽の変化など、能楽
のおもしろさ、舞台の由来について説明されました。

第２部（謡の体験レッスン）
　正しい座り方、挨拶の仕方。
能舞台の音の反響を感じながら、参加者全員で「祝言
で高砂を謡う」

第３部（生きている面の魅力）
　翁能面、女能面の説明。参加者から３名舞台に上が
り、実際に能衣装を着け体験。
　能面、能衣装の大切さを学ぶ。能衣装の着方により、
当時の身分、職業等を理解することができる伝統芸術。

第４部（和楽器アラカルト）
　笛、小鼓、大鼓の音の出し方の説明。
　参加者から２名舞台に上がり、小鼓、大鼓の体験。

第５部（ちょっと舞台へ）
　参加者から10名が能舞台に上がり、扇子を持って能
の構えと足の運び（すり足）の練習。
　能面をつけて歩く体験をしました。

第６部（能楽鑑賞）
　能の見方、拍手のタイミングの説明。
　最後に能楽鑑賞しました。

　☆希望者対象に、今出川キャンパスを散策しました。
夕方５時にクリスマスツリーを鑑賞して、解散しまし
た。

　ご参加頂きました皆様ありがとうございました。
　今後も皆様と一緒に父母会活動を楽しく有意義に行
いたいと思います。引き続き父母会活動にご理解ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。
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【大阪支部】和菓子作り体験
大阪支部長　前田順子

　12月5日（日）京都市東山区にある『甘春堂　東店』さんにて、「和菓子作り体験」を開催しました。
　午前と午後の二部に分かれ、総勢80名のご父母の皆様が集まり、季節感あふれる京の和菓子作りに挑戦しました。
　初めは「難しそう」「思っていたよりかなり本格的」「うまくできるかしら」と不安でいっぱいドキドキのスター
トでしたが、熟練された和菓子職人さんの「丁寧なご指導と華麗なトーク」に助けられ、最終的に全員が様々な手
法の和菓子を見事につくりあげることができました。最後にお抹茶をいただき、父母同士交流しつつ、非常に有意
義な時間を過ごすことができました。ご自身で作成された和菓子をお土産として持ち帰ることができ、ご家族でも
素敵なお茶の時間を過ごせたと思います。大阪支部では、今後も皆様方に喜ばれる有意義な企画をして参ります。
　引き続き父母会活動にご理解・ご協力をたまわりますようお願い申しあげます。
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【兵庫支部】秋の父母懇親会「和菓子作り体験」を開催しました
　10月16日（土）秋の父母懇親会「和菓子作り体験」を開催しました。
　京都タワーの2階『京菓匠  七條甘春堂』さんにて、季節感あふれる秋の生菓子を４つ作りました。
　丁寧な指導もあり、初めての方も楽しく可愛く作ることが出来ました。ハロウィンの和菓子も大好評。
　最後に、自分の点てたお抹茶と一緒に1つ頂きました。残りの３つは お土産として持ち帰りました。
　秋の楽しい1日。
　ご参加頂きました皆さま、ありがとうございました。
　今後も皆様方に喜ばれる有意義な活動を行って参り
ます。
　引き続き父母会活動にご理解・ご協力をたまわりま
すようお願い申し上げます。すようお願い申し上げます。

コロナが落ち着けば、もっと様々な行事を
企画して参りますのでお楽しみに！
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学部より

商学部長の上田雅弘です。新入生のご父母の皆様には、
お子様の同志社大学商学部へのご入学を心より歓迎いた
します。いまだ新型コロナ感染症拡大の影響は収まらな
い状況ですが、同志社大学では拡大防止対策を行いなが
ら、対面授業を原則にオンラインを活用しながら授業を
展開します。
本学では2020年度秋学期以降、感染症拡大予防のため

対面授業とネット配信授業を併用して授業を行ってきま
したが、2022年度は教室収容定員の変更により、対面形
式で実施する授業科目も増加します。ただし、感染状況
や基礎疾患を持つ学生には配慮を継続する方針です。激
動の時代を生き抜くために、新入生のみなさんにも多様
な方法で世の中を渡る術を、身につけてもらいたいと
思っています。どうかご父母の皆様方にはご理解賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

商学部父母会は1971年に発足しておりますので、今年
は51周年を迎えることになります。これまでの長い歴史の
中で、商学部の教育環境を整えるために、資格試験講座
や商学部父母会文庫を設置や、学生生活の安心と保障の
ための保険加入の補助など、独自の取り組みによってお
子様の学生生活と商学部の教育を支えていただきました。
昨年度50周年の際には、様々な企画を考案いただきまし
たが、今後は実現可能な事業を推進していく所存です。
いまだ感染症の拡大が収まらぬ中で、支部総会の開催

も感染状況を考慮しながらというところですが、従来で
あれば父母会総会には商学部教職員も参加させていただ
き、ご父母の方々と直接お話できることが大変貴重な機
会となっています。支部総会では、大学を取り巻く近況
や商学部の現状をご報告し、商学部のカリキュラムや就
職活動の状況を説明しています。例年であればご父母の
皆様との面談や懇談会を通じて、お子様の学習状況につ
いてご相談や大学への要望を承る貴重な機会なのです
が、今年度は社会状況に配慮しながら、父母会幹部の皆
様と相談し、新たな支部総会開催のかたちを模索したい
と考えております。

新島襄は1875年に同志社大学の前身となる同志社英学
校を設立しました。学問の探求とともにキリスト教を徳
育の基本として人格を陶冶する教育機関をめざし、自治
自立の精神を涵養するとともに、国際感覚豊かな人物の
育成を教育の理念としています。新島は大学設立のため
に広く社会に協力を呼びかけた「同志社大学設立の旨意」
で、同志社諸学校開設に至る経緯と大学の規範として、
同志社の目指すところは単に学問を教授するのみではな
く、学生の特性を涵養するとともに品行と精神を磨き、
「良心を手腕に運用する」人物の育成を語っています。
またそうした教育こそが「一国の良心」とも言うべき人
物を養成すると主張しています。この時より147年、同
志社は固有の伝統と自由に満ちた学風を築いてきまし
た。そしていまや30万人を超える卒業生を輩出していま
す。また商学部は1922年に設立された同志社専門学校高
等商業部を前身とし、同志社高等商業学校、同志社経済
専門学校を経て、1949年に設立されています。高等商業
部から数えると本年度は100周年を迎えます。伝統ある
商学部を卒業した多くの優秀な人物が各界の第一線で活
躍していますが、100周年を記念に卒業生とのつながり
をさらに強化する施策の実行を計画しています。

大学ではオンラインの講義も普及し、その機能性を有
機的に対面授業に生かす方法を実践しています。激動の
時代を生き抜くには、社会や経済の変化を的確に把握し、
将来を予測する力が不可欠です。そのためには、多元的
に物事を判断し、物事の本質を見抜く力を備えなければ
なりません。商学部では、国内外の企業や産業が直面す
る諸課題を認識し、商学に関する幅広い知識と深い洞察
力にもとづいて理解することができるようにカリキュラ
ムを設計しています。他方で、大学は多様な学生がキャ
ンパスで顔を合わせ、多様な考えに触れる場となること
が大切です。こうした機会をできるだけ提供し、知識と
技術だけでなく、良心と徳を涵養する教育の実現を目指
す所存です。ご父母の皆様にはどうかご支援ご協力を賜
りますよう、重ねてお願い申し上げます。

商学部と父母会

商学部長　上田 雅弘
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2019年度末以降の新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、大学の授業形態が、対面、ネット配信、対面ネット
併用と、バリエーションを持つようになりました。授業
形態の多様化は大学教育のあり方を問う契機となってい
ます。
オンライン授業には、時間と場所を選ばない利便性が

あります。それゆえ、より広範囲となった学習機会を活
かす学生、効率的に学ぶ方法を自らで考え実践する学生
が見受けられます。また、オンライン授業では、通常、
授業後、学習効果を確認する課題が出されます。新型コ
ロナウイルスの流行前に比して、レポート執筆の機会が
増加した結果、学生は文章を論理的に書く力の向上を実
感しているようです。いわゆる「読み書き」の力は、課
題発見の能力や主体的な意見の発信など、社会人として
求められる能力を下支えするでしょう。
一方で、対面授業の減少は、学生同士、教員と学生間

の直接的な交流の機会を奪う結果となり、大学生のメン
タルヘルスへの影響が社会問題として取り上げられても
います。
このような授業運営に関する状況を踏まえて、同志社

大学は、コロナ禍にあっても、対面授業の継続に努めて
きました。対面授業の最大の強みは、多様な人と人との
直接的なコミュニケーションを通して、他者との関係性
を築くプロセスを直に体験できる点です。本学では、
2021年４月にスチューデントダイバーシティ・アクセシ
ビリティ支援室が新たに開設され、国籍、性別、障がい、
性的指向・性自認、文化、宗教、思想信条等のさまざま
な背景を持った学生の学びを包括的に支援する体制も整
備されています。また、商学部では、大学生活を始めた
ばかりの新入生を対象とした導入科目を、原則、対面授
業で実施してきました。同科目の到達目標は、学習面お
よび生活面での高校生から大学生への円滑な移行にあり
ます。授業内容は、全クラス共通で、課題の達成度が客

観的に測れます。この授業の特徴は、学力の向上のみな
らず、大学の中での学生の居場所づくり、学生同士のコ
ミュニケーション能力の促進を目的に、組み立てられて
いる点です。その上で、商学部で取り扱う学問領域に関
心を持つ契機になるように工夫されています。
新入生向けの授業運営に関連して、筆者は、商学部の
FD委員の１人として、2022年２月20日に、大学コンソー
シアム京都主催の第27回FDフォーラムにて、初年次教
育の内容と課題を話し合う分科会を企画いたしました。
初年次教育の内容は、スタディスキルの習得、学問への
動機づけ、専門教育への導入、学習習慣の確立、情報リ
テラシーの習得、建学の精神の理解など、大学、学部に
よって様々です。この分科会では、私立大学２校と国立
大学１校の先生と初年次教育の創意工夫を学び合いまし
た。登壇者及びフロアの皆様との意見交換で、私たち教
員は、授業形態を問わず、学生と「協働」し、授業をつ
くっていくというメッセージを具体的かつ積極的に発信
し、グループワークを円滑に進めるための雰囲気作りに
努める重要性を再確認いたしました。授業は教員の創意
工夫と大学生の積極的な関わりによって成り立つもので
す。同志社大学商学部で学ぶ大学生の皆様におかれまし
ては、学生生活の中で、知識を用いて学ぶ喜びを感じ、
人の心の機微に寄り添いながら仲間と対話を重ねてグ
ループワークの学習成果を発信していく達成感を味わっ
てほしいと考えます。
同志社大学商学部は2022年に100周年を迎えます。「時
代の風を率いる力」をスローガンに、他者を思いやり、
「自ら立ち、自ら治むる」人材の育成に努めていきます。
ご父母の皆様には、何卒、ご支援のほど、宜しくお願
い申し上げます。

コロナ禍で変わる
大学の授業

学生主任　山下 麻衣
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学業履修について

Ⅰ．科目履修
１．卒業するために必要なこと
商学部を卒業するためには、４年以上在学し（ただし、休学等を除く）、卒業必要単位である126単位以上を修得しなけ
ればなりません。商学部では、2013年度より「商学総合コース」と「フレックス複合コース」の２コース制を導入してお
り、各コースでの卒業必要単位の内訳は下記のとおりになります。この内訳にしたがって各類で必要とされる単位数を修得
することになります。
卒業に必要な要件を満たしますと、学士（商学）の学位が授与されます。

［商学総合コース］（数字は単位数）
 1類 導入科目 ４単位以下

80以上

 2類 入門科目 ４科目登録必修　６単位以上  6

 3類 学系基礎科目Ⅰ ５科目登録必修　８単位以上  8
学系基礎科目Ⅱ 各学系から２単位以上 10

 4類 学系展開科目 主学系４単位以上、副学系４単位以上 20※１
 5類 実践科目
 6類 専門外国語科目  2
 7類 演習科目 演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、卒業研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
 8類 隣接科目
 9類 教養科目 全学共通教養教育科目  12以上
10類 外国語科目 外国語教育科目から２カ国語選択 各8 16以上
11類 自主選択科目 他学部設置科目等  18以下

合　　　　計 126以上
※１　選択した主学系・副学系から合計20単位以上を履修すること。

［フレックス複合コース：専門特化型］（数字は単位数）
 1類 導入科目 ４単位以下

70以上

 2類 入門科目 ４科目登録必修　６単位以上  6

 3類 学系基礎科目Ⅰ ５科目登録必修　８単位以上  8
学系基礎科目Ⅱ 各学系から２単位以上 10

 4類 学系展開科目 主学系10単位以上 10
20※2 5類 実践科目

 6類 専門外国語科目  2
 7類 演習科目 演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、卒業研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
 8類 隣接科目
 9類 教養科目 全学共通教養教育科目  12以上
10類 外国語科目 外国語教育科目から１カ国語選択   8以上
11類 自主選択科目 他学部設置科目等  36以下

合　　　　計 126以上
※２　４類学系展開科目のうち、選択した主学系科目のみが20単位に算入される。

大学は、高校までとは違い、学生が時間割を自分で決めます。これは、大学という場が単に与えるだけの場ではな
く、学生一人ひとりが異なる目的に沿って得たい知識や教養を習得し、人格形成をも含めた成長を自ら求める場であ
るからです。

商学部では、様々な企業活動を分析するために、経済・歴史、商業・金融、貿易・国際、企業・経営、簿記・会計
の５つの専門科目群を配置し、それらの専門領域を体系的に学ぶことができるようにしています。また、専門知識を
深めるかたわら、広い教養も身につけることができるよう、商学部が開講する授業のほか、他学部が開講している授
業や教養分野の科目、外国語、体育などとても広い分野から授業を選択できるシステム（以下、「カリキュラム」と言
います）を設けています。

学生には、カリキュラムの仕組みや授業科目の登録方法などについて、『履修要項』や「DUET」と呼ばれるWeb
を利用した学修支援システムなどでお知らせしています。また、商学部事務室の窓口では、科目履修をはじめ学生生
活を送る上での相談に応じています。
ここでは、2013年度以降生のカリキュラムについて、ご父母にもその概要をご紹介させていただきます。
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［フレックス複合コース：副専攻型］（数字は単位数）
 1類 導入科目 ４単位以下

70以上

 2類 入門科目 ４科目登録必修　６単位以上  6

 3類 学系基礎科目Ⅰ ５科目登録必修　８単位以上  8
学系基礎科目Ⅱ 各学系から２単位以上 10

 4類 学系展開科目 主学系10単位以上 10
 5類 実践科目
 6類 専門外国語科目  2
 7類 演習科目 演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、卒業研究演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
 8類 隣接科目
 9類 教養科目 全学共通教養教育科目 12以上
10類 外国語科目 外国語教育科目から１カ国語選択  8以上
11類 自主選択科目 他学部設置科目（副専攻パッケージ科目を含む）等  36以下※3

合　　　　計 126以上
※３　選択した副専攻パッケージから10単位以上を修得すること。

２．セメスター制度について
商学部ではセメスター制度を導入しています。セメスター制度とは、「１年間を春学期と秋学期にわけ、それぞれの学期

で完結する授業を行い、成績評価も学期ごとに行う制度」のことで、大学入学から卒業までの４年間を、８つのセメスター
に分け、セメスター毎に科目履修と成績評価を行います。
学生には、各学期の終了後（年２回）に成績通知書をお渡ししています。商学部父母会では、会員のご父母にも成績通知

書を父母会報とともに年２回、ご自宅に郵送でお届けします。

３．商学部のカリキュラム
商学部では、体系的・段階的に学んでいただけるよう、「科目群」や「履修条件」「履修年次」などを設けています。「商

学部履修体系（標準的年次別履修例）」、「商学部カリキュラムの概要」は16・17頁のとおりです。

Ⅱ．科目登録について
まず、学生は、前述のⅠ等にしたがって受講したい科目を選択して履修計画を立てます。次に決められた期間に決められ
た方法により科目選択の意思表示をする必要があります。この手続きを「科目登録」といいます。「科目登録」をしなけれ
ば授業は受けられません。

１．登録単位数の制限
科目登録は、各学期において最高・最低登録単位数の範囲内で行わなければなりません。また、１年間の最高登録単位数

を超えることはできません。
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期
年間最高登録単位数 40 44 40 48※
学期最高登録単位数 30 30 34 34 30 30 46※ 46※
学期最低登録単位数 10 10 10 10 10 10 2 2
※2013年度以前生は、４年次年間最高登録単位数は52単位まで可。
　学期最高登録単位数は50単位まで可。

商学部履修体系（標準的年次別履修例）
１年次春 １年次秋 ２年次春 ２年次秋 ３年次春 ３年次秋 ４年次春 ４年次秋

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター 第５セメスター 第６セメスター 第７セメスター 第８セメスター

導入教育

教養語学科目

演習Ⅰ 演習Ⅲ演習Ⅱ 卒業研究演習Ⅱ卒業研究演習Ⅰ

卒業研究演習Ⅲ

入門科目 学系基礎科目Ⅰ 学系基礎科目Ⅱ 学系展開科目・実践科目・専門外国語

教養教育科目
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学業履修について

商

学

部

専

門

科

目

展
開
科
目

導 入 科 目

学系基礎科目Ⅰ

学系基礎科目Ⅱ

展
開
特
講
科
目

学系展開科目

入 門 科 目

実 践 科 目

専門外国語科目

演 習 科 目

隣 接 科 目

教 養 科 目

自主選択科目

アカデミック・リテラシーⅠ アカデミック・リテラシーⅡ

簿記学Ⅰ・Ⅱ
基本統計学
現代ビジネス

ビジネス・トピックス

経済学

ミクロ経済学

経済変動論 世界経済論 労務管理論
生産管理論
現代企業論

中小企業論
経営分析論
経営統計論

国際経営論
技術経営論

簿記学Ⅳ
工業簿記Ⅱ
財務諸表論
制度会計論
情報会計論
管理会計論
原価計算論
税務会計論
国際会計論
財務諸表監査
財務諸表分析

コーポレート・ガバナンス論

現代国際金融
経済統合論
欧米経済論

アジア経済論

貿易契約論
国際電子商取引論

国際ビジネス・コミュニケーション論

発展途上国経済論

商品学

演習Ⅰ

卒業研究演習Ⅰ

演習Ⅱ

卒業研究演習Ⅱ

演習Ⅲ

卒業研究演習Ⅲ

観光論
交通論

物流システム論
消費者行動論

貨幣論
銀行論
金融政策論
ファイナンス論
企業金融論
保険論

リスクマネジメント
金融システム論
[15年度生～]

商業・金融のための統計数理
[13･14年度生]

マーケティング・リサーチ

市場と人間

展開特講科目 展開特講科目 展開特講科目

実践科目

経済・法律科目

全学共通教養科目（一般教養・語学・体育）

大学コンソーシアム京都単位互換科目等

外国書講読（英語）
外国書講読（他）
Business English
専門外国語特講

展開特講科目 展開特講科目

マクロ経済学
計量経済学
商業史

貿易論
貿易業務論
国際金融論
国際商取引論

経営管理論
経営組織論
経営戦略論
経営史

簿記学Ⅲ
工業簿記Ⅰ
財務会計論
監査論

流通論
マーケティング論

金融論
証券論

商業学 国際経済学 経営学 会計学

経済・歴史学系 商業・金融学系 貿易・国際学系 企業・経営学系 簿記・会計学系

貿易外国語（英語）
[22年度生～ ]
貿易外国語（英）
[13 ～ 21年度生]

ソーシャル・マネジメント論
[22年度生～ ]
公企業論

[13 ～ 21年度生]

貿易外国語（中国語）
[22年度生～ ]
貿易外国語（中）
[13 ～ 21年度生]

事業システム論

ビジネス・リサーチ

戦略の経済学
日本商業史
現代商業史

オペレーションズ・リサーチ

経済統計分析

※2021年度以前生：外国書講読（英）

商学部カリキュラムの概要　５学系
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２．科目登録の方法
学生が、「DUET」というWEB上の学習支援システムを利用して行います。
科目登録には、先行登録（外国語など、クラスの定員が決まっている科目などについては、クラスを決めるために、一般

の科目登録に先行して登録期間が定められている）と一般登録（登録のための選考をする必要のない一般の科目登録）があ
ります。各登録期間については、学生に配布する『登録要領』やDUET、掲示板などでお知らせしています。

３．「登録科目確認」と「登録エラー修正」
学生には、授業開始後１週間程度で「登録科目確認表」を配付しています。また同時に、同じ時間に複数の科目を登録し

たような場合に生じる「登録エラー」もお知らせします。登録エラーを修正せずに放置すると強制削除されますので、商学
部事務室にて修正する必要があります。

４．「履修中止」について
授業開始から１ヵ月程度、授業を受けてみて、「自分の思っていた内容と違う」「望ましい評価が得られそうもない」とい

う場合は、その科目について、定められた期間中に、一定の条件のもとに履修を中止することができます。

Ⅲ．成績評価について
同志社大学では、成績評価制度としてGPA制度を導入しています。この制度は、現在、国際的にもっとも認知度が高く、

日本の大学においても標準的成績評価制度として、近年急速に普及しつつある制度です。GPA制度導入の目的は、大学教育
の国際競争環境に関する教員と学生双方の自覚を高め、GPAを核とした的確な履修指導や学習支援システムを充実させるこ
とにより、学生の自立的な自己教育を支援し、本学の教育を質的に一層向上させることにあります。

１．GPA制度の概要
各科目の成績評価を以下の判定基準に従い、５段階（A、B、C、D、F）で評価し、各成績評価段階に4.0～0.0の評点

（GradePoint）を付与して、１単位あたりの評定平均値（GradePointAverage）を算出する方法です。GPAは、不合格
を意味するF評価の成績を含めて以下の計算式で算出します。

〈GPAの評価基準〉
評価 評点 判　定　内　容
A 4.0 特に優れた成績を示した
B 3.0 優れた成績を示した
C 2.0 妥当と認められる成績を示した
D 1.0 合格と認められる最低限度の成績を示した
F 0.0 合格と認められるに足る成績を示さなかった

〈GPAの算出方法〉
（Ⓐ×4.0+Ⓑ×3.0+Ⓒ×2.0+Ⓓ×1.0+Ⓕ×0.0）／（Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ+Ⓕ）
※Ⓐ～Ⓓ、Ⓕは、A～D、Fの評価がついた科目の単位数の合計

成績通知書には履修した全ての科目の評価とGPAが記載され、成績証明書には不合格科目を除く履修した全ての科目の
評価とGPAが記載されます。

２．成績評価の書き換えについて
GPA制度では、F（不合格）評価を得た科目によって下がった全体の評価（GPA）を挽回するため、F評価を得た科目を
再履修してD評価以上を得た場合、直近のF評価を新たな評価に書き換えることができます。
※注意：成績を書き換えられない科目もあります。

《例》
●再履修回数１回の場合

履修年度 科目名・クラス 評価 GPA算入
初回履修 2021 経済学－1 F されない

再履修 2022 経済学－2 C される
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学業履修について

参考資料　成績分布 2021年度秋学期終了時点
 2021年度生（２年次生）855人 2020年度生（３年次生）856人 2019年度生（４年次生）837人
【全科目GPA】

平均点 人数 ％ 累計 累計％ 平均点 人数 ％ 累計 累計％ 平均点 人数 ％ 累計 累計％
3.80以上 24 2.81 24 2.81 3.80以上 10 1.17 10 1.17 3.80以上 7 0.84 7 0.84
3.60－3.79 71 8.30 95 11.11 3.60－3.79 69 8.06 79 9.23 3.60－3.79 31 3.70 38 4.54 
3.40－3.59 99 11.58 194 22.69 3.40－3.59 98 11.45 177 20.68 3.40－3.59 55 6.57 93 11.11 
3.20－3.39 121 14.15 315 36.84 3.20－3.39 117 13.67 294 34.35 3.20－3.39 90 10.75 183 21.86 
3.00－3.19 117 13.68 432 50.53 3.00－3.19 136 15.89 430 50.23 3.00－3.19 122 14.58 305 36.44 
2.80－2.99 99 11.58 531 62.11 2.80－2.99 134 15.65 564 65.89 2.80－2.99 122 14.58 427 51.02 
2.60－2.79 81 9.47 612 71.58 2.60－2.79 104 12.15 668 78.04 2.60－2.79 104 12.43 531 63.44 
2.40－2.59 72 8.42 684 80.00 2.40－2.59 53 6.19 721 84.23 2.40－2.59 102 12.19 633 75.63 
2.20－2.39 58 6.78 742 86.78 2.20－2.39 37 4.32 758 88.55 2.20－2.39 62 7.41 695 83.03 
2.00－2.19 30 3.51 772 90.29 2.00－2.19 21 2.45 779 91.00 2.00－2.19 55 6.57 750 89.61 
1.80－1.99 33 3.86 805 94.15 1.80－1.99 20 2.34 799 93.34 1.80－1.99 28 3.35 778 92.95 
1.60－1.79 19 2.22 824 96.37 1.60－1.79 17 1.99 816 95.33 1.60－1.79 20 2.39 798 95.34 
1.40－1.59 6 0.70 830 97.08 1.40－1.59 15 1.75 831 97.08 1.40－1.59 14 1.67 812 97.01 
1.20－1.39 8 0.94 838 98.01 1.20－1.39 7 0.82 838 97.90 1.20－1.39 8 0.96 820 97.97 
1.00－1.19 7 0.82 845 98.83 1.00－1.19 6 0.70 844 98.60 1.00-1.19 10 1.19 830 99.16 
0.80－0.99 5 0.58 850 99.42 0.80－0.99 4 0.47 848 99.07 0.80－0.99 0 0.00 830 99.16 
0.60－0.79 3 0.35 853 99.77 0.60－0.79 2 0.23 850 99.30 0.60－0.79 3 0.36 833 99.52 
0.59以下 2 0.23 855 100.00 0.59以下 6 0.70 856 100.00 0.59以下 4 0.48 837 100.00 

【全科目修得単位数】
単位数 人数 ％ 累計 累計％ 単位数 人数 ％ 累計 累計％ 単位数 人数 ％ 累計 累計％
40以上 442 51.70 442 51.70 84以上 208 24.30 208 24.30 124以上 89 10.63 89 10.63 
35－39 291 34.04 733 85.73 79-83 299 34.93 507 59.23 119-123 252 30.11 341 40.74 
30－34 81 9.47 814 95.20 74－78 183 21.38 690 80.61 114-118 181 21.62 522 62.37 
25－29 20 2.34 834 97.54 69－73 56 6.54 746 87.15 109-113 85 10.16 607 72.52 
20－24 8 0.94 842 98.48 64－68 37 4.32 783 91.47 104-108 81 9.68 688 82.20 
15－19 7 0.82 849 99.30 59－63 22 2.57 805 94.04 99-103 39 4.66 727 86.86 
10－14 5 0.58 854 99.88 54－58 16 1.87 821 95.91 94-98 30 3.58 757 90.44 
9以下 1 0.12 855 100.00 49－53 9 1.05 830 96.96 89-93 12 1.43 769 91.88 

44－48 3 0.35 833 97.31 84-88 12 1.43 781 93.31 
39－43 6 0.70 839 98.01 79-83 15 1.79 796 95.10 
34-38 7 0.82 846 98.83 74-78 7 0.84 803 95.94 
33以下 10 1.17 856 100.00 73以下 34 4.06 837 100.00 

●再履修回数２回の場合
履修年度 科目名・クラス 評価 GPA算入

初回履修 2021 経済学－1 F される

再履修１回目 2021 経済学－2 F されない
再履修２回目 2022 経済学－3 C される

３．成績評価をサポートする制度について
GPA制度のもとでは、成績評価について厳格に運用することが求められていますので、授業クラスごとの評点の平均値や

分布、授業講評を公開しています。
また、前述しました登録科目の「履修中止」制度のほか、大学は学生から授業内容・授業方法に関する改善の要望や成績

評価に関する質問・異議申し立てを受け付ける「クレーム・コミッティ制度」や、病気などやむを得ない事由により試験を
受験できなかった場合の「追試験制度」などが設けられています。
いずれの制度も手続きの期間は定められていますので、学生には「DUET」や掲示板などでお知らせしています。
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成績通知書の見方

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。

それぞれの科目を履修した年度

＊ 成績通知書は、春（５月下旬）、秋（１１月中旬）の年２回送付します。
＊ 「学業履修について」「成績通知書の見方」（15項~20項）は、秋送付の通知書でも参照いただけますので、それ
までこの会報（No.73）は保管ください。
＊2022年度生（１年次生）の春送付の成績通知書については、登録科目のみ表示しています。
＊ 各支部の父母懇談会で成績の事でご相談されたい方（２年次生以上）は、今回送付の成績通知書を当日、必ずご
持参ください。
＊本人・父母住所・氏名に誤り・変更がある場合は、商学部事務室にご連絡ください。

2013年度以降生

成績通知書の見方
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●資格試験合格体験談

商学部在学中に公認会計士の資格に合格された学生に、目指した理由や合格までのお話を伺いました。

公認会計士試験と
学生生活

 阿波 貴大 さん
　私は令和3年度の公認会計士試験
に合格しました。公認会計士は、
学生の間でも特に注目されている
資格の1つであり、過去5年間にお
ける公認会計士の受験者数も増加
傾向にあります。そこで、この合

格体験談を通して、公認会計士という資格に少しでも興
味を持っていただければ幸いです。

───公認会計士を目指したきっかけ

　私は子供の頃から数字が好きで、算数や数学に興味が
あったため、将来は何か数字を使う仕事がしたいと考え
ていました。高校卒業後、同志社大学に入学するにあた
り、父から「公認会計士という資格があるから勉強して
みないか」という勧めがあり、公認会計士に興味を持ち
ました。しかし、私は公認会計士試験に挑戦するにはハー
ドルが高いと感じ、先ずは簿記検定の勉強から始めまし
た。当初は通学時間や授業の空き時間を利用して、簿記
に関する仕訳や処理の内容を勉強していましたが、徐々
に自宅や大学図書館で電卓に触れる時間が増えていきま
した。大学での生活に慣れた頃には、何度も参考書で勉
強したおかげで、1年生の6月の簿記検定では2級に合格
することができました。また、同時期に、大学の簿記学
の講義で公認会計士の社会的役割について学ぶにつれ、
徐々に公認会計士試験に挑戦したいという意欲が湧いて
きました。その後、両親と相談した結果、専門学校と並
学し、公認会計士を目指すため、本格的に勉強を始める
ようになりました。

───公認会計士試験合格のための取り組み

　公認会計士試験に合格するためには、多くの学生は大
学と専門学校とのダブルスクールで勉強することになり
ます。専門学校の講義は大きく分けて対面とウェブの2通
りがありますが、私はウェブ講義を中心としていました。
対面での講義では公認会計士を目指す仲間同士でモチ
ベーションを高め合うことができるというメリットがあ
りますが、講義が基本的に夜間にあることがネックでし
た。その点、ウェブ講義では自分の好きな時間に視聴す

ることができるため、例えば、午前に大学の講義がある
日は、午後に専門学校のウェブ講義を受けるといったよ
うに空き時間を活用して勉強していました。その際、私
は他の受験生のように1日に10時間近く勉強することが
苦手なため、ウェブ講義のメリットを生かし、再生速度
を1.4～2.0倍速にして短時間で集中して受講しました。
　公認会計士試験に向けて勉強するにあたり、私は大学
の講義も大切にしました。単に公認会計士試験に合格す
るためなら専門学校を中心とした生活を送ればよいと
思ったこともありましたが、私は大学の講義も毎回出席
していました。なぜなら、専門学校はあくまで試験に受
かるための基礎知識やテクニックを習得する場であるの
に対し、大学では多様な視点から物事の本質を見極める
場であり、会計のプロフェッショナルを目指すのであれ
ば、大学の授業も疎かにすべきではないと考えました。
　専門学校に通い始めた大学1年生の夏から3年ほど時間
はかかりましたが、大学在学中に公認会計士試験に合格
し、同志社大学育英賞もいただくことができました。ま
た、大学での勉強にも力を入れた甲斐もあり、学業成績
についても大学から賞をいただくことができました。

───公認会計士に興味を持っている学生に伝えたいこと

　大学生の自由な時間の多くを公認会計士試験の勉強に
充てることは簡単にできることではないと思います。専
門学校では公認会計士試験に向けて、約2年間のカリキュ
ラムが組まれていることが多く、1年でも早く公認会計士
試験に合格するとなれば、2年間集中して勉強する必要が
あります。科目数も多く、講義を消化するだけで復習に
手が回らない日もあるかと思います。このような状況で、
アルバイトやサークル活動に時間を費やすのは難しいか
もしれません。その代わりに、公認会計士試験を突破し
た人には、今まで想像もつかなかったような世界に飛び
込む権利を持っていることを忘れないでください。監査
や会計の専門家として働くことはもちろん、知識や経験
を生かした様々な仕事があり、社会において、公認会計
士は幅広く活躍されています。また、公認会計士試験に
合格した学生の多くは監査法人に就職することになるか
と思いますが、そこでは同じ試験を突破してきた年齢や
経歴の異なる同期とも交流することができます。
　この合格体験談を読んで、少しでも興味を持った方が
いれば、もっと公認会計士について知ってほしいと思い
ます。大学生活で公認会計士試験に費やした日々は、時
に苦しく、ストレスも大きいとは思いますが人生におい
て大きな財産となることでしょう。
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●留学体験談

大学派遣留学でフィリピンへオンライン留学された学生さんに留学先での体験談を伺いました。

コロナ禍でのオンライン留学

 木下 秀華 さん

私は、大学の派遣留学制度を活
用し、フィリピンにあるフィリピ
ン大学ディリマン校に半年間オン
ライン留学をしました。大学では

タガログ語と英語が公用語として使用されており、現地
ならではの明るく素敵な人々と自然で魅力が溢れたとこ
ろです。また数々のフィリピン共和国大統領を輩出され
ている歴史ある大学です。授業開始時には「Good 
morning po」や終了時には先生に「Thank you ma’
am/sir」など生徒から発信していることが新鮮でした。

当初、2020年に１年間派遣留学を予定しておりました
が、コロナウイルスの影響で延期になりました。そこで、
翌年にオンラインでの留学の機会があり参加させていた
だきました。
オンラインでの留学ということで、不安がありました

がオンライン留学生のためのオリエンテーションを開い
てくださるなど様々な手厚いサポートがあり安心して授
業を受けることができました。当時、現地ではロックダ
ウンの最中で、現地の友人も不安だったと思うのですが、
教授を含めそれ以上に温かくサポートしてくれたのが印
象的でした。

日本との時差は1時間あり、１授業につき週2コマ90分
に加え授業によってはグループワークと濃い学びの環境
でメッセージアプリやメール、Facebookなどを通じて
意見交換などを行いました。中でも印象的だった授業と
して投資の授業がありました。この授業で行う一つとし
て、ウェブ上のゲームで実際の投資を個人投資家として
行い、ポートフォリオを組み立て、そこで得た利益をラ
ンキング形式で競うというものでした。定められた期限
内にどうやって利益をあげるか、また世界のニュースに
より注視するなど、教授も参加するゲームで非常に興味
深いものでした。

またフィリピン国内だけの文献にとどまらず、アメリ
カの証券会社が提供している投資についてのYouTubeビ
デオを教授が提供するなど、オンラインならではの環境
をいただいたと思います。この様な学びから自身の興味
や考えの幅が広がりました。

この留学を応援してくれた家族や友人、手続きでいつ
も助けてくださった商学部事務室の皆様、現地の大学と
つなげてくださった国際課の皆様、ゼミの最中でもオン
ライン留学への参加を許可してくださった冨田健司先生
には、感謝の気持ちでいっぱいです。

様々な方々の支えがあって実現した貴重なオンライン留
学で得た経験と学びを活かして、感謝の気持ちを胸に、社
会に貢献できるような人間を目指して成長していきます。
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氏名　　　　　 担当科目

教　授
崔　　　容　熏 流通論
服　部　茂　幸 国際金融論
今　西　宏　次 コーポレート・ガバナンス論
稲　見　　　亨 財務会計論
河　合　隆　治 戦略管理会計
川　満　直　樹 商業史
丸　茂　俊　彦 銀行論
牧　　　大　樹 計量経済学
長　沼　　　健 国際商取引論
内　藤　　　徹 ミクロ経済学
中　川　　　優 管理会計論
太田原　　　準 技術経営論
佐々木　一　郎 保険論
佐　藤　郁　哉 経営組織論

准教授
麻　生　　　潤 経営分析論
遠　藤　敏　幸 国際経済学
久　松　太　郎 国際経済学
五百旗頭　真吾 証券論
小　島　秀　信 ポリティカル・エコノミー
久　納　誠　矢 ファイナンス論
溝　渕　英　之 マクロ経済学
中　道　一　心 事業システム論
西　川　純　平 国際開発論

客員教授
山　田　浩　史 連結会計

助　教
福　本　俊　樹 経営組織論

助　教（有期）
陳　　　燕　双 アカデミック・リテラシーⅠ
亀　井　大　樹 アカデミック・リテラシーⅠ
北　村　友　宏 基本統計学
國　枝　陽　輔 アカデミック・リテラシーⅠ

2022年度 商学部役職者
役職名 氏名
学部長 上　田　雅　弘
教務主任 冨　田　健　司
教務主任 内　藤　　　徹
教務〔入学〕主任 櫻　井　貴　憲

氏名　　　　　 担当科目

佐　藤　誠　二 財務諸表論
関　　　智　宏 中小企業論
志　賀　　　理 会計学
田　淵　太　一 貿易論
田　口　聡　志 行動会計学
髙　橋　広　行 消費者行動論
冨　田　健　司 経営統計論
辻　村　元　男 オペレーションズ・リサーチ
植　田　宏　文 金融論
上　田　雅　弘 計量経済学
瓜生原　葉　子 経営行動論
山　本　達　司 財務諸表分析
吉　川　英一郎 貿易契約論

西　村　幸　子 観光論
大　原　悟　務 商業学
櫻　井　貴　憲 情報会計論
佐　藤　研　一 国際ビジネス・コミュニケーション論
谷　本　　　啓 労務管理論
内　野　雅　之 マーケティング論
山　下　麻　衣 日本商業史
山　内　雄　気 経営史

的　場　竜　一 アカデミック・リテラシーⅠ
猿　田　冬　樹 アカデミック・リテラシーⅠ
澤　田　雄　介 簿記学Ⅰ・Ⅱ

（アルファベット順）

役職名 氏名
教務〔国際〕主任 佐　藤　研　一
学生主任 大　原　悟　務
学生主任 山　下　麻　衣
研究主任 河　合　隆　治

2022年度 商学部教員名簿
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新任紹介　①研究テーマ　②自己紹介

①マーケティング論、流通論②今年度より同志社大学商学部に着任いたしました。担当は、「アカデミック・リテラシー
Ⅰ」や「ビジネス・トピックス」という新入生向けの科目となります。私は、大学時代に受けた講義をきっかけに、大
学院への進学を決意しました。今度は、私が教員という立場で、新入生にむけてビジネスや研究の面白さを少しでも伝
えていけたらと考えております。オンライン授業であっても、学生のみなさんの意見や主体性を大切にして、分かりや
すい授業を心掛けたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

①産業組織論・プラットフォーム企業の経営②今年度から同志社大学商学部に着任いたしました。徳島県出身で、中高
を静岡県で過ごしました。大阪大学経済学部、経済学研究科で学び、現在は産業組織論という企業の競争・経営を分析
する分野の研究を行っています。我々の生活にも馴染みの深い、GoogleやAmazonといったプラットフォーム企業の
経営戦略に関心があります。担当する導入科目では、新入生の皆さんが同志社大学での生活を思う存分楽しむためのサ
ポートとなれるような授業を心がけていきます。よろしくお願い致します。

①経営組織論、組織行動論②はじめまして。私は神戸大学にて経営学を学び、金沢学院大学、同志社女子大学での勤務
を経て、今年度より同志社大学商学部に着任しました。本学では、「経営学」「経営組織論」といった組織のマネジメン
トに関する科目を担当します。組織とは何か、どのようにマネジメントすればいいのかを深く考えることは、人生の多
くを組織の中で過ごす私たちにとって非常に重要な課題です。学生の皆さんが今後、よりよいキャリアを歩めるための
実践的な教育を心掛けたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

①物価指数論・生産性分析・厚生分析②国や地域の経済状況や、国民や住民の生活水準を計測するための指標の研究をし
ています。両親の転勤にあわせて、高校までを、沖縄・山口・西宮・横浜などで過ごし、そのまま北上して大学は仙台、さ
らに北上して大学院はバンクーバーで勉強しました。10年ほど前から、京都で教 をとるようになり、この度、本学に着
任しました。「マクロ経済学」を主に担当します。商学部の学生が、国・地域・産業のような、広い視野から社会に興味を
持ち、自分の頭で考えることができる、そのようなきっかけとなる授業をしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

①企業内部における会計情報とインセンティブ設計②今年度より同志社大学商学部に着任しました。私もかつては、同
志社大学で学んだ学生の一人です。専門は、実験手法を用いた会計研究である「実験会計学」という分野です。とくに、
会計情報を活用した従業員のインセンティブ設計の問題について研究をしています。講義では、ビジネスの基礎スキル
の1つである「簿記学」を担当します。1つ1つの論点を丁寧に解説し、学生の皆さんが授業の内容を理解しやすいよう
に説明することを心掛けたいと思います。よろしくお願いいたします。

①金融工学、主に機関投資家の投資行動の研究②学部時代に工学部から経営学部に移りコーポレート・ファイナンスを
学んだ後、大学院では金融工学を学び、現在は統計的手法に基づく株式市場の分析、金融リスク管理や金融商品開発に
関する研究を広くおこなっています。担当する「ファイナンス論」関連分野は、数字を多く扱うが故苦手とする学生が
多いのも事実ですが、日常生活において馴染みのあるものとして楽しく伝えていくことができればと思っております。
どうぞ宜しくお願い致します。
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学研災付帯賠償責任保険のごあんない

商学部父母会では、大学関係費の一部として、学研災付帯賠償責任保険の費用を毎年お支払いしています。商学部の学生は
全員保障の対象となり、日本国内外において、学生（被保険者）が正課中、学校行事中、課外活動中又はその往復において、
他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について、
保険金がお支払いされます。詳しいことをお知りになりたい方、また万一の際には、商学部事務室へお問合せください。
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我が家では１回生の時から４年間夫
婦で父母会に参加しました。繊細な長
男を、遠方の学校に初めて通わせるた
め、息子のために少しでもプラスにな
ることができないかと思ったからです。
また、大学の父母会は珍しい存在だ

と思い、他の父母の方々との交流を通
して、親としてどのようなサポートを
すればよいか、学ばせてもらえればと
思いました。
父母会では、学校生活での必要事項、親としての心がまえ

を教えていただきましたが、父母同士の“横のつながり”でも
楽しい時間を過ごさせていただきました。
親としての本音を話すことで、不安を理解していただける

場があったことは、精神的に助かりました。九州支部では、
父母会の役員が少ない状況ですので、今後はぜひとも参加し
ていただいて、九州支部をさらに盛り上げていただきたいと
思います。

京都での華やかな大学生活を想像し
ていた中、始まったのはまさかの巣ご
もり生活でした。子ども達も手探りで
学校の情報を収集しなければなりませ
んでした。
一年が過ぎた頃、北陸で商学部父母

会による懇談会が開催されると知り、
今の学校の様子を知りたいという思い
で初めて父母会行事に参加しました。
学校の取り組み、授業の様子、また父
母会の方々のお話等を聞き、漠然と持っていた不安がとても
和らいだ一日だったのを覚えています。
その後も楽しく父母会行事に参加させていただいていま

す。子どもや学校がより近く感じられるようになりました。
よろしかったら皆さんも是非！

父母会に入ったきっかけ

子どもや学校をより身近に

佃 栄子

九州支部

齊藤 径子

北陸支部

子どもが大学に入学した当初、父母
会活動に興味があった私ではありませ
ん。ただ、たまたま目にした ｢父母会
イベントのお手伝い｣ という“虚偽”ス
レスレの募集広告にまんまと乗せられ
（笑）、いつの間にか父母会活動に取り
込まれていた、というのが実際です
（マジで）。
しかし、この活動が実に楽しい。な

ぜか不思議と自分も学生に戻ったよう
な気持ちを起こさせてくれるのです。コロナ禍でいろんな制
約が伴う中 ｢あーでもない・こーでもない｣ とイベントを企
画したり、また昨今の就活事情について子どもたち以上に熱
く情報交換したり…。ちなみに、この楽しさは決して“虚偽”
ではありません。ご参加の上、ぜひご自身の目で確かめてみ
てください！

大阪支部の父母会活動は、実は…

小川 太郎

大阪支部
新入生の皆様、ご入学おめでとう

ございます。東北から遠く離れた京
都の地で大学生活を送ることは、コ
ロナの影響もあり、当の本人はもち
ろんのこと、保護者である私たちも
不安な気持ちの方が大きいのではな
いかと思います。
そのような中、商学部の父母会に

参加し、日々の大学生活に関するこ
とはもちろん、ゼミのお話や、就職
活動のアドバイスなどを頂けたのは、
非常に心強いものになりました。　
東北から京都に送り出すのは勇気がいる一方で、東北出

身の方が少ないというのもまた現実です。父母会では、同
じ不安を持った方々で悩みを共有したり、先輩の方々の的
確なアドバイスなども頂け、保護者である私たちも学ぶこ
とが多くありました。
これをご覧になり、父母会の参加をご検討いただければ、

嬉しく思います。

実りのある保護者の為の大学生活

吉田 志織

東北支部

早いもので父母会の役員を始めてか
ら今年で３年目となります。１年目は
コロナ渦真っ只中でリモートでの活動、
２年目はようやく対面となり、直接役
員同士交流を深め父母会とは何かを理
解することができました。
３年目となる今年はコロナの状況に

もよりますが、他支部との合同イベン
ト等、より多くの交流機会を提供でき
るよう企画していきます。
しかしながら東海支部を運営しているメンバーは現在５名

と少なく、より充実した活動をするためには仲間が必要です。
興味を持たれた方はぜひ事務局までお問合せ下さい。

父母会役員3年目を迎えるに当たって

小澤 彰

東海支部

娘の大学生活も残すところ１年。遠
く離れた学生生活を客観的に知りたい
と思い父母会に参加しました。支部総
会や行事の折に大学の先生や事務長の
お話を聴き、なるほどこういう仕組み
になっているのかと納得。就活真っ只
中の今、就職セミナーで教わった就活
生の親の心構え「金は出せども口は出
さない」を実践中です。私の住む所は
新潟県十日町市。今冬もいつまでも降
り続く大雪に悩まされました。雪の最中一通のLINE。大阪
の父母会仲間の大丈夫の心遣いに胸がポッと温まりました。
こういうつながりが本当にありがたい。子育て最終盤、大学
生活に親として関われる父母会にみなさまもぜひご参加くだ
さい。

父母会に参加しませんか

村山 里子

関東支部
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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。
（役員の選任方法と任期および解任）
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。
６ 　役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会において解任することができる。
　⑴　心身故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
　⑵ 　役員会を混乱させたり、父母会の運営に支障となるなど、社会通念上、適切でない
行為があると認められるとき

（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　役員の解任に関する事項

　⑹　その他会長が必要と認める事項
６ 　前項の審議事項は、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。ただし、⑸役員の解任に関する事項に関しては、解任対象者を除く出席者の3
分の2以上の賛成をもって決定する。また、後任役員を選出する場合は、7条４項のとお
り補欠選任として取り扱うものとする。

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。
６ 　父母会活動での言動が第2条の父母会の目的や第3条の父母会の事業内容から著しく外
れており、社会通念上、本会役員会として不適切であると認定された場合は、本会役員
会の決議により本会役員職、支部長職および支部役員職を解任することができる。

　　　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）
（2021年4月17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 2022年５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

春学期始め・春学期入学式

春学期講義開始

ゴールデン・ウイーク

成績通知書発送

授業日

講義最終日

春学期期末試験

夏期休暇

４月１日（金）

４月８日（金）

４月29日（金）～５月５日（木）休講

５月下旬

７月18日（月）海の日

７月28日（木）

７月29日（金）～８月９日（火）

８月10日（水）～９月８日（木）

春学期卒業式・学位授与式

秋学期始め・秋学期入学式

秋学期講義開始

授業日

同志社クローバー祭（スポーツフェスティバル）

創立記念行事週間

創立記念日

９月17日（土）

９月21日（水）

９月26日（月）

10月10日（月）スポーツの日

11月５日（土）、11月６日（日）

11月26日（土）～11月28日（月）休講

11月29日（火）休日


