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父母会行事中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、2020年度の
父母会行事はすべて中止となりました。
新型コロナウイルス感染症の状況により、秋学期から
父母会行事を始めさせて頂く予定です。
その際には、経済学部父母会ホームページにより、
行事案内をさせて頂きます。
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経済学部父母会役員

大学生活を送る上で、不安や疑問などがありましたら、どのような内容
でも結構ですので、お問い合わせください。
（お問い合わせ先）
経済学部事務室

経済学部父母会事務局

電話（075）251-3521 FAX（075）251-3136
E-mail ji-keijm＠mail.doshisha.ac.jp
電話（075）251-3523 FAX（075）251-3136
E-mail kei-fubo＠mail.doshisha.ac.jp
HPアドレス http://doshisha-keifubo.org/
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ごあいさつ

経済学部父母会

寺

西

佳

会長

代

新入生のご父母の皆様、お子様の同志社大学経済学部へのご入学おめでとうございます。心よ
りお祝い申し上げます。在校生のご父母の皆様には日頃から父母会活動にご理解とご協力をいた
だきありがとうございます。今年は、新型コロナウイルスの影響で残念ながら入学式が中止にな
り、入学式後の新入生父母歓迎会も中止となりました。昭和27年の発足から68年目を迎える同志
社大学経済学部父母会は、経済学部で学ぶお子様の学生生活のサポートやご父母同士、父母と大
学を繋ぐお手伝いを目的として活動しております。また、大学と協力して様々な情報を発信し、
子どもたちの学生生活を少しでも充実したものにしたいというご父母の思いを反映した学びの会
にしていきたいと考えております。
父母会では全国を８つの地域に分けて支部会を組織しております。本年度は、全国16ヶ所で経
済学部の先生方にもご出席していただき、地方父母会を開催いたします。「全体会」と「個人懇
談会」の２部構成になっており、
「全体会」では各会場に応じた就職についての講演や卒業生か
らのお話、学業履修についてなど非常に充実した内容となっております。「個人懇談会」では、
成績通知書の見方をはじめ、学生生活や就職のご相談など、日頃疑問や不安に感じておられるこ
とをリラックスした雰囲気の中で、先生方と面談しアドバイスをいただく機会が設けられており
ます。また、同じ地域に住むご父母同士のコミュニティの場としてもご利用していただけます。
春と秋には、就職説明会を今出川校地にて開催いたします。就職に関するご父母の皆様の関心
は高く、例年多くの方にご参加をいただいております。就職活動を終えた４年次生からの体験談
や本年度の就職スケジュールや情報、親としての心構えなどを専門の方々をお招きして講演いた
だく予定です。２月の教育講演会では業界で活躍する方々をお招きし、ご父母と学生が一緒に世
の中の事象や潮流について、学ぶ場となっております。遠方にお住まいのご父母の皆様も、これ
を機会に同志社大学今出川校地に足を運んでいただき、大学をより身近に感じていただければ幸
いかと存じます。
また、毎回予約がすぐに埋まるほどご好評いただいております京都観光を本年度も３回予定し
ております。京都学講師をガイドにお迎えし、知られざる京都の魅力に触れていただける特別散
策企画となっており、ぜひ多くのご父母の皆様に楽しんでいただけたらと思っております。
本父母会では、父母会会則に基づいて、学部長をはじめとする参与の先生方、父母会事務局、
経済学部事務室のご協力を得ながら運営させていただいております。ご父母同士の親睦を深め、
１人でも多くのご意見を活動に反映し、より充実した内容にしていきたいと考えております。歴
史ある同志社大学経済学部父母会で、ご一緒にご協力いただけるご父母皆様の委員登録、ご参加
をお待ちしております。
同志社大学経済学部父母会ホームページでは、父母会活動や大学の様子などを随時発信してお
りますのでぜひご覧ください。
本年度もご父母皆様のご理解とご支援、そしてご協力をいただけますよう、よろしくお願いい
たします。
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ごあいさつ

経済学部長

角

井

正

幸

新入生のご父母の皆様、お子様方の同志社大学経済学部へのご入学おめでとうございます。ご
本人の努力はもとより、ご父母の皆様の支えのもとで合格をつかみ取られたことと思います。心
よりお祝い申し上げます。また、在学生のご父母の皆様におかれましては、平素より父母会を通
じて経済学部の教育活動に多大なるご支援をいただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。

経済学部は、その使命として「広く社会のために行動しうる、自治自立の人物を養成すること」
（同志社大学経済学部「人材養成目的」より）を掲げ、これまで長きにわたって教育・研究活動
を行ってまいりました。2020年度入学生より適用される新しいカリキュラムにおいても、これま
でと同様に系統的・段階的な学修を促すとともに、ゼミ（演習）などの能動的かつ対話的な学修
を通じて、社会の問題に関心を持ち、その問題の解決に向けて主体的に取り組むことができる学
生を育成することを目指しています。
とはいえ、大学における学びの本質はカリキュラムとして与えられたものをこなすことにある
のではなく、その中に学生さんたち自らが自分にとって意味のある「何か」を見出すところにあ
ります。教室での学びも含めた大学生活全般において常に自分にとっての成長の糧を意識し、成
長していることを実感することができれば、経済学部における４年間は充実し、意義深いものと
なるでしょう。このように、与えられるもののみに期待するのではなく、自分の身のまわりのす
べてを自らの成長の糧として吸収できる人物こそが「自治自立の人物」といえるのだと思います。
我々教職員は、主に教室での学びにおいて学生さんたちと接しています。そのため、学生プロ
ジェクトや海外インターンシップなどの正課以外の活動、クラブなどの正課外教育やサークルな
どの課外活動、アルバイトやボランティア活動などの学外での活動をはじめとする諸々の活動の
充実には、外部の方のご協力・ご支援が不可欠です。ご父母の皆様からいただくサポートはその
最も重要なものであり、そのためにも皆様には父母会を通じてお子様方の成長を見届けていただ
きたいと思います。
経済学部では、各支部会などに教職員が参って経済学部の現状や成績通知書の見方の説明など
を行っています。また、支部会活動や京都で行われる教育講演会・就職説明会などに際してのご
父母同士の交流なども活発に行われています。経済学部父母会が、ご父母の皆様と経済学部との
間の情報のチャンネルとして、お子様方の成長を助ける強力なサポーターとして、そしてご父母
同士の有為な交流の場としてますます発展できますよう、経済学部教職員一同で力を合わせてま
いります。今後とも、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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【教育講演会】

親子で学ぼう！
自分らしく生きるために
できること。

大学時代は様々な生き方を模索する、

これからの人生にとってとても大切なタイミング。

大河ドラマ『いだてん』で助監督を務められた倉崎さん、
就職活動にも役立つ

同志社大学良心館

■開催場所

「日本経済新聞」の読み方マスターの下島さん、

行政または京都を代表する企業から

森川さん、佐古井さん、渡辺さんをお迎えし、

自分らしい人生の選択を行うための

参考となるお話をお聞きしました。

2020年２月22日（土）

■開 催 日

ると、だんだん憂鬱になってきました。サッカーやラグ
ビーで活躍している同世代を見るたびに、
「自分は何をし
てるんだろう…」という想いに駆られ、大学１年生の最後
にその気持ちが爆発！人生初の一人旅でラオス行きを決行
しました。その道中で発展途上国の現実を目の当たりにし
たことで、帰りの飛行機の中で「ラオスに小学校を建てた
い！」という強い想いが芽生え、帰国後、サークルの仲間
に呼びかけて共感してくれた友人たちと学生国際協力団体
SIVIO を設立。コンサートやファッションショーなど、学
生による学生のためのイベントを開催して建設に必要な
150万円を集め、コン村に念願の小学校を建設しました。
この活動で大切にしていたのは、ただの自己満足で終わ
らないよう現地の人たちが主体となってその学校を守り、
運営を続けていけるかどうかをきちんと考えることでし
た。僕たちは年に２回ほどしか現地を訪れることができな

大学時代のボランティア経験が書籍化・映画化され、

かったからだったのですが、そんな生活を半年も続けてい

ＮＨＫ入局後も大河ドラマ等、

送っていました。というのも、何か熱中できるものがほし

様々な番組制作に携わってこられた倉崎さん。

てはスポーツをして飲みに行ってと、典型的な大学生活を

そんな華やかなご経歴の中でも、

大学生の頃、４つのサークルに所属して、仲間と集まっ

その時々に様々な葛藤があったとか。

ラオスでの小学校建設がまさかの映画化！
その反響が映像の道へ進むきっかけに。

本日は担当されたドラマや映画の制作現場の

氏

お話を交えながら、

倉崎 憲

大学時代や卒業後に大切にされてきた想いについて

NHK ドラマディレクター

お聞きしました。

物語が生まれる瞬間

【教育講演会】

のドラマ作りの現場にも共通していると感じています。
小学校の開校式ではコン村の人々が拍手で迎えてくれ、
その光景を目にしたときに初めて「活動していてよかっ
た」と思いましたが、それと同時に「僕たちは世界を変え
ることができない」とも感じました。僕たちが小学校を建
てたのはたまたまラオスの小さな村だったけれど、そこに
限らず他にも小学校を必要としているところがたくさんあ
ると考えると、本当に一人ひとりの力は微力だと感じたの
です。
そんな気持ちを抱えていた頃、同じくカンボジアに小学
校を建てる活動をしていた葉田甲太という学生から「一緒
に本を出版しないか」というオファーが届きました。写真
で協力して自費出版したところ、なんと2011年に『僕た
ちは世界を変えることができない。』というタイトルで映
画化されることに！名もない大学生の活動が映像として命
が吹き込まれ世の中に伝わるという現場に立ち会い、さら
に作品を見た人たちから僕にもメッセージや手紙が届き、
映像の持つ力を肌で感じました。そしてこのときの経験が
「映像の道に進みたい」と思うきっかけにもなりました。

「人生で自分は何をしたいのか？」。
その答えを見つけにニューヨークの映画学校へ。

いので、ラオスの教育省の方々といろいろな村をまわって

大学４年生のとき、すでに内定先は決まっていたものの

村人一人ひとりと話し合い、信頼関係を築きました。この

「やり残したことがある」と感じて、半年間休学して世界

ときに「本当にいいものはアナログ的な体当たりでしか生

一周の旅に出かけました。３ヶ月で19ヶ国・32都市をま

まれない」ということを学んだのですが、この経験は現在

わるという超弾丸の旅でしたが、世界中の様々な問題にふ
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れられ、出会いにも恵まれた有意義な旅となりました。当

50歳くらいの女性に声をかけられました。いろいろと話

時、一眼レフを片手に旅をしていたのですが、撮った写真

す中で彼女はハリウッドのプロデューサーであることが判

を見返していたとき、ふと「写真に撮られた前と後が知り

明。「来週からロバート・デ・ニーロ主演の作品を撮る」

たい」と思うようになりました。たとえば、子どもがパパ

というので、何も変わらない自分のまま帰国することに恐

の手を握っている写真。これを撮影したときに、このパパ

怖を感じていた僕は、そのときにもらったアドレスに「何

は普段は国外に出稼ぎに出ていて、１年のうち１週間くら

でもしますから現場に行かせてください！」と何度もメー

いしか息子に会えないのだと嘆いていました。誰かが密着

ルを送りました。するとクランクインの前日に彼女のアシ

してそういった問題をあぶり出さなければ、写真だけでは

スタントから連絡が来て、現場を見せてもらえることにな

今、何が起きているのかは正確には伝わりません。そのと

りました。行くと、彼女は監督席の真後ろに僕の席を用意

きに映像が人々に与える力を改めて感じました。

してくれていて、なおかつ全スタッフに僕のことを紹介し

旅の途中、インドに３日ほど滞在していたときに、毎夕

てくれました。ハリウッドの現場で驚いたのが、白人のほ

ガンジス河の岸辺に座って過ごしていると、次々に遺体が

かに黒人もいればアジア人もいて、最前線でがんばってい

運び込まれては火葬されていく光景を目にしました。イン

る韓国人と中国人が僕からは侍のように見えて、鳥肌が立

ドでは日常の光景なのですが、自分と同じくらいの若者が

ちっぱなしでした。今でもそのときの光景を思い浮かべる

次々に火葬されていくのを見ていると、
「自分もいつかは

と涙が出るくらい感動し、このことをきっかけに「世界中

死ぬんだ…！」という漠然とした焦燥感に駆られ、「自分

のスタッフと世界中の人を感動させられる作品を作りた

は人生で何をしたいのか」と真剣に考えました。そこで

い」という、今の僕の志が生まれました。

「大学卒業までに映像を学びたい！」と思い立ち、現地の
インターネットカフェに飛び込んで検索して出てきた
ニューヨークフィルムアカデミーにその場で入学を申し込
み、帰国後、卒業までの２ヵ月間でニューヨークへ留学す
ることにしました。

自信をなくし、落ち込む日々…。
そんなとき、ある人との出会いで転機が！

うれしい経験、悲しい経験、
そのすべてが監督業を支えている。
NHK 入局後、20代で監督デビューをめざしていた僕
は、ラジオドラマなら企画さえ通れば若手でも監督ができ
ると聞き、書店に通っては原作となる作品を探していまし
た。すると、川村元気作の『世界から猫が消えたなら』と
いう小説と出会い、「これをどうしてもラジオドラマ化し

ニューヨークフィルムアカデミーは世界中から映像の道

たい！」と、原作者と出版社を口説いたところ、ラジオド

を志す人が集まる映画学校で、実践的な教育が受けられる

ラマ化が決定！僕は原作を読んだときから主人公を妻夫木

ことで知られています。入学すると数人でクルーを組ん

聡さんに演じてほしいと思っていたのですが、当時僕は無

で、それぞれが監督となって１週間に１本ほどショート

名の一ディレクターでしかなかったので「気持ちを伝える

フィルムを撮るのですが、１ヶ月ほどすると「あいつは使

しかない！」と手紙を書いたところ OK の返事が届き、貫

えないやつだ」
、
「英語もあまり話せない」というレッテル

地谷しほりさんや國村隼さんなどすばらしいキャスト陣に

が貼られていくのをひしひしと感じました。情けなくて悔

も恵まれ制作がスタートしました。

しくて、すごく落ち込んでいたある日、いつもは地下鉄で

原作のクライマックスに主人公が母親からの手紙を読ん

通っていた通学路を気分転換に歩いてみたところ、途中で

で号泣するシーンがあるのですが、妻夫木さんは「僕はこ
のシーンは泣かない方がいいと思う」といい、感情の赴く
ままに演じてもらったところ、彼は涙をこらえきれずに嗚
咽がもれるような演技をしてくれました。完成したものを
聞いてみると非常によくて、そのときに同じ悲しい台詞で
も、ある役者は笑いながらいうかもしれないし、ある役者
は怒りながら泣くかもしれないということに思い至り、
「人生経験そのものが役者の価値であり、それを引き出す
のが監督の仕事だ」ということがわかりました。恋愛をし
たことのない監督に恋する気持ちは描けないし、大切な人

6
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を亡くしたことのない監督に人を失ったときの喪失感は描
けません。それまでの人生で積み重ねてきた経験のすべて
が演出に関わっていることに気付いたとき、監督業は非常
におもしろい仕事だと思いました。

「自分の心が動くかどうか」を大切に。
その瞬間にこそ物語は生まれる。

葛藤があるからこそ若者は伸びる。
大学ではそのきっかけをうまくつかんで。
最後に、1,000人の18歳と RADWIMPS がコラボした
「18祭」という番組の映像をご紹介しましょう。（こちら
は YouTube にもアップされていますので、気になった方
はご覧ください）これは RADWIMPS のボーカル・野田洋

入局後、ドラマ志望の僕は東京のドラマ番組部に配属さ

次郎作詞・作曲の「正解」という歌を全員で合唱するとい

れましたが、２年後、NHK 山形放送局に異動になりまし

うものだったのですが、歌っている最中に若者たちの表情

た。その頃からテレビドラマの監督デビューをしたいと考

がどんどん変化していくことに気付かれるはずです。みん

えていて、ドラマの題材を探していました。すると、童話

なすごくいい表情になっていく。

『泣いた赤おに』が山形県で生まれた物語だということが

18～22歳は本当に様々な葛藤を抱えている、しかしだ

判明。これは人間と仲良くなりたい赤鬼のために親友の青

からこそ非常に伸びしろがある年代です。何か一つきっか

鬼が悪者役を引き受け、自分を犠牲にした青鬼は赤鬼のも

けがあれば、人間的に大きく変われる時期、それが大学時

とを去っていくという、切ない友情の物語なのですが、

代です。僕自身も何かが変わった瞬間というのは、いつも

20年ぶりくらいに読み返してみると、別れた後、二人は

モヤモヤを抱えていたとき、失敗をしたときでした。あの

再会できたのか、二人はどういう人生を歩んだのかが無性

とき、僕がモヤモヤを抱えていなければラオスに行くこと

に気になり、
「これだ！」と思いました。「もし『泣いた赤

もなかったし、通学途中にハリウッドのプロデューサーに

おに』に続きがあったなら」というアイデアが思い浮かん

出会うこともなく、今の僕の志もなかったでしょう。そう

だとき、心が震えました。

いう意味では、葛藤を積み重ねることが人生の転機を呼び

「物語が生まれる瞬間」は、必ず誰かの感情が動いた瞬

込み、人間としての幅を広げてくれるのだと思います。

間です。ドラマでもドキュメンタリーでも、制作する上で

葛藤が積み重なったとき、若者は次のアクションを起こ

僕が一番大事にしているのが、“自分の心が動いたかどう

すきっかけを必要とすると思います。大学時代にはきっか

か”。心が動かないのに無理やり何かを作ろうとしても、

けが無数にあり、様々なチャンスが眠っています。正直な

絶対にいいものはできません。そこで赤鬼と青鬼を30代

ところ、大学の講義（机の上での）学びが役に立ったこと

の女性に置き換え、高校時代に疎遠になってしまった二人

はあまりありませんでしたが、出会いやきっかけは大学時

が10年後に再会するという物語を作ろうと、オール山形

代が一番多かったように思います。大学時代に何をしたか

ロケで撮影を決行。こうして山形発地域ドラマ『私の青お

で人間が形成され、その後の人生も変わっていきますの

に』は生まれました。

で、皆さんもお子様のあと押しになるようなきっかけがあ
れば、ぜひ声をかけてあげてください。

倉崎 憲

＜プロフィール＞
NHKドラマディレクター。
2011年、
同志社大学法学部法律学科卒業。
NHK入局後、大河ドラマ『平清盛』、
『いだてん』で助監督を務める。
現在は朝ドラ『エール』の演出を担当。
ラジオドラマ『世界から猫が消えたなら』で初演出、
ドラマ
『私の青おに』でテレビドラマ監督デビュー。
著作に、
葉田甲太氏との共著『僕たちは世界を変えることができない。』がある。
DOSHISHA UNIVERSITY
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我が子に伝える、
就職活動に役立つ日本経済新聞活用法
～お祈りメールと３年以内離職率30％～

インターネットに情報があふれている昨今、
新聞を読まない人が世代を問わず増えています。
ただ、
新聞には自身の知らなかった情報にふれられる利点も。
日本経済新聞社の下島さんに、就職活動における

日本経済新聞社
販売局マーケット開発部次長
日経読み方マスター

下島 直人 氏

日本経済新聞の上手な活用方法を教えていただきました。

まずは就職活動のスケジュールについてですが、３年生

なのは、企業の視点に立って志望先の戦略を理解し、それ

の３月に採用情報の公開（エントリーの受付）が始まり、

に則した志望動機を伝えることです。面接では「気になる

４年生の６月から面接・選考が始まるといわれています

ニュースは何ですか？」ともよく聞かれますが、ここでも

が、それより早くから企業は動き始めているのが現状で

問われているのは情報の感度と志望の本気度です。現在、

す。ある調査によると４年生の４月に約４割の学生が内定

コロナウイルス関連のニュースが騒がれていますが、企業

を得ていて、特に昨年はインターンシップに参加した学生

はそのような話ではなく、その企業を取り巻く業界や企業

に限定して早期選考をした企業も多かったため、４年生の

自身について調べているかを聞きたいと思っています。そ

６月時点で内定率は７割を超えていました。つまり、実質

のためそこで話すべきは、その企業の将来や戦略を左右す

の選考は３年生の３月から始まっていて、面接選考は６月

るニュースである必要があるのです。社会で何が起きてい

から始まると考えていては出遅れてしまうということで

て、ビジネスにどう影響するのか、という視点で企業を厳

す。インターンシップの参加率は７割を超えていますの

しく分析してほしいと思います。

で、１～２年生のうちに臨んでみることをおすすめしま
す。

たとえばワールドカップの記事。サッカーで売上げが伸
びるのは、大型テレビ、ピザ、日本代表スーツ、旅行など

厚生労働省によると、大卒３年以内の離職率が３割もあ

で、ノジマでは大型テレビの販売数が２倍近くになり、ピ

り、中でも飲食・サービス業、宿泊業の割合が高いそうで

ザハットでは12時以降の注文が３倍に、ダンヒルでは35

す。不本意な就職とならないように、業界や企業について

万円のスーツが売れるといった経済効果が出ました。た

きちんと調べることが大切です。お子様に不採用通知（通

だ、チャンスもあればリスクもあり、今回のコロナウイル

称「お祈りメール」）が届いたら、ぜひ相談にのってあげ

スのようなことがあると旅行会社には一斉にキャンセルが

てください。今は不採用でも連絡がないことも増えていま

入ります。そのあたりの関連性をきちんと調べ、把握して

すが、そのようなときも「この企業がいいよ」といった過

いることが就職活動では重要です。

干渉はせずに、背中を押してあげてほしいと思います。

“ビジネスの視点”を身に着けて、
企業の戦略に則した志望動機を考える。
面接官の89.6％が日本経済新聞を読んでいるというデー
タもあり、日本経済新聞が就職活動における共通言語とし
て使われているといっても過言ではありません。面接で求
められるのは、
「自分という商品をプレゼンすること」
で、その際は “ビジネスの視点” が重要になります。たと

企業研究はその企業の戦略を知ることで、業界研究はそ
の業界に共通する課題を知ることです。金融業界ならフィ
ン テ ッ ク や ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン、自 動 車 業 界 な ら AI や
CASE、食品業界なら食品ロスや脱プラスティックといっ
たことが共通の課題といえるでしょう。こういったキー
ワードを知っておくことも就職活動では大切です。

「見出し」→「リード」→「本文」へ。
ニュースを連続ドラマのように追いかけて。

えば面接で「御社の商品が好きなので志望しました」と答

日本経済新聞には読み方があります。ポイントは、
「すべ

える学生は多いですが、これだと “消費者の視点” でしか

ての記事を読まないこと」。新聞を読むことがストレスにな

その企業を見ていないので、採用は難しくなります。重要

らないよう手早く要点をつかむコツをご紹介しましょう。
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新聞の１面には、４～５つの見出しがあります。まずは

は１面の記事と必ずリンクしていて、IoT や5G など、

この中からめざす企業や業界に関連する内容を探してくだ

「今」を伝えるキーワードを詳しく解説しています。本日

さい。見出しの横にはそれを補足するリードがあり、それ

お配りした「最新重要キーワード集20」にある SDGs、シ

がない記事では前文（本文の１段落目）がリードの役割を

ンギュラリティ、GAFA なども「きょうのことば」に載っ

担います。見出しには「いつ・どこで・誰が・何を・どう

ていたものばかりです。

した」が書かれてあり、なぜそれが起こったのかという理

学生に特におすすめしたいのは15～17の企業面で、こ

由がリード（または前文）に書かれています。この二つを

こには個々の企業の最新情報が載っているので、めざす企

読むだけで、記事の内容をざっくりと理解することがで

業名や業界名をぜひ探してみてください。知らない企業の

き、これを「逆三角形のルール」
（※
【図①】
）と呼んでい

記事であってもその業界の動向をとらえるためには有効で

ます。記事の内容をさらに深く知りたいときは本文まで読

すし、知っている企業の知られていないトピックスもある

むようにしてください。
「春秋」をはじめとするコラムに

でしょう。そういったところで “気付き” を広げていると、

は最新ニュースの解説がまとめられていますので、こちら

面接の際の志望動機も答えやすく、また面接官にも想いが

も参考にされるといいと思います。反対におすすめしない

伝わりやすくなります。

のは、事実をひたすら暗記すること。ニュースを連続ドラ
マとして捉え、
「なぜそれが起こり、今後どうなるのか」
という視点で、個々のニュースの背景とその先を読んでく
ださい。それこそが社会で今起きていることへの理解を助
けます。

気になる記事は関連する面を追い、
ひとつのニュースを多面的にとらえよう。
就職活動では、その日最新のニュースが載っている１面
を使いこなしてほしいと思います。「MARKETS」には日

企業の生き残りに戦略は必須！
専門紙で各業界に関する知識を得ても。
弊社では日本経済新聞のほかにも各産業分野の記事に特
化した「日経産業新聞」や、流通・小売分野の記事に特化
した「日経 MJ」といった専門紙も発行しており、前者は
自動車・機械、エレクトロニクスなど、めざす業界の戦略
が読めますし、後者は流通・小売業界をめざす方の参考に
なると思います。新聞には一覧性がありますので、ぜひ活
用してほしいと思います。

経平均株価、日経アジア、円・ドル相場が載っています。

日本は GDP が6.3％減り、コロナウイルスの影響で消費

また、１面のリードの最後に「関連記事●面に」とあるも

も減少、合計特殊出生率も1.42となり縮小市場かつ飽和

のは、ぜひその先まで読んでみてください。４面は政治、

市場です。そのため企業の合併や海外展開が進み、戦略が

５面は経済、９面は金融経済、10～13面は国際、15～17

より重要になってきています。就職活動では各業界のキー

面は企業関連の記事が載っていて、それらを読んでから１

ワードとチャンス／リスクを把握し、常に企業の客観的事

面に戻ると、記事の背景がより多面的に理解できると思い

実を意識しながら情報を追いかけていってほしいと思いま

ます。２・３面は１面にある最新トピックスの背景を解説

す。そうするとビジネスへの理解が加速度的に高まってい

しており、テレビやインターネットと連動するといいで

きます。気になるキーワードを見つけたら日付や面、感想

しょう。読み物としては２面に連載記事の「迫真」が、３

や疑問をメモする習慣を身に着けて、ぜひ就職活動に新聞

面に「きょうのことば」があります。
「きょうのことば」

を積極的に活用するようにしてください。
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京都で働く

京都での就職を希望される方は、
ぜひジョブパークへ！
人材確保推進室
人材確保・定着支援担当 課長

森川 浩行

氏

京都府商工労働観光部
京都で働きたい方の就業を支援する「京都ジョブパー

いる宝酒造、花札の製造からコンピューターゲームへと発

用情勢や京都産業の特徴、現在の就職活動の動向について

な製品の部品を作っているような、いわゆる「B to B 企

ク」で就職支援をしております森川です。本日は近年の雇
お話しします。

まずは近年の雇用情勢ですが、2019年12月の京都府の

求人倍率は1.59倍で、ここ３年ほど高い水準が続いてい
ます。また、近畿の失業率は2.2％と前年に比べ若干下

が ってい る な ど、企 業 で は 人 手 不 足 が 続 い て い ま す。

展した任天堂などが代表としてあげられるでしょう。様々
業」も多く、こうした企業は皆様の目にはあまり触れるこ

とはありませんが、京都府の企業を紹介している「京都
ジョブナビ」というサイトでは、約3,900社の情報を提供

しておりますので、参考にしていただければと思います。
京都ジョブパークでは、京都の企業の魅力を高め、求職

2019年３月の新規大卒者の就職内定率は、京都府全体で

者の方に目を向けてもらえるよう、就労環境の改善にも力

を見ると、5,000人以上の企業の倍率は0.42で、1,000人

備などの支援に加え、例えば新卒で採用した方の奨学金返

96.5％、同志社大学では98.8％。企業規模別の求人倍率

以上5,000人未満は1.08、300人以上1,000人未満は1.22、
300人未満は8.42と、中小企業ほど倍率が高く、業種別で
は流通業や建設業などで人手不足の度合いが高いという状
況です。また、入社しても３年以内に３割の方が辞めてい
るというデータもあります。企業のことをよく知らないま

を入れております。雇用条件の改善、ハード面での環境整
済を支援する企業に対して、一部負担額を補助する制度も
設けています。こうした制度を導入している企業は、それ

だけ従業員を大切にしているという指標にもなりますの
で、参考にしていただければと思います。

で辞める方も多いということですので、就職先は視野を広

インターシップで積極的に情報収集を。
お子様の意志を尊重した支援を心がけて。

いと思います。就職活動の進め方がわからなかったり、う

近年の就職活動については、基本、３年生の３月に採用

ま就職して、
「思っていた仕事じゃなかった」という理由
げて様々な業種や企業を見て、納得して決めていただきた
まく活動の波に乗れないでいる学生さんは京都ジョブパー
クがお手伝いしますので、ぜひご活用ください。

有名企業からベンチャー企業まで、
「京都ジョブナビ」で情報をチェック！
次に京都の産業と企業の特徴についてですが、京都には

約11万8,700社の企業があります。業種としては卸売・小

売業、宿泊・飲食業、製造業、不動産業、その他のサービ

情報提供の解禁、４年生の６月から選考の解禁というスケ
ジュールになっていますが、個々の企業の動きは様々で

す。学生の方にはキャリアセンターなどを活用しながら情
報を積極的につかんでほしいと思います。３年生までは、
できるだけインターンシップなどに参加して企業の実態を
見ていただきたいですし、就職活動中はいろいろな情報が
飛び交うと思いますが、鵜呑みにすることなく、様々な角
度から精査していただきたいと思います。

学生が保護者に期待する就活支援として、「金銭的なサ

ス業、教育関連業が多く、京都は「観光の街」、「ものづく

ポート」、「相談相手」、「アドバイス」などがあげられてい

チャー企業も多くありますが、長い歴史の中で独自性を追

ただき、ご両親の考えを押し付けすぎずに、お子様の話を

りの街」
、
「教育の街」といわれています。京都にはベン

求していく精神が育まれてきたこと、伝統産業の技術を活
かして次世代のものづくりにつなげている企業が多いこと
などがあげられます。例えば清水焼の技術をコンデンサや
セラミックスに活用し発展されたニチコン株式会社、織物
の技術をタッチパネル用のフィルムなどに生かされている

NISSHA、酒造りの技術をバイオテクノロジーにつなげて
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る調査があります。保護者の方々には、お子様を支えてい
お聞きいただいて、過保護や過干渉にならないように見

守ってあげていただきたいと思います。お子様はそれぞれ
夢をお持ちだと思います。がんばるためにどうしたらいい
かとか、どこかでつまずいたとか、何か支援が必要でした
ら、ぜひジョブパークへお立ち寄りいただけるようお声が
けいただければ幸いです。

【教育講演会】

京都で働く

2050年のその先の
コーヒーマーケットを見据えて。
総合支援部

部長代理

佐古井 宏

氏

小川珈琲株式会社
コーヒーを取り巻く環境に配慮し、
高い技術力とともに心に響く製品を提供。
当社は世界各国の高質なコーヒー豆を焙煎、ブレンドし
て製品化し、家庭用コーヒーは主にスーパーケットや生協
に、また業務用コーヒーはカフェやレストランに届ける事

に。環境に配慮し、生産者支援につながる製品も含めた豊
富な品揃えが当社の強みであるといえます。

一杯のコーヒーから受け取る「心の満足」。
それを高める仕事をめざして。

業を行っています。またグループ会社では京都を中心に９

缶コーヒーを見ていると、まるで工業製品のように感じ

店舗の直営喫茶店を経営しています。当社は世界中の生産

ることはありませんか？でもコーヒーは農産物であり、当

者の想いや背景を存分に伝える高付加価値商品を提供する

然ながら生産者が存在します。当社の仕事は生産者が大切

といった戦略をとり、2001年から他社に先駆けて有機

に育てたコーヒーチェリーを珈琲職人の技で焙煎・抽出

コーヒーの製造販売を開始。生産者支援や自然環境保護に

し、大きな価値を持つカップ一杯のコーヒーに変えること

取り組んできたことも特徴で、ご家庭でコーヒーを飲んで

です。当社にとって生産者の存在や植物の生育環境を守る

くださるお客様はもちろん、ビジネスとしてコーヒーを使

ことは必然的な活動であり、SDGs が叫ばれる前から生産

用してくださる経営者様にも、社会貢献型の取り組みに共

者支援や地球環境の保護に取り組んできました。

感して当社の製品を選んでいただいている方も多くいらっ

ある読み物で興味深い言葉に触れました。「メーカーは

しゃいます。また当社の営業マンはお取引先様に赴いてお

ものづくりだけに留まっていては市場を広げられない。

いしい抽出方法をレクチャーするなど、専門技術の普及に

（中略）消費者が望んでいるのは味やデザイン、その先に

も努めています。

ある心の満足度を上げることだ」。人がコーヒーを飲むの

当社の企業理念は「私達は珈琲職人として、本物の価値

は、飲むことでリラックスしたり、大切な誰かと素敵な時

ある商品を創り、真心を持ってお届けする。」です。バリ

間を過ごせるなど、「心の満足」につながっているからだ

スタの育成に力を注ぐのも理念体現の一例で、お客様の心

と思います。当社は食品メーカーでありながらお客様のお

に響く一杯を提供できるよう世界レベルの競技会で優勝す

腹をいっぱいにすることはできません。ですが、お客様の

るバリスタを輩出し、直営店の店頭または取引先のカフェ

心をいっぱいに満たすことができるこの仕事に、やりがい

やレストランの支援を通じて、お客様に価値を提供してい

を感じています。そういった情緒的な価値を大切に、生産

ます。当社にはコーヒーインストラクター資格を有する者

者、消費者の双方に、価値を高める仕事を続けていきたい

も多く、社員一人ひとりが珈琲職人としての自負を持ちな

と考えています。

がらそれぞれの業務に取り組んでいます。

米国のコーヒー研究機関である World Coffee Research

SDGs に 関 連 す る 取 り 組 み と し て は、「 有 機 JAS コ ー

によると、2050年にはコーヒーの主要品種であるアラビ

ヒー」
、
「国際フェアトレード認証コーヒー」、「バードフレ

カ種の収穫量は、現在の半分になるという研究結果が報告

、
「オランウータンコーヒー」等
ンドリー 認証コーヒー」
Ⓡ

の認証系コーヒーを取り扱っていることがあげられます。
当社は「一杯のコーヒーからできること」をスローガン
に、生産国の自然や労働環境の改善に向けた活動にも積極
的に取り組み、現在は国内のスーパーマーケットにおける
有機コーヒー製品の約８割のシェアを当社が有する状況

されています。そういった状況にならないためにもコー
ヒーを取り巻く環境にさらに意識的である必要があるで
しょう。当社の仕事に興味を持たれた学生さんがいらっ
しゃいましたら、2050年の、その先のコーヒーのマー
ケットを一緒に作っていけるような仕事を共にしたいと
思っています。
DOSHISHA UNIVERSITY
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【教育講演会】

京都で働く

ICTで社会を便利で快適に、
企業や社会の距離をなくしたい。
執行役員総務部長

渡辺 卓也

氏

大和電設工業株式会社
電話の設備・保守からはじまり、
情報化社会のあらゆる分野をサポート。

お客様の立場に立って、
よりよい環境につながる設備をご提案。

京都には数ある有名企業のほかにも、やりがいを持って

当社が手掛けた ICT の導入例として、京都の祇園の街

働ける優良企業がたくさんあります。当社もその中の一つ

の話をご紹介しましょう。祇園といえば、優雅な食事をと

として、本日はご紹介させていただきます。

りながら舞妓さんや芸妓さんの舞を楽しめる京都を代表す

当社の設立は1952年。本社は京都市、大阪と滋賀に支

る花街ですが、この街には独特の商売形態があります。お

店を持つ地域に密着した B to B 企業で、従業員数は約

客さんはまず座敷のあるお茶屋さんを訪れますが、料理は

100名です。事業内容は情報通信システムの構築・運用、

お茶屋さんが仕出し屋さんに注文して持ってきてもらい、

通信機械の販売、電気設備の施工・メンテナンス等、情報

舞妓さんや芸妓さんは置屋さんに頼んで来てもらうといっ

化社会に欠かせない職場環境機器に関するトータルサポー

た一つの店舗だけでは成り立たない分業システムをとって

トを行っています。お客様からは親しみを込めて「大和さ

いるのです。それなのに、当時はかかってきた電話を取り

ん」と呼ばれ、
「技術の大和」として知名度もあります。

次いだり転送したりする設備がなかったため、各店舗が連

創業当時は手紙、電話、電報がビジネスにおける主要な

携しながらサービスを提供することが困難であるようでし

通信手段でしたが、我々はその中でも電話の設備や保守を

た。そこで当社の営業担当者は、専用の電話交換機で街の

主体として事業を展開して参りました。その後、通信技術

店一軒一軒をつなげればその問題は解決できるのではない

の普及に伴い、IT 関連の技術も取り入れながら、情報化

かと考え、国の許可を取って日本で唯一の祇園の街だけの

社会のインフラを支える事業へと発展。技術の進歩にあわ

電話設備を構築。それによって、祇園にある店々の営業は

せて当社が扱う商品やサービスも変化していきました。

非常に便利になったといわれています。

仕事の進め方としては、お客様から「こんなことできな
いかなあ」という相談を受け、お客様の仕事環境に応じた
解決策をご提案。様々な機器や技術を掛けあわせながら、
お客様にとって快適な IT 環境となるよう設計・施工・メ

お客様から信頼される仕事ぶりは、
社員の働きやすさがあってこそ。

ンテナンスまでトータルにサポートしています。常にお客

我々は世の中を便利で快適にするために ICT の技術を

様に寄り添いながら問題を解決していく姿勢が評価され、

使ってお客様に様々なサービスを提供していますが、それ

「困ったときの大和さん」と呼んでいただけることも当社

を実現するためには我々社員も働きやすい環境でなければ

の誇りです。さらに、当社には情報通信エンジニア優良団

ならないという意識を持っています。そのため、休日を年

体（2017年度全国３位）の表彰者をはじめ、優秀施工者

間125日以上と定めたり、時間単位で有給休暇を取得でき

国土交通大臣顕彰（建設マスター）が８名も在籍するな

るような仕組みを導入するなど、よりよい労働環境をめざ

ど、サービスのパフォーマンスを最大限にするプロフェッ

して取り組んでいます。当社の定年は60歳ですが、それ

ショナルが大勢いることも特徴としてあるでしょう。当社

を過ぎても嘱託という形で、これまでに培ってきた技術や

は「IT」・「電話」
・
「電気」といった３部門を一社に集約し

知識を後輩に教える立場で残っていただくことも可能で

た全国でも珍しい業態であるため、京都にある有名企業の

す。やりがいがあり、入社してから老後まで働ける会社と

多くがお取引先様になっていただいていることも強みの一

いうことで、学生の皆さんの志望先の一つとして考えてい

つだと考えています。

ただければと思います。
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い て
生 生 活 に つ

大学生活を軌道に乗せるために
経済学部准教授 学生主任

四谷

晃一

新入生のご父母の皆様、お子様の同志社大学経済学部へのご入学おめでとうございます。心よりお慶び申し上げ
ます。本年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で入学式が中止となりました。また、入学式後に予定してい
ました新入生父母歓迎会も開催できませんでした。お子様の晴れの日をともにお祝いできなかったことを大変残念
に思います。

学びの入り口で躓かないこと
大学での学びを順調に進めるためには、１年次に出遅れてしまわないことが大切です。入り口で躓くとリカバリー
がとても難しくなるといわれています。１年次には、大学での学びの基礎となる力を養うための授業が多く設置さ
れているからです。基礎となる力とは、例えば、経済学の系統に対する理解やアカデミックリテラシー、情報収集・
整理の方法、他者と議論し共同で作業するための能力などです。経済学部では本年度より新しいカリキュラムが施
行されます。新しいカリキュラムでは、こうした力をしっかり身に付けてもらえるよう「基礎演習」の内容の見直
しが行われたり「エコノミクス・ワークショップ・プライマリ」という１、２年次生対象の少人数科目が新設され
たりしています。新入生の皆さんには、こうした科目の履修を通じて、大学で学ぶための土台を築いてもらいたく
思います。
ただ、新型コロナウイルスの感染拡大により、本年度はしばらくの間対面形式の授業が行えず、学習のペースを
つかみ辛い状況だと思います。各科目の担当者は、学生の学びに影響が出ないよう D U E T や e-c l ass といった学
習支援システムを活用するなどして指導を行っていますので、積極的にコミュニケーションを図ってください。ま
た、教員は主に学業面での悩みや相談に応えるために「オフィスアワー」を設けています。困ったことがある場合
には気軽に利用し、問題解決のためのサポートを受けてください。

自律した生活をおくること
学業とサークルなど課外活動をうまく組み合わせて、できるだけ早く日常の生活リズムを確立させることも、大
学生活を軌道に乗せるうえで重要です。どちらか一辺倒にならず、自分に合ったバランスを見つけて両立させるこ
とが健全な成長に繋がります。生活リズムが乱れると、学業が疎かになるだけでなく、違法薬物をはじめとした様々
な犯罪、SNS や飲酒によるトラブル、詐欺まがいの行為などに巻き込まれやすくなります。こうしたリスクを遠ざ
けるためにも、新入生の皆さんには自律した生活を心がけてもらいたいと思います。
全てにおいて変則的なスタートになった本年度は、情報不足やストレスから生活リズムを整えにくい人も多いの
ではないかと思います。学生支援課では、そういった人のために、学生生活全般に関する相談窓口を設けています
ので、気軽に利用することをお勧めします。また、対人関係や心の健康などに問題がある場合には、カウンセリン
グセンターでカウンセリングを受けることができます。将来の進路に関する悩みには、キャリアセンターが個別面
談等によって対応しています。
これら以外にも、大学では学生の皆さんに様々なサポートを行っています。そうしたサポートは、ご父母の皆様
の適切な導きと両輪になってはじめて大きな効果を発揮します。異例ずくめで少なからず不安や戸惑いを抱いてお
られるであろうお子様の日常に、ご家庭でもしっかりと気を配っていただきますようお願い申し上げます。

DOSHISHA UNIVERSITY
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学 業 履 修 について
大学に入学して、学生さんが戸惑うことの一つに「時間割を自分で決める」というものがあります。
高校では科目を選択する幅が狭かったのですが、大学では「自発的に学び、探求する」ことが期待さ
れており、時間割についても、自分の責任で作成することが求められています。言い換えれば、この
時点で大学生活の一歩を踏み出すことになり、４年間の方向性が決まるといっても過言ではありませ
ん。
しかし、現実的には与えられた「自由」があまりにも大きすぎるため、戸惑っている学生さんの姿
を見ることも少なくありません。経済学部の提供する情報でははく、SNS で流れている情報を信じ、
単位の修得だけが目的となり、大学で学ぶことの楽しさや重要性を忘れてしまうことも散見されます。
学業履修について

経済学部では専門知識を深めるだけではなく、幅広く教養を身につけて欲しいという願いを込め、経
済学部で開講する科目の他、他学部が開講する科目、教養分野の科目、資格取得を目的とした免許・
資格科目、外国語科目など幅広い分野から、科目を選択できる仕組みを取り入れています。ここでは、
この仕組みを「カリキュラム」と称して、後述しています。
カリキュラムの仕組みや科目の登録方法については、各種掲示板や「履修要項」、「DUET」と呼ば

科目履修

1

れる Web を利用した学修支援システムでお知らせしています。また、教務センター（経済学部）の
窓口では、科目履修は無論、学生生活全般に関する質問、相談に応じています。なお、ここではご父
母の皆様に対して「科目履修」や「科目登録」の概要をお知らせしています。

１．科目履修
１．卒業するために必要なこと

経済学部を卒業するためには、４年以上修業し（※在学中に休学するとその期間は修業したことになり
ません）
、定められたカリキュラムにしたがって授業科目を履修し、
「卒業に必要な要件」を満たす単位（本
稿では「卒業必要単位」と記述します）を修得しなければなりません。
卒業要件を満たしますと、学士（経済学）の学位が授与されます。

２．経済学部のカリキュラム

経済学部では、幅広い分野の授業科目を提供する一方で、これらを系統的・段階的に学んでいただける
ように「科目群」や「履修条件」
「履修年次」などを設けて学生さんたちにお示ししています。ここでは
その詳細は省略いたしますが、経済学部のカリキュラムは、主体的な学修を通して「国際化する経済・社
会の状況に対応し、広く社会のために行動しうる、自治自立の人物を育成する（「経済学部人材養成目的」
より抜粋）
」ことを目標として組み立てられています。

14
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学業履修について

３．セメスター制について

同志社大学では１年間を２つの学期（春学期、秋学期）に分け、学期ごとに授業が完結し、試験を行っ
て成績評価が行われる「セメスター制」を導入しています。各学期終了後、学生さんには DUET で成績を
お知らせします。経済学部父母会では、会員のご父母にも成績通知書をご自宅に郵送でお届けしています。

２．科目登録
１．科目登録とは

間に決められた方法で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。

２．科目登録の方法

学業履修について

学生さんが受講する科目の選択をしても、それだけでは授業を受けることはできません。決められた期

セメスター制では、科目登録は春と秋、それぞれの学期はじめに学生さん自身が行います。科目によっ

科目登録

2

ては、登録に先立ってクラスを決めるための「先行登録」が行われるものや、受講に際しての事前選考が
行われるものがあります。具体的には、学生さんに配付する「登録要領」やＤＵＥＴ、掲示などでお知ら
せしています。大学生活を過ごす上で、日頃からこのような案内に注意しておくことが大切です。

３．登録単位数の制限

１年間に受講できる科目は、単位数の上限が定められています。一律48単位です。免許資格の取得を目
的とする場合は、別の制限も定められています。科目登録にあたっては、計画的な学修プランを立てるこ
とが大切です。

「登録科目確認」と「登録エラー修正」について
４．

授業科目の登録を終えた後、大学では学生さん全員に「登録科目確認表」の確認をお願いしています。
「登録科目確認表」は DUET で確認できます。確認表では自分が登録した授業科目を再確認していただ
くとともに、配当年次などを間違って登録し、誤って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」を同時にお知らせします。
登録エラーを修正せず放置すると、科目登録が強制的に削除され無効になります。登録エラーがなく計
画通りの科目登録ができていることを確認して科目登録の手続きは完了します。

DOSHISHA UNIVERSITY
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学業履修について

「履修中止」について
５．

授業が始まって約１か月後に、登録した科目を取消すことができる期間が設けられています。これを「履
修中止」と呼び、１か月受講してみた結果、思っていた内容と違うなどの理由で、どうしても登録を取り
止めたい場合に、それを申請することができる制度です。不本意なまま授業を受け続けて低い評価となり
全体の平均点を下げてしまうような不利益を避けるために設けられた制度です。

３．成績評価と単位取得
成績評価はＧＰＡ（Grade Point Average）制度によって行われます。
学業履修について

ＧＰＡ制度は、大学教育における成績評価制度のグローバル・スタンダードとして、現在、国際的に最
も認知度の高い制度です。日本の大学においても、標準的成績評価制度として急速に普及しつつある制度
で、同志社大学では2004年度生から適用しています。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。

成績評価と単位取得

3

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（Grade Point）を付与して、１単位あたりの評定平均値（Grade Point Average）
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＞
ＧＰＡ

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＞
（Ａ×4.0＋Ｂ×3.0＋Ｃ×2.0＋Ｄ×1.0＋Ｆ×0.0）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｆ）
（※Ａ～ＦはＡ～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。
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２．成績評価の書き換えについて

ＧＰＡ制度では、不合格評価（「Ｆ」）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以上の評価を得た場合、直近のＦ評価をＧＰＡに算入しない措置が
講じられています。不合格となった場合も諦めることなく、再度履修し直して評価の挽回に挑戦すること
が大切です。
＜例＞
●

＜再履修回数

１回の場合＞

履修年度・学期

科

目

名

評価

ＧＰＡ算入

フランス語入門Ⅰ

Ｆ

されない

2020・春学期

フランス語入門Ⅰ

Ｃ

される

（注）
「履修年度・学期」
「科目名」は
実際の開講科目とは異なります。

2020年度春学期の「Ｃ」評価を得たことによって2019年度春学期の「Ｆ」評価の評点「0.0」はＧＰＡ
に算入されなくなります。

●

3

２回の場合＞

履修年度・学期

科

目

名

評価

ＧＰＡ算入

2019・秋学期

経

済

史

Ｆ

される

2020・春学期

経

済

史

Ｆ

されない

2020・秋学期

経

済

史

Ｂ

される

（注）
「履修年度・学期」
「科目名」は
実際の開講科目とは異なります。

成績評価と単位取得

＜再履修回数

学業履修について

2019・春学期

2020年度春学期の「Ｆ」評価は、2020年度秋学期の「Ｂ」評価を得たことにより、ＧＰＡの算入から除
外されます。一方、2019年度秋学期の「Ｆ」評価は、2020年度春学期が「Ｆ」評価であったため、
「Ｆ」
評価の評点「0.0」としてＧＰＡに算入されます。

＜注意事項＞
・
「エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２」
【2020年度生】、
「エコノミクス・ワークショップ・
アドバンスト」
【2020年度生】、「エコノミクス・ワークショップ２」【2012～2019年度生】、「応用展開
科目１・２」
【2012～2019年度生】
、
「大学コンソーシアム京都単位互換科目」、「同志社女子大学単位
互換科目」
、
「早稲田大学交流協定単位互換科目」、「プロジェクト科目」など成績の書き換えが行われ
ない科目もあります。

３．成績評価をサポートする様々な制度について

ＧＰＡ制度のもとでは、学生・教員双方に「成績」について厳格に運用することが求められています。
このため、先にご紹介しました「履修中止制度」のほか、科目担当教員が学生さんから成績評価に対する
質問を受け付ける
「採点質問制度」、病気または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。
また、授業クラス毎の評点の平均値や分布がＤＵＥＴに公表される科目もあります。
DOSHISHA UNIVERSITY
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参 考 資 料
〈経済学部生の成績分布〉
2019年度生（２年次生）820人

2018年度生
（３年次生）813人

2017年度生
（４年次生）976人

【全科目ＧＰＡ】
平均点

人数

％

累計 累計％

平均点

人数

％

3.40以上

59

7.20

59

3.20-3.39

58

7.07

3.00-3.19

58

2.80-2.99

累計 累計％

平均点

人数

％

7.20

3.40以上

38

4.67

38

117

14.27

3.20-3.39

36

4.43

7.07

175

21.34

3.00-3.19

57

6.95

232

28.29

2.60-2.79

73

8.90

305

2.40-2.59

81

9.88

2.20-2.39

77

2.00-2.19

累計 累計％

4.67

3.40以上

39

4.00

39

4.00

74

9.10

3.20-3.39

43

4.41

82

8.40

47

5.78 121

14.88

3.00-3.19

59

6.05 141

14.45

2.80-2.99

46

5.66 167

20.54

2.80-2.99

69

7.07 210

21.52

37.20

2.60-2.79

78

9.59 245

30.14

2.60-2.79

90

9.22 300

30.74

386

47.07

2.40-2.59

102 12.55 347

42.68

2.40-2.59 104 10.66 404

41.39

9.39

463

56.46

2.20-2.39

86 10.58 433

53.26

2.20-2.39 109 11.17 513

52.56

72

8.78

535

65.24

2.00-2.19

87 10.70 520

63.96

2.00-2.19 115 11.78 628

64.34

1.80-1.99

68

8.29

603

73.54

1.80-1.99

79

9.72 599

73.68

1.80-1.99

89

9.12 717

73.46

1.60-1.79

70

8.54

673

82.07

1.60-1.79

68

8.36 667

82.04

1.60-1.79

89

9.12 806

82.58

1.40-1.59

45

5.49

718

87.56

1.40-1.59

58

7.13 725

89.18

1.40-1.59

69

7.07 875

89.65

1.20-1.39

34

4.15

752

91.71

1.20-1.39

37

4.55 762

93.73

1.20-1.39

39

4.00 914

93.65

1.00-1.19

25

3.05

777

94.76

1.00-1.19

14

1.72 776

95.45

1.00-1.19

19

1.95 933

95.59

0.80-0.99

19

2.32

796

97.07

0.80-0.99

11

1.35 787

96.80

0.80-0.99

14

1.43 947

97.03

0.60-0.79

6

0.73

802

97.80

0.60-0.79

7

0.86 794

97.66

0.60-0.79

13

1.33 960

98.36

0.59以下

18

2.20

820

100.00

0.59以下

19

2.34 813

100.00

0.59以下

16

1.64 976 100.00

累計 累計％

単位数

人数

単位数

人数

【全科目修得単位数】
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単位数

人数

％

43以上

460

56.10

460

56.10

88以上

328 40.34 328

40.34

124以上

182 18.65 182

18.65

38-42

164

20.00

624

76.10

83-87

125 15.38 453

55.72

119-123

209 21.41 391

40.06

33-37

78

9.51

702

85.61

78-82

90 11.07 543

66.79

114-118

239 24.49 630

64.55

28-32

52

6.34

754

91.95

73-77

74

9.10 617

75.89

109-113

84

8.61 714

73.16

23-27

23

2.80

777

94.76

68-72

54

6.64 671

82.53

104-108

72

7.38 786

80.53

18-22

23

2.80

800

97.56

63-67

49

6.03 720

88.56

99-103

39

4.00 825

84.53

13-17

8

0.98

808

98.54

58-62

26

3.20 746

91.76

94-98

34

3.48 859

88.01

12以下

12

1.46

820

100.00

53-57

11

1.35 757

93.11

89-93

24

2.46 883

90.47

48-52

12

1.48 769

94.59

84-88

9

0.92 892

91.39

43-47

7

0.86 776

95.45

79-83

16

1.64 908

93.03

42以下

37

4.55 813 100.00

78以下

68

6.97 976 100.00
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累計 累計％

％

累計 累計％

Message

父母会の思い出
フ

教授

ル ガワ

マサ

ヒロ

布留川 正 博

民間企業で６年ばかり勤務し、その後同志社大学大学院経済学研究科でお世
話になり、教員として入社したのが丁度40歳のときだったので、私が父母会に
参加しはじめたのはその１年後くらいからだと思います。最初に驚いたのは、
大学にも PTA のような組織があるのかということでした。私が大学生の頃は
そのような組織はなく、学業とか就職などといった事柄はすべて学生個人の自
主性に任されていたからです。しかし、30年ばかり父母会で親御さんとお会い
し、面談などを経験するなかで、父母会の存在意義なるものを確信するように
なりました。
最初の10年くらいは親御さんの方が私より年上ですし、まだ新米の教員でし
たので、まずはご父母のお話をよく聞き、返答することしかできなかったので
す。その後、親御さんとほぼ同年齢になり、今度は友達のような感覚で相対し
ていたように思います。私が50代後半くらいになると、私の方が年上になり、ご父母のお話をよく聞くこ
とは変わりませんでしたが、同志社大学での学生生活を豊かにするための選択肢はたくさんありますよと
説得するようになりました。父母会のなかで成長させていただいたのかなと思います。
ところで、父母会の会場は、京都だけでなく地方の会場に出張することがよくありました。そのなかで
も思い出に残る事柄を２つ、３つあげたいと思います。
最初は、東京会場でのことですが、面談そのものではなく、面談が終わったあとの話です。民間企業の
東京支店に勤務していたときに、休日などによく訪れていた懐かしい場所に行きたいと思ったのです。そ
れは、JR 山手線の水道橋から御茶ノ水にかけてのかつての学生街です。サラリーマンになりたての私は、
気晴らしにこの界隈によく来ていたのです。一番のお目当ては名曲喫茶でした。コーヒーを飲みながらチャ
イコフスキーやベートーベンなどの曲を聴くのが楽しみでした。父母会で東京に来たついでに水道橋に降
りたったのですが、その喫茶店はなくなっていました。私立大学の多くが郊外に移転してしまっていて、
学生の姿もほとんど見かけませんでした。何だか寂しい気持ちがしました。
ふたつ目は、東日本大震災の２年後、NHK 大河ドラマで「八重の桜」が綾瀬はるかさんの主演で放映
された年に福島で父母会が開かれたことです。私はこの年に同志社社史資料センターの所長を務めていて、
「八重の桜」関連の展示会が福島をはじめ各地で開かれ、それに随行していましたので、福島に対する思
いはことのほか強かったように思います。面談などを通じて福島の人たちは、懐が深く、粘り強く、人と
人との関係を大事にする傾向があるように思った次第です。
最後は、時期は前後しますが、福岡での父母会です。私が教務主任をしていた頃だったと思います。面
談が終わって、軽食付きのパーティーが開かれました。ほろ酔い気分で帰ろうとすると、あるお父さんが
現れて、これから二次会をするから付いてくるようにといわれました。和食の料理屋に連れていかれて、
新鮮な魚貝類が出されて、冷酒をいただいて、すっかり酔っ払ってしまいました。さあ帰ろうと思うと、
先のお父さんが今度はカラオケだといって、私たち教務主任を近くの店に連れていってくれました。２、
３曲歌ったと思いますが、何を歌ったのかは覚えていません。福岡の方は、人と人との濃い関係を大事に
されるのだなと感心した次第です。
父母会のこの30年を振りかえって印象深いのは、お父さんの参加が増えたことです。わが子を思う気持
ちは、お母さんに劣らず強いわけですから、当然のことのように思います。
父母会の益々の発展を祈念いたします。
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役員だより ◆

伝えたい！経済学部父母会の魅力

春光うららかな季節となりました。父母会会員の皆様には、平素より父母
会活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。そして新入生のご父母
の皆様、御入学おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
早いもので娘がこの春４年次生となりました。私も娘の入学と同時に経済
学部父母会に入会し４年目の春を迎えます。１年目は一会員として気楽に楽
しく、２年目は岡山支部長として無我夢中で、３年目は副会長としてより深
く父母会に関わらせていただきました。その関わりを経て「経済学部の父母
会はやっぱり素晴らしい」と改めて感じております。
同志社大学経済学部の父母会は、1952年の発足以来、
「子ども達の学生生
活をサポートしたい」という父母の想いのもと活動が続けられています。春
と秋の就職説明会、２月の教育講演会、年に３度の京都観光、全国15か所以
上で行われる地方支部会など行事が多彩で、年間を通してこれほど活発に活
動している父母会は、同志社大学の中でも経済学部父母会において他にない
と思います。
就職説明会では、親世代とは全く異なる今の就職活動の現状をいろいろな
角度から知ることができ、子どもの就活をサポートする上で大変参考になり
ます。
京都観光は、京都の町や歴史を熟知した「らくたび」のガイドのもと、単
なる名所観光にとどまらない大人の知的好奇心を満足させてくれる内容となっ
ております。京都の穴場を散策したり、名店での昼食を楽しんだりしながら、
全国から集まった父母同士が交流できる場ともなっており毎回好評です。
また地方支部会は、地方にいながら学部の先生からお話を伺える貴重な行
事であり、同地区の父母同士が親睦を深められる絶好の機会でもあります。
子どもを京都に送り出し、一人暮らしと学業の両立ができているかと不安な
ご父母の方は、お近くの地方支部会へ足をお運びいただきますと、悩みを共
有できる仲間と出会えるかと存じます。
これらの充実した行事が行えるのは、御多忙にもかかわらず父母会の活動
に積極的にご協力くださる参与の先生方、豊富な人脈を生かして抜群の企画
力を発揮してくださる沼井事務長、すべての調整役を担ってくださっている
父母会事務局の谷口様などのご尽力のおかげです。伝統を受け継ぎながら献
身的な活動を続けてこられた先輩役員の方々を含め、充実したマンパワーと
チームワークの良さが自慢の経済学部父母会の魅力を、多くのご父母の方に
行事参加を通して感じていただきたいと思っております。
今年度は、新型ウイルスの影響で入学式が行われないという異例の幕開け
となってしまいました。本来なら入学式の後、父母会歓迎会にて父母会の説
明をさせていただくのですが、今年度はそれもできず大変残念に思っており
ます。新入学生のご父母の中には不安な気持ちを抱えておられる方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。そのような時こそ父母会行事にご参加いただ

◇副会長

土井

ければと思います。本誌巻末の年間行事をご確認いただくとともに、同志社
大学経済学部父母会のホームページをご覧いただきまして、まずは、５月に
本学で行われる春の就職説明会にご参加ください。
「１年次生に就職の話は
まだ早い」と思われるかもしれませんが、就職活動を見据えた学生生活の過

久代

ごし方など、早めに聞いておくとより参考になるお話も多いので、是非１年
目から参加されることをお勧めいたします。
父母会に参加させていただくのも残りあと１年となりました。最後の１年
は、人とのつながりを大切にしながら、今までたくさんの豊かさを与えてく
ださった父母会に少しでも恩返しできるよう活動に携わってまいりたいと思っ
ております。
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ましてはお変わりなくお過ごしのことと思います。新入生のご父母の皆様、
同志社大学経済学部へのお子様のご入学おめでとうございます。心よりお
祝い申し上げます。今年度父母会の副会長を務めさせていただきます佐々
木朝里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今年、入学されて「大学の父母会ってどの様なものなの？」と思われて
いる方もいらっしゃると思いますので年間の行事の内容を簡単に説明させ
ていただきます。

まず同志社大学今出川キャンパスで行われるものは年２回の就職説明会
と年１回の教育講演会があります。これらの講演には多方面の企業の方や
卒業生、就職活動を経験された在学生たちが登壇くださりお話してくださ

父 母 会の活動につい て

若草が萌え立ち春も深まってまいりました。父母会会員の皆様におかれ

役員だより ◆

います。
企業の方からは会社の説明や人事採用面など色々なお話、卒業生は自分
の実体験や現在の状況など、在学生は先生とディスカッションされたりゼ
ミの話をしてくださったり、全てその時その時の様々な内容となっていま
す。
この３回の行事に合わせて京都観光が年３回催されています。毎回父母
会役員会で行き先を提案し、
『らくたび』という観光の企画・案内・お手
伝いをしてくださる専門の方が観光ルートなど内容を考えてくださり手配
してくださいます。昼食も組み込まれていて毎回美味しいお料理をいただ
けるのも魅力の一つで、初めてお会いするご父母の方とも楽しくお喋りし
てお知り合いになれることも嬉しいことです。
それ以外に全国各地で支部会が開催されます。先生方の講演の後に個別
に先生と面談できる時間も設けられています。質問や悩み事、心配事など
直接お話ができる機会です。是非ご参加いただけたらと思います。この支
部会は毎年約15会場、今年は16会場で行われ、どこの会場でもご参加可能
です。帰省先、旅行先などでも是非ご参加ください。
この他、年に３回父母会会報がご家庭に郵送されます。先生方のお話や
各講演の内容や学業履修についての説明なども掲載されていますので是非
ご一読いただければと思います。

また父母会では活動をお手伝いしていただける方を募っております。委

気持ちでご参加いただけたらと思います。皆様の登録をお待ちしておりま

朝里

員の方同士もお知り合いになっていただける機会ですので、是非気軽なお

◇副会長

参考ください。

佐々木

そして年２回保護者様宛に成績通知書も郵送されますので、こちらもご

す。どうぞよろしくお願いいたします。
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父母会で過ごす有意義な時間

春光うららかな好季節を迎え、父母会会員の皆様におかれましては、お
元気でお過ごしのことと思います。
新入生のご父母の皆様、同志社大学経済学部へのご入学おめでとうござ
います。心よりお祝い申し上げます。今年度父母会の副会長を務めさせて
いただきます北門理佳と申します。どうぞ宜しくお願いいたします。
２年前の春、私は息子以上にウキウキしながら京田辺校地での入学式に
向かったことを、ついこの間のことのように思い出します。そして、入学
式後に開催された新入生父母歓迎会で「父母会」があることを知りました。
経済学部父母会は経済学部で学ぶお子様の学生生活のサポートや、ご父母
同士、父母と大学を繋ぐお手伝いを目的として活動されているとお話を伺
い、私も是非参加したいと思いました。
父母会では就職説明会や各地方父母会、教育講演会、京都観光など多彩
な行事が１年を通して行われます。就職説明会では、企業の人事の方のお
話や社会人となった OB、OG のお話、就職活動を終えた学生の貴重な体
験談などを聴くことができ、親にとっても子どもにとっても大変参考にな
ります。私たちの時代の就職活動、内容とは大きく変化しているというこ
とはメディアなどの情報で耳にしているつもりでしたが、具体的なお話を
聴くことにより、親としての心構えができたように思います。
また、昨年10月の就職説明会の日はキャンパスツアーも開催されました。
キャンパスツアーでは学生の皆様の案内で日頃は学生しか入ることができ
ない学内を見学させていただいて、息子の大学生活を身近に感じることが
できました。
年３回の京都観光は大変好評で毎回予約がいっぱいになります。昨年５
月は㈱らくたびの方の案内で世界遺産の宇治の平等院、宇治上神社を見学
し、宇治川の屋形船で京料理に舌鼓を打ちました。京都に生まれ育った私
も初めての体験でした。京都観光はお一人でご参加のご父母の方も毎回多
くおられて、ご父母同士の交流の場となっています。
父母会行事に参加し、先輩保護者や同学年の保護者の方々と交流させて
いただくことで、それぞれのお子様の学校生活の様子やゼミ、サークル、
アルバイト、就職活動などのお話を聞くことができ、大変有意義な時間を

◇副会長

北門

過ごさせていただきました。同じ経済学部の学生を子どもに持つ親として
父母会は心強い味方だと思います。
お子様を下宿させているご父母の皆様は、常日頃の生活が見えないだけ

理佳

に、いろいろなご心配やご不安がおありだと思います。是非、父母会を活
用してください。
最後になりましたが、今年度もたくさんの行事が予定されていますので、
１人でも多くのご父母のご参加をお待ちしております。
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学おめでとうございます。また、父母会会員の皆様には平素より父母会活
動にご理解とご協力をたまわり厚くお礼を申し上げます。本年度父母会監
事を務めさせていただくことになりました平林維久子と申します。どうぞ
宜しくお願い致します。
新入生の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
に伴い、入学式が中止になり、東京オリンピック・パラリンピックも１年
程度延期されることになりました。私達が今まで経験したことのない異例

父 母 会を通じて

新入生のご父母の皆様、ご子息・ご息女の同志社大学経済学部へのご入

役員だより ◆

の事態に、全国民が大きく動揺し、戸惑いました。今後、この予期せぬ出
来事から多くを学び、考え、そして何よりも健康に留意し、未知のウイル
スに負けない身体作りを真剣に考えないといけないと強く思いました。
次の父母会の行事は、５月23日の就職説明会になります。昨今の就職活
動を知ることは親である私自身にとってもとても大切なことだと、父母会
の就職説明会に参加することで学ぶことができました。バブル前から全盛
期だった私たち親世代の就活と今どきの就活は、大きく変化しています。
2008年のリーマンショックで世界同時不況が起きた時、バブル崩壊後の
「就職氷河期」より厳しいといわれた「超氷河期」になり、正社員になる
ことが簡単ではない時代になりました。その後、世界経済は好転し、アベ
ノミクスにより、企業優位の「買い手市場」だった就活が、2015年卒採用
の頃から「売り手市場」になり、就職率は「バブル期並み」といわれるほ
どまでに高くなりました。
ところが、今回の新型コロナウイルスにより、採用スケジュールの遅延
や、採用人数への影響が懸念され、日に日に影響が大きくなっていくと思
われます。
就職の今を知る為にも、毎年春と秋に行われる「就職説明会」と２月の
「教育講演会」には是非、足をお運びいただけたらと思います。地方父母
会では、希望者には、成績表の見方など、とても丁寧に教えていただける
先生との個人面談もあり、経済学部のゼミの先生と直接お話することがで
きる機会もあり、大変有意義な時間を過ごしていただけると思います。
そして全国を８地区に分け、支部会を組織していますので、近隣に住む
保護者の方々とのネットワークをつなぐ良い機会にもなると思います。私
は大阪在住の阪神支部になるのですが、父母会を通して何でも話せる沢山
の友人ができました。父母会を通じて貴重な経験もさせていただきました。

まだまだお伝えしたいことはたくさんありますが、どうぞ皆様今年度も
盛りだくさんの行事がありますので、父母会への参加を心よりお待ちいた
しております。素晴らしい今出川キャンパスに是非ともお越しください。

維久子

に父母会のおかげだと大変嬉しく思っています。

◇監事

て知り得た情報で、息子とも更に会話も弾むことができたことは、ひとえ

平林

早いもので私の息子も入学して４回目の春を迎えました。父母会を通じ

皆様にお会いできますことを、心より楽しみにしております。

DOSHISHA UNIVERSITY
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父母会で充実したお時間を

春風が心地よい季節となりました。父母会会員の皆様におかれましてはお
変わりなくお過ごしのことと存じます。新入生のご父母の皆様、お子様の同
志社大学経済学部へのご入学おめでとうございます。心よりお祝い申し上げ
ます。本年度阪神支部長を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い
いたします。
昨春、希望に胸を膨らませ入学式を迎えたことが昨日のことのように思え
ます。入学式後の新入生父母歓迎会で父母会の存在を知りました。経済学部
父母会は、お子様の学生生活のサポートや、ご父母同士、父母と大学を繋ぐ
お手伝いを目的として活動されていると伺い、大変関心を持ちました。後日、
娘の高校の先輩のお母様からお声をかけていただき、ご縁を感じ委員登録を
いたしました。
父母会は、全国８地区に支部を設けております。本年度は全国16ヶ所で地
方父母会を開催いたします。阪神支部では、京都と姫路の２ヶ所の会場で開
催を予定しております。本会は、全体会と個人懇談会の２部構成になってお
ります。全体会では、角井学部長をはじめ多数の先生方にご出席いただき、
成績通知書の見方をはじめ、学業履修について、また各会場に応じた最近の
就職状況についてご説明いただけます。個人懇談会では、２年次生以上のご
父母の皆様には、お子様の成績通知表をご持参いただくと、個別に先生方と
面談しアドバイスをいただく場が設けられております。１年次生のご父母の
方々は、グループ懇談で親睦を深めていただき、学業や留学、部活動やサー
クル活動、下宿生活のことなど、学生生活全般にわたっての情報交換が行わ
れます。会場では、授業、ゼミ、課外活動を始めとする学生生活の様子をご
覧いただけます。ご希望の方は、キャンパスツアーにもご参加いただけます。
お子様が学ばれる同志社大学今出川校地をより深くお知りいただき、身近に
感じていただける機会にもなるかと思います。
阪神支部では、委員同士の交流の場も設けております。先輩ご父母の方々
との交流では、娘の大学生活に関する不安や心配ごとについて、親身なアド
バイスをいただき大きな安心を得ることができました。同じ地域に住むご父
母同士のコミュニティーの場としてもご利用いただけます。
春と秋には就職説明会を開催いたします。学生はもちろん、ご父母の皆様
の就職への関心は非常に高く、例年多くの方にご参加いただいております。
本年度の就職活動のスケジュールや、親としての心構えなどを専門の方々か
らご講演いただく予定です。就職活動を終えた４年次生の体験談など、様々
な情報をお伝えしたいと考えております。年明け２月には、教育講演会を開
催いたします。京都観光は、毎年ご好評いただいており、本年度も３回計画
しております。親睦の場として、皆様のご参加をお待ちしております。
昨年、娘は１年次生でしたので、就職説明会はまだ早いかと思っておりま

竹内
久美子

◇阪神支部長

したが、年々変化する就職活動の在り方を早くに知ることができ、親として
の心構えや、サポートしてよいこと、いけないことを具体的に伺えて大変参
考になりました。娘は一人っ子ですので、ともすれば過干渉になりがちです
が、早めに情報を得ることで適切なサポートができるように思います。
父母会は、大学と協力して様々な情報を発信し、少しでも充実した学びの
会にしていきたいと考えております。多くの方々と充実したお時間を過ごせ
れば幸いです。
最後になりましたが、より多くのご父母の皆様に父母会行事にご参加いた
だき、また委員登録をしていただいて、ご一緒に活動を支えてくださいます
ようお願い申し上げます。
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部へのご入学おめでとうございます。
本年度、中部支部長を務めさせていただく事になりました。同志社大学
経済学部父母会はお子様の学生生活のサポートや、ご父母同士、そして、
ご父母と大学を繋ぐお手伝いを目的として活動を行っています。微力です
が、そのお手伝いをさせていただければと思います。１年間どうぞよろし
くお願いいたします。

父母会行事では、地方父母会、春と秋の就職説明会、２月の教育講演会、
京都観光などの企画を予定しています。
地方父母会は、
「全体会」と「個人懇談会」の２部構成になっております。
「全体会」では、多くの先生方や、講師の方々のお力をお借りして、留学
や就職活動、就職市場の実態や履修のお話を伺ったり、現役生や OB、OG
をお迎えして「生」の声を聞かせていただいたり、会場ごとに充実した内
容となっております。
「個人懇談会」では、お子様の成績表をご持参いた
だくと、個別に先生方とリラックスした雰囲気の中で面談し、アドバイス
をいただく機会が設けられています。学生生活で不安な点や心配な点に関
しても可能な範囲で相談していただけます。又、同じ地域に住むご父母同
士のコミュニティの場としてもご利用いただけます。会場では、学生の授
業の様子やゼミの様子等々ご覧になれます。ご多用の事とは存じますが、
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

素晴らしい出会いと素敵な思い出作りを

若葉の候、新入生のご父母の皆様、ご子息・ご息女の同志社大学経済学

役員だより ◆

春と秋には就職説明会を今出川校地で開催させていただき、就職活動の
スケジュールや情報、そして、親としての心構えなどを専門の方々をお招
きして講演していただく予定です。ご父母の皆様にも今の就職状況を知っ
ていただき、お子様とのお話のきっかけにもなるかと思います。
また、毎回ご好評いただいております京都観光も３回計画しております。
「らくたび」の京都学講師にご同行していただき、興味深いお話をわかり
やすく解説していただきながら散策します。お一人でご参加のご父母の方
も、京都の街並み等々、そして美味しいお料理とおしゃべりなど、楽しい
１日を過ごしていただけると思います。

同志社大学経済学部父母会は同志社大学経済学部の学生の保護者全員の

のみならず、父母同士のコミュニケーションも図れ、又、大学・学部から

坂本

ぜひ、様々な父母会活動にご参加ください。親子のコミュニケーション

の貴重な情報等を得る絶好の機会にもなります。より多くのご父母の皆様

父母会活動を一緒に盛り上げていければと思います。ご父母の皆様のご支
援とご理解、そしてご協力いただけますよう宜しくお願い致します。

さゆり

に委員登録をしていただき、一人でも多くのお声をお聞かせいただいて、

◇中部支部長

皆様の会です。

父母会活動の内容や行事案内などは、父母会会報やホームページで発信
しておりますので、是非ご覧ください。

DOSHISHA UNIVERSITY
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北 陸 支部長便り

春暖の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げま
す。
新入生のご父母の皆様、同志社大学経済学部へのご入学おめでとうござ
います。心よりお祝い申し上げます。
今年度北陸支部長を務めさせていただきます松浦幸子と申します。前年
度の西村さんを引き継ぎつつ、さらに発展させていくような父母会活動が
できるように精一杯励むつもりではおりますが、なにぶんはじめてのこと
ばかりで至らない点も多々あろうかと存じます。皆様には、引き続きご指
導ご鞭撻いただければ幸いでございます。

さて周知のとおり、新型コロナウイルスが世界的に大流行しています。
日本国内においてもオリンピック・パラリンピックの延期や各スポーツの
自粛、学校休校など各方面において様々な影響が出ていおります。それに
伴い同志社大学の入学式も中止になりとても残念に思います。この新型コ
ロナウイルスの影響がどこまで続くか、いつ終息するかとても不安な日々
が続きますが、父母会としては子供達がより良い学生生活を送るために、
どのようにサポートしていけばよいかなど様々な意見を共有する場とさせ
ていただいております。
北陸支部会としては、年２回春と秋に行われる就職説明会や教育講演会、
年一度 OB、OG の方を交えた勉強会などが開催されます。実際の学業成
績の相談等も行われます。
父母会の行事として、京都の名所をめぐる京都観光が年３回開催されま
す。全国各地からいらっしゃる父母の方々と京都観光をしながら情報交換
などしていただき親睦を深めていただきます。
このような色々な行事にご協力いただき、親元から離れた子供達が安心
して勉学に取り組み充実した学生生活を送れるようにご理解いただきたい
と思っております。

最後になりますが、皆さんのご意見やお知恵を拝借させていただきより

幸子

◇北陸支部長

松浦
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良い北陸支部会を作っていきたいと思っておりますので、１年間どうぞ宜
しくお願い致します。
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昨年度に引き続き、今年度も岡山支部会の支部長を務めさせていただきます、
松川美和子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
思い起こせば、息子の入学式からはや２年が経ちました。大学の最寄り駅
から京田辺キャンパスへと続く長い坂道や素晴らしく美しい桜、そして学舎
に見とれていたことを今でもありありと覚えています。人口６万人ほどの小
さな町から息子と二人で京都へ来ました。見知らぬ街でこの子はやっていけ
るのかと、子離れのできていない私は心細く不安でいっぱいでした。そして、
入学式の後に開かれた父母歓迎会で父母会の存在を知りました。前支部長さ
んがとても丁寧に父母会について話してくださいました。父母会が子供の学
生生活のサポートや父母会同士の親睦、そして父母と大学をつなぐことを目
的とされていると知り、歓迎会の後すぐに委員登録いたしました。見知らぬ
土地、学校でとても不安だったのですが父母会に参加させていただいたこと
で知り合いや友人ができたようでとても心強く思いました。父母会の発足は
昭和27年にさかのぼり、子供たちの学生生活を少しでも充実したものにした
いという御父母の思いとともに歴史を刻んでまいりました。時代の変遷とと
もに活動内容や組織の在り方も変化してきましたが、
家族の思いが支えとなっ
ていることは今も昔も変わりません。

子供と共に謳歌しましょう！

春爛漫の折から桜の花は今を盛りと咲きほこっております。新入生のご父
母の皆様、お子様の同志社大学経済学部へのご入学おめでとうございます。

役員だより ◆

父母会の活動としては、2019年度は、今出川校地での就職説明会が二回開
催されました。
「子供たちではなく父母会の保護者が対象の就職説明会？」
と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。就職説明会について
の話を聞いたときは私も初め、
「親が子供の就職活動をして一体どうなるの
だろう？過保護すぎてはいけないのだろうか？」と疑問に感じました。しか
し、学生の６割以上が就職活動の際に父母の意見を参考にして就職先を選択
し決断しているそうです。父母は子供に社会人の先輩としてアドバイスをし、
判断できる情報を与え、子供自身が決断できるようにさせる必要があるそう
です。現代の子供たちのおかれた環境、価値観は私たち親の時代とは大きく
変わり続けています。現状を把握し、子供が就職活動で壁にぶつかったとき
に適切なアドバイスを行えるように、親として、そして一人の社会人の先輩
として学ぶ努力をしたいと思っております。
母親にとって、いつまでも小さな子供のように感じていた息子ですが、親
元を離れ、一人暮らしを始めたことで少し成長したようです。大学で良い親
友たちと出会い、新しい発見や刺激を受け、物事のとらえ方、姿勢が変わっ
てきたように思います。
潔癖症気味だった息子は、時間を作ってはバックパッ
カーとして海外旅行を楽しむようになりました。たくましく成長してくれて

機会にも恵まれず私はいまだに京都観光には参加できておりませんが、普

松川

りのサポートはしたいと思っております。
通の観光では案内されないところも父母会主催の京都観光では案内していた
他県の方とも知り合うことができ、とても美しい大人の遠足だそうです。私
も今年は参加したいと思います。

美和子

だけるようです。古都京都の四季折々の美しさもとても魅力的です。そして

◇岡山支部長

一安心しているところではありますが、無事に卒業するまでは私にできる限

子供たちを通じ、縁あって同支社大学経済学部父母会でお会いすることに
なった御父母の皆様、子供のサポートと成長を見守りながら第二の学生時代
のような父母会を楽しみましょう。
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父 母 会をもっと身近 に

新入生のご父母の皆様、この度はご入学おめでとうございます。また、
在校生のご父母の皆様には、いつも父母会にご理解とご協力をいただきあ
りがとうございます。
今年度、中国支部長をさせていただくことになりました松山と申します。
二年前に同志社大学経済学部に次男が入学し、お世話になっております。
私が父母会に参加させていただくきっかけになったのは、長男の大学（某
関東私大）時代での反省からでした。大学生になってまで、もう親はかか
わらなくても大丈夫だろうと、大学が毎年地方で開催されていた説明会、
講演会には一度も出席したことがありませんでした。年度末に自宅に郵送
される成績表も「まあ、大丈夫だから」という本人の言葉を信じて、きち
んと目を通していなかったと思います。しかし４年次になり、単位が足り
ないために最終的に卒業できず、留年という事態になってしまったのです。
卒業できるつもりで就職活動して内定もいただき、
もう引っ越し用の段ボー
ルも届いていたのに…。もちろん本人の責任ではあるのですが、せめて１、
２年次の段階で、親の私がもう少し気にかけていたら、何らかの声掛けが
できていたかもしれないと大変後悔しました。
このことを教訓に、その後次男が同志社大学に入学した際には、今回は
無関心にならず、せっかく大学側が提供してくださる機会を積極的に利用
させていただこうと入学当初に強く思いました。

父母会では年に一度、地区ごとに地方父母会が開催されます。中国支部
の父母会は、おもに広島、山口、島根、鳥取にお住いの皆様が対象となり、
広島市内のホテルなどを会場として開催しております。地方父母会では、
日ごろお世話になっている先生方にお越しいただき、直接個別に面談いた
だく中で、郵送にて届いた我が子の成績についてのご忠告や、ゼミについ
てのアドバイスなどをいただきました。また就職説明会では実際に企業の
採用担当の方をお招きし、企業側から求められる人材像や就職活動へのヒ
ントなどを伺うこともできました。そして同じ学年のご父母の方と交流し
情報交換できることはもちろんですが、先輩のご父母の方々のお話を伺え
ることはとても心強かったです。初めての京都での一人暮らしのあれこれ、
アルバイトや就職活動についてなど、大学には聞けないけれど気になるこ
と、心配なことを相談できる、とてもよい機会となりました。

松山
美佐

◇中国支部長

まだ父母会への参加をされていないご父母の皆様、今年度ご入学された
ばかりのご父母の皆様、ぜひ一度まずは地方父母会に足を運んでいただい
て、縁があってお子様がご入学された同志社大学を身近に感じていただけ
ればと思います。

親元を離れ、独り立ちしていく我が子に干渉しすぎないことを心に留め
つつ、卒業までのあと二年間をつかず離れずの距離で見守っていきたいと
思っております。
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られた皆様。お子様のご入学おめでとうございます。
新生活に期待と不安を抱きつつも、前向きなお子様の姿を頼もしく思う
反面、初めて親元を離れ、大学生活を始めるお子様を持つ皆様にとって、
何かとご心配もお有りのことと思います。

そのような親心に共感し「ONE TEAM」となって全学生とご父母の皆様
をサポートする身近な存在がこの同志社大学経済学部父母会です。
当父母会は１年を通し今出川キャンパスで行われる「就職説明会（年２
回）
」
、「教育懇談会」
、
「父母会会報」の発行、
「京都観光」の開催、
「成績
通知書」のお届けの他、全国各地で行われる「地方父母会（父母懇談会）」
の開催が主な活動内容です。

また、私たち四国支部としましては、昨年６月愛媛県・松山にて、経済
学部の先生方、事務長、リクナビの方にご出席いただき「地方支部会・父
母懇談会」を開催しました。
先生方には学生生活の様子、履修内容、単位取得、ゼミ活動についてお

ア ッ トホームな雰囲 気 で
父母間交流を広げてみませんか

さくらの便りと共に令和初の新入生のご父母として、この佳き日を迎え

役員だより ◆

話しいただき、更に希望者はお子様の成績通知書をもとに個人面談をして
いただきました。
また、リクナビの方には最新の就職の動向と現状、インターンシップ等
の就活状況をお話しいただきました。我々親の世代の就活とのあまりの変
化に驚くとともに、大変貴重な情報を得ることができました。
その後は父母間での情報交換会。先輩保護者の体験談を踏まえた貴重な
アドバイスを聞きながら、終始和気あいあいとした中で会を終えました。
今年度は10月17日
（土）
、香川県・高松にて開催いたします。多くのご父
母の皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

最後に、私たちはこの父母会活動が皆様にとって更にお役に立てる存在
となれるべく、是非皆様にも、委員登録をして各種の行事の参加の機会を

百合子

い交流の場も広げてみませんか。ご参加を心よりお待ちしております。

◇四国支部長

当父母会でお子様に関する貴重な情報を交換しながら、皆様自身の楽し

久保

広げていただければと思っております。
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情報と楽しみが詰まった「ＳＮＳ」

色とりどりに様々な花が咲き競う美しい春爛漫の季節を迎え、ご父母の
皆様におかれましては、益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。また、
新たに父母会会員となられました新入生のご父母の皆様、
「良心教育」の
学府である名門同志社大学へのお子様のご入学を心からお慶び申し上げま
す。
さて、終わりの見えない新型コロナウイルス災禍の中、ご父母の皆様も、
これからお子様の学生生活がどうなっていくのだろうかと大きなご不安を
お抱えになっておられるのではないかとご拝察申し上げます。私の子も現
在、就活の真っただ中ですが、先例の無い変則的な先の読めない就活とな
り、これからどうなることかと本当に心配な状況です。
父母会では、このような皆様の一番の関心事であるお子様の学生生活や
学業履修、就活等に関する最新の情報を教育講演会や就職説明会、地方支
部会や大学の先生方との個人面談・相談会、父母会報等を通じてご提供し、
皆様のご不安やご疑問の解消に努めるとともに、講演会等と併せて京都散
策観光特別企画を実施することにより、ご父母同士の交流を深めることと
しています。
父母会活動を例えていうと、①情報収集・交換の場として
として

②交流の場

③京都と同志社大学を楽しむ場として、ご父母の皆様が参加し、

繋がり、拡がる「SNS」のようなものだと思います。皆様もこの情報と楽
しみが一杯詰まった父母会の SNS 機能を存分にご活用いただき、楽しん
でいただければ幸いでございます。
特に私のお薦めは、イケメンの「らくたび」若村講師がご案内する、個
人ではなかなか巡れない、予約が取れない、京都のディーブな「歴史」と
「名所」と「食」を堪能する京都散策観光です。定員制の先着申込順となっ
ておりますが、ぜひご参加されますことをお薦めいたします。
昨年度の九州支部会においては、父母会 OB・OG 有志の皆様にもご参
加いただき交流を深めていただくなど、多くの皆様にご参加いただき、お
蔭を持ちまして盛会のうちに終了することができました。今年度の支部会
は、特に南九州地区の皆様の参加利便性を高めるため、８月29日（土）に
鹿児島、９月５日（土）に福岡と２箇所に分けて開催する予定としており
ますので、ぜひご参加を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
九州と同志社大学・新島襄のつながりをみてみますと、同志社の礎をつ
くったとして有名な熊本洋学校～熊本バンド～徳富蘇峰・蘆花の話はもち
ろん、佐賀の大隈重信との親交、京都の薩摩藩邸跡地に建つ学舎、資金協
力の要請に応じた福岡の２人の政治家とのつながり、宣教師でもあった新

幸嗣

◇九州支部長

冨田

島襄の九州での伝道活動（私の佐賀の住まいのすぐ３キロほど先の「百貫」
という場所にも、有明海を船で移動した新島襄の伝道活動の足跡が残され
ています）等々、九州との話題には事欠きません。いわば九州の人財・人
脈や九州との地縁無くして、現在の同志社大学は成立し得なかったといっ
ても過言ではありません。
私たち九州の父母も、このような先人達のつくってきた歴史やその思い
を子供たちと共にしっかりと学んで受け止めたうえで、父母会活動を有意
義なものとしていきたい考えております。
「同士」のご父母の皆様の多数
のご参加を心からお待ち申し上げております。
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のご父母の皆様、ご子息、ご息女の同志社大学経済学部へのご入学おめで
とうございます。心よりお祝い申し上げます。また、在校生のご父母の皆
様には、日頃より父母会活動にご理解とご協力をいただきまして、ありが
とうございます。
例年ですと、４月１日、京田辺校地での入学式後に新入生歓迎会を開催
し、本年度の父母会行事がスタートいたしますが、ご存知の通り、新型コ
ロナウイルスの感染拡大の影響を受け、残念ながら入学式、並びに新入生
父母歓迎会が中止となってしまいました為、この場をお借りして、主に東
日本支部の父母会活動について、ご紹介させていただきます。

父 母 会へのお誘い

やわらかな春の日差しが心地よく感じられる季節となりました。新入生

役員だより ◆

父母会では全国を８つの地区に分けて支部を構成しております。本年度
は、全国約14カ所で経済学部の先生方にも出席していただき、地方父母会
を開催いたします。地方父母会は、父母会には参加したいけれど、本学今
出川校地まで足を運ぶのは難しいという方々には、大変好評をいただいて
おります。東日本支部の父母会は、東京駅近くの同志社大学東京オフィス
で行われます。地方父母会は「全体会」と「個人懇談会」の２部構成になっ
ており、
「全体会」では就職についての講演や、卒業生からのお話、学業
履修についてのお話等、
大変充実した内容となっております。
「個人懇談会」
では、ご自宅に郵送されますお子様の成績通知書をご持参いただければ、
経済学部の先生から直接アドバイスをいただくことができます。
東日本支部のお子様方は、大学入学を機会に、初めて親元を離れ一人暮
らしを始めたという方が大半だと思います。学生生活は充実しているのか、
課外活動参加とのバランスはとれているのか等、我が子を案じることは尽
きることが無いと思います。地方父母会に参加されますと、先生方からも
日頃疑問に感じていることや、不安に思っている事に対して、親身になっ
てお応えいただけたり、同じ地域のご父母との交流ができ、大学がより身
近に感じていただけるはずです。父母会には、お一人で参加される方も多
くいらっしゃいますので、どうぞお気軽に、安心してご参加くださいませ。
また、お時間に余裕のある方は、本学今出川校地で開催されます、就職
説明会や教育講演会、そして毎回大人気の京都観光にも是非ご参加くださ
い。我々が学生の頃とは社会状況も大きく変化しております。
「経済学部
の今」を知っていただき、就職活動についても、親としての心構えを学ぶ
場として、父母会を大いに活用していただきたいと思います。

参加していただけますが、経済学部には、委員登録という制度があります。
ます。登録は経済学部のホームページから随時募集しております。
このような素晴らしい大学に通うお子様方の父母として、是非一度、父
母会活動に参加されてみてはいかがでしょうか。一人でも多くの皆様に、

由里子

委員に登録していただきますと、父母会の行事のお知らせがいち早く届き

◇東日本支部長

り、68年続いていると伺っております。もちろん、父母会にはどなたでも

内田

経済学部の父母会は、他学部と比較しても、非常に長い歴史と伝統があ

父母会に興味を持っていただき、足をお運びいただけましたら幸いに存じ
ます。
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経済学部専任教員・役員
2020年度

◎教授・学部長

角

井

経済学部専任教員

正

幸

教授

太

下

義

之

良

彰

教授・研究室主任

佐

竹

光

彦

野

嘉

昭

一

城

教授

東

教授

福

岡

正

章

教授

鹿

教授

船

橋

恒

裕

教授

菅

教授

石

田

葉

月

教授

髙

井

才

明

教授

伊多波

良

雄

教授

竹

廣

良

司

教授

河

島

伸

子

教授

田

中

靖

人

◎教授

北

川

雅

章

◎教授

谷

村

智

輝

教授

北

坂

真

一

教授

上

田

曜

子

小

林

千

春

教授

和

田

喜

彦

教授

小

藤

弘

樹

教授

八

木

匡

教授

久

保

徳次郎

教授

山

森

亮

教授

三

俣

学

◎教授

横

井

教授

宮

本

大

准教授

荒

渡

教授

宮

崎

耕

准教授

本

領

崇

一

教授・大学院教務主任

宮

澤

和

俊

准教授

笠

井

高

人

教授・教務主任

茂

見

岳

志

准教授

岸

基

史

教授

新

関

三希代

准教授・学生主任

小

橋

◎教授

西

村

卓

奥

田

以

在

教授

西

岡

幹

雄

准教授・教授主任

和

田

美

憲

教授

落

合

仁

司

准教授・学生主任

四

谷

晃

一

大

野

隆

助教（有期）

大

谷

◎教授・教務主任

◎教授・教務主任
教授・大学院教務主任

小野塚

佳

◎准教授

光

※

2020年度
会
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役

和

彦
良

晶

実

◎は父母会参与

員

長

寺

西

佳

代

阪

神

支

部

長

竹

内

久美子

副

会

長

土

井

久

代

中

部

支

部

長

坂

本

さゆり

副

会

長

喜

多

由紀子

北

陸

支

部

長

松

浦

幸

副

会

長

佐々木

朝

里

岡

山

支

部

長

松

川

美和子

副

会

長

北

門

理

佳

中

国

支

部

長

松

山

美

副

会

長

木

下

直

美

四

国

支

部

長

久

保

百合子

副

会

長

三

木

雅

子

九

州

支

部

長

冨

田

幸

監

事

平

林

維久子

東

長

内

田

由里子

監

事

北

垣

多美子
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同志社大学経済学部父母会会則
第１条

本会は同志社大学経済学部父母会と称し事務所を同志社大学経済学部事務室に置く。

第２条

本会は同志社大学経済学部学生の保護者の連携を図ると共に、同志社大学経済学部の
教育事業を援助し、同志社大学および同志社大学経済学部の充実発展に寄与すること
を目的とする。

第３条

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
１．教育上必要な施設の充実及び学術研究に対する援助。
２．教職員および学生の厚生福利に関する援助。
３．学校と父母との連絡等を図る事業に関すること。
４．その他必要と認めた事項。

第４条

本会は同志社大学経済学部学生の父母またはこれに代る者をもって組織する。

第５条

本会は次の役員および委員を置く。
役員

会

長

名

副会長

若干名

監

事

若干名

支部長

若干名

委員
第６条

１

若干名

委員は会員中より選出し会長、監事は委員の互選によって定める。
但し、会長、副会長、監事は３月31日迄に選出する。

第７条

本会は事業推進のため各地に支部を設け支部長を置く。

第８条

役員の任期は一ヵ年とし、４月１日に始まり翌年３月31日に終る。
但し、再選を妨げない。

第９条

本会の定期総会は毎年1回開催する。必要ある場合は随時臨時総会を開催することが
できる。総会は役員および委員をもって構成し、会長がこれを招集しその議長となる。

第10条

本会の総会は予算、決算、事業計画、その他必要な事項を協議、監査、決定する。

第11条

本会の役員会は必要に応じて適宜開催し、本会の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り役員会で審議、決定することができる。
役員会は会長、副会長、監事、支部長をもって構成し、会長がこれを召集し、その議
長となる。

第12条

本会に参与若干名を置き、同志社大学経済学部教職員中よりこれを推薦する。

第13条

参与は総会および役員会の協議に参加することができる。

第14条

本会の庶務会計を処理するために事務係を委嘱する。

第15条

本会の経費は会員の会費、その他寄付金をもって支弁する。

第16条

父母会費は学期額2,500円とする。
１．ただし、学生が休学する場合はその額を免除する。
２．父母会費は毎学期の始めに納入しなければならない
３．父母会費の徴収は、大学に委託して行う。

第17条

本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月31日に終る。

第18条

本会則の変更には委員総会の決議を要する。

付

則
本会則は2018年４月１日より改正施行する。

同志社大学経済学部父母会
編集発行人

父母会会長

寺

西

佳

代

京都市上京区今出川通烏丸東入

