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「天翔ける君達へ」
大空を自由に翔けてゆく鳥たちのように
自らの力で羽ばたこうとする、君達が、
その夢に向かって、より高く、より遠くへ辿り着けるよう…
それが『常翔』という言葉に託す想い。

しかし、空を羽ばたく鳥たちも、
その翼を休める拠りどころなしには
飛び続けることはできないだろう。

この空のもとには、彼方へと続く大地があり、
君達を育んだ街、そして共に生きる人々の営みがある。

この学園につながる全ての人々に『真の絆』を問おう。

わたし達は、ここで何を学び、どのような夢を描き、
そして、誰とよろこびを分ち合うのか。
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摂南大学 0403 常翔学園

建学の精神

片岡安本庄京三郎

とうとう

とくがく いだ

＊ 常翔学園：関西工学専修学校を設置運営する組織として1926年（大正15年）に財団法人関西工学を設立。その後の法令改正等による
改組や名称変更を経て現在の学校法人常翔学園（以下「学園」と表記します）へと至った。「常翔」とは「常に天翔けるもの」の意。現在は常翔学園
グループとして、大阪工業大学、摂南大学、広島国際大学、常翔学園中学校・高等学校、常翔啓光学園中学校・高等学校を擁する。

世のため、人のため、地域のために
「理論に裏付けられた実践的技術をもち、
現場で活躍できる専門職業人の育成」を行いたい。
時代と地域が求める真のフィールド・スペシャリストを育成する使命と情熱。

教育への強い思いが学校創設に

1922年、関西工学専修学校は
専門技術の修得を志す多くの者に門戸を開いた

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

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

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

＊1 本庄京三郎：1868年（明治元年）、岡山県生まれ。1891年（明治
24年）に東京法学院（現、中央大）卒。農商務省から民間の保険会社
や静岡県、大阪府に勤め、官職を退いた後、信託会社を設立。さらに西
宮市甲陽園一帯の住宅開発を行う甲陽土地㈱を設立するなどした。
現在の西宮市甲陽園本庄町は本庄ゆかりの地である。

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



摂南大学の教育理念・方針・方法
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建学の精神に則り、全人の育成を第一義として、
人間力・実践力・統合力を養い、自らが課題を発見し、
そして解決できる知的専門職業人を育成する。

①入学から卒業まで一貫した少人数ゼミ教育を行い、対人能力等、人とのかかわりを重視した
きめ細かい指導を行う。

②入学時からキャリアデザインを意識させ、就業意欲と実務能力の向上を図る。

③社会のニーズにあわせ、各学部等の個性を活かしつつ、実践を重視した教育を行う。

④教養教育においては、学ぶことや、より充実した人生を確立するための主体的な態度を身に
付け、何事にも真摯に取り組む意欲を育てると同時に、しっかりとした倫理観と豊かな人間
性を培う。

⑤専門教育においては、学術の深化や発展に柔軟に対応できるよう、その根底をなす専門基
礎知識の教授を特に重視する。

⑥各学部等がそれぞれの特色を活かし、学部横断型の授業科目提供など、文理が相互にバラ
ンスのとれた教育を行う。

⑦学生が課外活動に参加することを奨励し、他学部学生等との交流により幅広い知識・人脈・
考え方を持つ人材を育成する。　

教育の理念

教育の方針

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

教育の方法

　SETSUNAN UNIVERSITYの頭文字である“S”
と“U”を組み合わせ、「人」という漢字や、「人」が元
気に歩く姿をシンボライズしました。学生一人ひとり
の個性を大切にする教育方針や、未来へ向かって果
敢に歩んでいく、チャレンジ精神旺盛な校風を象徴
しています。また、融通性・柔軟性に富むフォルムに
よって、 型にはまらない、自由で伸びやかな雰囲気
を伝えます。
　メインカラーとして設定した「SETSUDAIオレン
ジ」は、積極性や若々しさ、エネルギッシュさを表わし
ます。同時に、人間味あふれる教育姿勢、温もりのあ
る教育環境も表現しています。

タグライン

多大な富を与える太陽と、永遠に流れる河を表現。
　太陽のエネルギーは、自然界に多大の富を与え続けます。その太陽の
フォルムをマークに生かすことにより、 叡智を与え続けるあたたかみの
ある学園を表現します。また、ラインは河の水面、永遠に流れ続ける河を
イメージし、 停滞しない将来のより勝れた学問の進歩を表現します。
冷静であるとともに、躍進する心を現わすブルー。 学園ではこのブルー
を『トラストブルー』と呼び、学術的な信頼、また、人間の相互信頼を表現
します。 サブカラーのグレーは、『ウォームグレー』と呼び、メインカラー
の信頼をやさしく、 穏やかに包みこむ環境（学園）を現わします。

学園章

摂南大学の略称である「摂大」を
図案化してつくられた大学章。

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

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

シンボルマーク

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



1988年（昭和63年）

2010年（平成22年） （平成24年）

多様化する法学知識の育成機関として
法学新時代に応えるかたちで誕生した。
　社会生活の多様化、情報化、国際化が急速に進む中、法的諸問題の発生
件数も増加。必然的に法学の専門知識を必要とする学生の育成が急務と
なったことを受け、1988年4月に専門知識を活用できる実務型の人材育成
を目指し開設した。

　1997年4月に法学部を基礎として法学研究科法律学専攻修士課程を開設。

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

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

2012年
看護学部

法学部

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

【大学院】1997年スタート
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学部の開設と展開

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

1975年
開学・工学部（現 理工学部）

（現 外国語学部） （現 経営学部）

（昭和50年）

1982年
国際言語文化学部

（昭和57年）

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

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

　1989年4月に大学院工学研究科社会開発工学専攻、機械・システム工学専攻の修士課程を開設。1990年
4月に電気電子工学専攻修士課程を開設した。2008年4月に創生工学専攻博士課程を開設。

　国際言語文化学部を基礎として、1999年4月
に国際言語文化研究科国際言語文化専攻修士
課程を開設。

【大学院】1999年スタート 【大学院】1995年スタート

経営情報学部
時代を先取りした新学部の誕生は
当時、関西唯一の存在として注目された。

1983年 薬学部（昭和58年）

社会貢献という教育理念に基づいた教育で
全国トップの実績を誇る学部へと羽ばたいた。
　とくに衛生薬学を志向する学部を目指して1983年4月に開設。「衛生
薬学科」と「薬学科」の2学科からなる。1987年、第1期卒業生130人が薬剤師
国家試験に全員合格するという快挙を達成。開設以降、合格率1位を13回獲得し、全卒業生のうち99.3％
が薬剤師資格を有している。2006年4月に6年制に移行し、1学科編成（薬学科）に変更。

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

　国際言語文化学部と同様、
1982年4月に開設。当時は
関西で唯一本学に設置さ
れた学部だった。伝統的な
商習慣から脱皮して経営の
近代化やコンピューター化、国際化などにも対応
できる新しい経営者の育成に貢献した。

　経営情報学部を基礎として1995年4月に経営
情報学研究科経営情報学専攻修士課程を開設。
2005年4月に同博士課程を開設。

【大学院】1989年スタート

【大学院】1988年スタート

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



開学の年から始まった恒例の大学祭「摂大祭」の様子（1984年）

1984年当時の寝屋川キャンパス
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建設中の寝屋川
キャンパス7号館

4月 ●摂南大学開学（寝屋川キャ
ンパス）工学部（土木工学
科、建築学科、電気工学科、
機械工学科、経営工学科）を
設置　5号館竣工（3月）

9月 ●摂大通信「摂大キャンパス」
発刊

11月 ●摂大後援会主催の懇談会
（教育懇談会）始まる

●初代学長に宮北敏夫が就任

6月 ●摂大後援会が発足

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

摂南大学の歴史

1975年（昭和50年）

●8号館（寝屋川キャンパス）
が竣工

12月

1981年（昭和56年）

●7号館（寝屋川キャンパス）
が竣工。同館に図書館を移転

2月

●国際言語文化学部（国際言
語文化学科）および経営情報
学部（経営情報学科）を増設
（寝屋川キャンパス）

4月

1982年（昭和57年）

●第2代学長に山口次郎が就任8月

1977年（昭和52年）

●3号館（寝屋川キャンパス）
改装工事が竣工。同館に図書
館を移転

6月

1978年（昭和53年）

●第1回学位記授与式を挙行
（410人が巣立つ）

3月

1979年（昭和54年）

1983年
●1号館と2号館（枚方キャン
パス）が竣工

2月

●薬学部（衛生薬学科、薬学
科）を増設（枚方キャンパス）

4月

（昭和58年）

1984年
●総合体育館（寝屋川キャン
パス）が竣工

2月

●国際言語文化学部海外研修
始まる（米国など4カ国）

6～8月

（昭和59年）

1985年
●第3代学長に奥島啓弍が就任10月

（昭和60年）

1986年
●薬物安全科学研究所開設4月

（昭和61年）

●旧3号館（枚方キャンパス）
が竣工。同館に薬物安全科
学研究所を移転

2月

●薬学部第1期卒業生が薬剤
師国家試験に全員合格

4月

1987年（昭和62年）

1983年
当時の枚方キャンパス

中庭での談笑風景
（左側建物は寝屋川
キャンパス3号館）

正門
（当時の表札は摂南大学と
 大阪工業高等専門学校とを併記）

当時の社会の動き
●ベトナム戦争終結
●宇宙開発事業団が初の静止気象衛星「ひまわり」を
　米ケープカナベラルから打ち上げ
●日中平和友好条約調印
●国公立大学の共通1次学力試験　初めて実施
●第2次石油ショック
●東北新幹線（大宮～盛岡）暫定開業
●パソコン、ワープロ急速に普及
●科学万博［つくば’85］開会
●阪神タイガース初の日本一
●ソ連、チェルノブイリ原発事故

1975
1977

1978
1979

1982
1983
1985

1986

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



1996年当時の枚方キャンパス

新入生歓迎の恒例行事である「春風祭」の様子（1999年）

「摂大祭」の様子（1991年）

摂南大学の歴史

1993年当時の寝屋川キャンパス

1988年（昭和63年）
2月 ●11号館（寝屋川キャンパ

ス）が竣工
4月 ●法学部（法律学科）を増設

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

1989年（平成元年）
4月 ●大学院工学研究科（社会開

発工学専攻、機械・システム
工学専攻）修士課程を増設
（寝屋川キャンパス）

1990年（平成2年）
4月 ●大学院工学研究科（電気電子

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

1991年（平成3年）
10月 ●第5代学長に櫻井良文が就任

1992年（平成4年）
3月 ●西洋古代石造建築風の正門

（寝屋川キャンパス）が竣工

3月 ●12号館（寝屋川キャンパ
ス）が竣工

1993年（平成5年）

4月 ●経営情報学部に経営環境情
報学科を増設（寝屋川キャ
ンパス）

10月 ●第6代学長に佐谷戸安好が就任

1995年（平成7年）

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

4月

●13号館（寝屋川キャンパス）
が竣工

1月

1994年（平成6年）
●4号館（枚方キャンパス）
　が竣工

3月

1997年（平成9年）

●大学の学生海外研修始まる7月

●大学院法学研究科（法律学
専攻）修士課程を増設（寝屋
川キャンパス）

4月

●薬学部卒業生の薬剤師国家
試験合格率が10度目の全
国トップに

3月

●第7代学長に栗山仙之助が
就任

10月

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

●インターンシップ制度を正課
授業に導入

4月

2000年（平成12年）
●2号館（枚方キャンパス）の
増築工事が竣工

1月

2001年（平成13年）
●5号館（枚方キャンパス）
　が竣工

1月

●国際会館（寝屋川キャンパス）
が竣工

3月

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

1988

1989

1991
1992

1994

1995
1996
1997
1998

2001

大学院の開設と教育体制の拡充（1988～2001年）
大学教育に対する社会のニーズの多様化と高度専門化に対応するため、
条件の整った学部から順次、大学院を開設した。

摂南大学11 12常翔学園



オリックス・バファローズと教育にかかる
連携協定を締結（2011年）

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

摂南大学の歴史

2002年（平成14年）

寝屋川キャンパスに新1号館が竣工（2011年）

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

2003年（平成16年）
4月 ●エクステンション講座始まる

7月 ●第1回FDフォーラム開催

2006年（平成18年）

4月 ●経営情報学部に経営学科を
増設、薬学部を6年制に移行

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

2005年（平成17年）

10月 ●第8代学長に森本益之が就任

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

9月 ●人工芝グラウンド（寝屋川
キャンパス）が竣工

12月 ●摂南大学にシンボルマーク
を制定

2007年（平成19年）
10月 ●第9代学長に今井光規が就任

2008年（平成20年）

4月 ●大学院工学研究科（創生工
学専攻）博士課程を増設（寝
屋川キャンパス）

2月 ●6号館（枚方キャンパス）が
竣工。同館に臨床薬学教育
研究センターを開設

2009年（平成21年）

10月 ●理工学部・経済学部開設記
念シンポジウムを開催

8月 ●第１回教職員ワークショップ開催

4月 ●ポータルシステム運用開始
7月 ●新3号館（枚方キャンパス）

が竣工

2011年（平成23年）
3月 ●プロ野球球団「オリックス・バ

ファローズ」と教育にかかる
連携協定を締結

2月 ●新1号館（寝屋川キャンパス）
が竣工

5月 ●寝屋川キャンパス新1号館竣工
記念国際シンポジウムを開催

9月 ●第１回ホームカミングデーを
京セラドーム 大阪で開催

2010年（平成22年）

4月

3月

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

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

2012年（平成24年）
2月 ●7号館（枚方キャンパス）が竣工

12月 ●タグライン「Sma r t  a nd  
Human」を制定

4月 ●看護学部（看護学科）を増設
（枚方キャンパス）
●大学院の薬学研究科を改組
し、4年制に移行

当時の社会の動き
●欧州単一通貨「ユーロ」が流通開始
●FIFA日韓ワールドカップ開催
●アテネオリンピック開催
●京都議定書発行
●愛知万博開催
●JR福知山線脱線事故
●安倍内閣発足
●バリアフリー新法施行
●トリノ冬季オリンピック開催
●日本郵政株式会社発足
●福田内閣発足
●北海道・洞爺湖サミット開催
●北京オリンピック開催
●麻生内閣発足
●裁判員制度スタート
●鳩山内閣発足
●日本年金機構発足
●菅内閣発足
●バンクーバー冬季オリンピック開催
●ニュージーランド南島クライストチャーチで地震発生（M6.3）
●東日本大震災・大津波発生（M9.0）
●東京電力福島第一原発で事故発生
●なでしこJAPANワールドカップ優勝
●野田内閣発足

2002

2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

人工芝グラウンド完成イベント（2005年）

更なる教育体制の充実を目指して（2002～2012年）
総合大学としての利点を活かした魅力的な教育を実践するべく、
新たな学部を増設するなど、ますます進化している。
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大学歌とチャイム
　寝屋川キャンパスでは学生に大学歌を

自然に覚えてもらうため、授業の開始・終了

時に大学歌のメロディを約20秒間放送して

いる。大学歌には「真理と秩序の道ありて」

「文化と調和を目にえがき」といった［摂南

大学建学の精神」を表す言葉が歌われている。

　筒井順慶の故事「洞ヶ峠

をきめこむ」で知られる

洞ヶ峠一帯に位置する枚方

キャンパス。近くを走る国

道1号線沿いには筒井順慶

の記念碑が建っている。

HIRAKATA

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

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

喜志 邦三 作詞／平井 康三郎 作曲

筒井順慶 記念碑

NEYAGAWA

7号館（看護学部棟）

7号館（看護学部棟）
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摂南大学の教育を支えた人々

開学から拡大、そして深化へ。
学生中心の教育という本学の学風をつくりあげてきた
多くの教育者たちの足跡を辿る。
総合大学へと発展していく過程において、
常に学生の成長を願い、大学の発展に尽力してきた人々がいる。

Leaders

初代学長

宮北 敏夫　
2代学長 

山口 次郎　
【1975 .4 . 1～
     1977 .7 . 31】

【1977 .8 . 1～
     1985 .9 . 30】

　1913年広島県生まれ。関西工学校を卒業後は、広島
県土木部、広島電気（後に中国配電、現中国電力）本社
土木部で勤務。1953年には日本社会党公認で参議院
議員に当選。全国区と広島地方区を合わせて連続5期
当選を果たす。1969年には学校法人大阪工業大学理
事長に就任。1975年には摂南大学を開設し、その後の
総合大学化と大学院開設を実現した。また、1998年に
は広島国際大学を開設。保健・医療、福祉の領域に対応
できる人材養成に取り組んだ。大阪工大においても、学
部を増設するなど、各学校の教育研究の向上と近代化
に尽力し、学園の将来に大きな礎を築いた。経済学博士。

8代理事長 
藤田 進　
【1969 .3 . 7～
　　2003 .1 . 31】

1932年9月
関西工学校
（学園の旧設置学校）
土木科卒業

現理事長 
坂口 正雄
【2006 .8 . 1～】

1959年3月
大阪工業大学
電気工学科卒業

　1925年大阪府生まれ。大阪府立堺工業専門学校
（現 大阪府立大）金属工業科卒。摂南大経営情報学部長、
大学院経営情報学研究科長を経て、学長に就任。大学院
に国際言語文化研究科、経営情報学研究科博士課程を増
設するなど大学の発展に尽くした。専攻は情報システム。
日本経営工学会会長などを歴任。工学博士、経営学博士。

【1997 .10 . 28～
　   2005 .10 . 27】

7代学長

栗山 仙之助

　1921年大阪府生まれ。大阪帝国大工学部電気工学
科卒。摂南大工学部長、副学長を経て、学長に就任。経
営情報学部に経営環境情報学科を増設するなど、大学
の発展に尽くした。専攻は自動制御。日本自動制御協会
会長、日本応用磁気学会会長などを歴任。工学博士。

【1991 .10 . 1～
     1993 .10 . 27】

5代学長

櫻井 良文

　1925年茨城県生まれ。星薬学専門学校（現 星薬科大）
卒。摂南大学務部長を経て、学長に就任。大学院に経営
情報学研究科、法学研究科を増設するなど、大学の発展
に尽力した。専攻は環境衛生学。日本水道協会水質試験
方法等調査専門委員長などを歴任。薬学博士。

【1993 .10 . 28～
      1997 .10 . 27】

6代学長

佐谷戸 安好

　1914年京都府生まれ。京都帝国大工学部機械工学
科卒。摂南大副学長を経て、学長に就任。薬物安全科学
研究所の開設、法学部と大学院薬学研究科の設置申請
に尽力した。専攻は精密工学。日本機械学会副会長、精機
学会会長などを歴任。工学博士。

【1985 .10 . 1～
      1988 .3 . 31】

3代学長

奥島 啓弍

　1916年広島県生まれ。東京工業大電気工学科卒。
摂南大工学部長、副学長を経て、学長に就任。大学院工
学研究科修士課程、同薬学研究科博士課程の開設に尽
くした。専攻は通信工学。輻射科学研究会理事長、電子
通信学会副会長などを歴任。工学博士。

【1988 .4 . 1～
     1991 .9 . 30】

4代学長

牧本 利夫　

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

現学長 今井 光規 【2007 .10 . 28～】

　1940年高知県生まれ。同志社大法学部卒。大阪大
大学院法学研究科修了。摂南大法学部長兼大学院法
学研究科長を経て、学長に就任。経営情報学部に経営
学科を増設するなど大学の発展に尽力した。専攻は刑
法。法務省司法試験第二次試験考査委員などを歴任。
法学博士。

【2005 .10 . 28～
      2007 .10 . 27】

8代学長

森本 益之

　1897年大阪府生まれ。京都帝国大工学部土木工学
科卒。大阪工大教授、同学長を経て、摂南大の初代学長
に就任。草創期の大学の運営に尽力した。専攻は衛生
工学。上水道学の権威である。工学博士。

　1904年大阪府生まれ。旧制大阪工業大（現 大阪大
工学部）電気工学科卒。摂南大開設時から教授を務め、
学長に就任。国際言語文化学部、経営情報学部、薬学部
を増設するなど、総合大学化の実現に尽くした。専攻は
電気材料学。工学博士。

　きんでん代表取締役副社長、メックス代表取締役社長、
代表取締役会長などを歴任。2003年7月学園理事に
就任。2006年8月より理事長を務める。所信として
2022年の学園創立100周年に向けた将来の基本構想
「これからの学園」を発表。自身の学園経営の哲学を
言語化した「経営理念」と学園が創設以来大切にしている
「建学の精神」、教育の基本的な考え方である「教育の
理念」に依拠し、学園を取り巻く環境や社会のニーズに
合致するように、経営ビジョンの実現に向けた長期目標
を設定。その達成のための取り組みや戦略、ガバナンス
体制の強化など、「人材を育成する」という最大の目的
に向かって事業を推進している。
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摂南大学の教育を支えた人々

世界を舞台に活躍する先生たち。
本学にはさまざまな分野で活躍をする先生たちがその貴重な知識や経験を学生たちに伝える。
ここでは本学の教育に携わられた先生、そして今も本学を支える先生たちを一部ではあるが紹介する。

　薬を目的の患部へ的確に送り、治療効果をあげようというDDS（薬物送達システム）の
研究・開発などで世界的な権威。先生の研究活動や学術普及に関する功績は高く評価され、
1992年にはコントロールド・リリース学会（制御放出学会）から最高の栄誉である「学術
賞」、また、国際製剤学会議から「モーリス・マリー・ジャノー賞」をそれぞれ日本人として初
めて受賞。2000年には国際薬学連合から「ミレニアム薬科学者賞」を受賞した。薬学部長、
日本DDS学会初代理事長、日本薬剤学会会長、日本薬学会会頭を歴任。

１９９２年／コントロールド・リリース学会学術賞（日本人初）
１９９２年／国際製剤学会議モーリス・マリー・ジャノー賞（日本人初）
２０００年／国際薬学連合ミレニアム薬科学者賞

瀨﨑 仁 元薬学部教授

　磁気工学の専門家として国際的に知られる。アモルファス磁性薄膜の研究、高密度記憶磁
気デバイスに関する研究などの功績により1988年にIEEE（アメリカ電気電子学会）から
「Fellow賞」を受賞。また、1992年に磁気応用分野での技術的功績と貢献などに対して
IEEE磁気応用学会から「功績賞」を日本人として初めて受賞した。（P18も参照のこと）

１９８８年／IEEE（アメリカ電気電子学会）Fel low賞
１９９２年／IEEE磁気応用学会功績賞（日本人初）

櫻井 良文 元工学部教授

　精密工学など生産工学の専門家として日本における生産工学の進歩発展に寄与。先生の
優れた業績と長年にわたる研究成果および教育者としての功績が国際的に高く評価され、
SME（Society of Manufacturing　Engineers＝生産工学会、本部・アメリカ）から1978
年に「教育功労賞」、1986年に「Fellow賞」をそれぞれ受賞した。（P18も参照のこと）

1978年／SME（生産工学会）教育功労賞
1986年／SME Fel low賞

奥島 啓弐 元工学部教授

　電磁波工学の先駆的研究により数多くの実績を残すとともに、光エレクトロニクスの分野
においても多大に貢献。先生の優れた研究成果は国内外から大きな注目を集めた。1985年
に光導波回路および同測定技術に関する世界的な研究が認められ、IEEE（アメリカ電気電子
学会）から「Fellow賞」を受賞した。（P18も参照のこと）

1985年／IEEE（アメリカ電気電子学会）Fel low賞

牧本 利夫 元工学部教授

　医用生体工学、流体工学などを専門とする。先生の研究から生まれた『磁気浮上型遠心
血液ポンプ』の技術は、血液が詰まりにくく、耐久性に優れた『埋め込み型人工心臓』として
2004年より欧州にて臨床試験が行われ、2007年には認可されている。また、日本でも
2010年に認可され、2011年4月から保険適用となっている。この血液ポンプの革新的な
研究は、1997年にロータリー血液ポンプ国際学会から「イノベーション・リサーチ賞」を受
賞するなど、世界的な評価を受けている。

1997年／ロータリー血液ポンプ国際学会イノベーション・リサーチ賞
赤松 映明 元工学部教授

　超精密超音波楕円振動切削などの超精密切削加工や超精密工作機械などを専門とす
る。ナノテクノロジー分野には欠かせないこれらの研究活動は国際的に高い評価を受け、
2008年に生産工学分野では世界最大規模のＳＭＥ（生産工学会）から最高の栄誉とされ
る「F. W. テーラー研究メダル賞」を受賞。他に、2007年にはヨーロッパ精密工学・ナノ
テクノロジー学会から「生涯功労賞」、2008年、ＡＳＰＥ（アメリカ精密工学会）から「生涯
功労賞」をそれぞれ受賞している。2008年4月から工学部長、理工学部長を務める。

2007年／ヨーロッパ精密工学・ナノテクノロジー学会生涯功労賞
2008年／SME（生産工学会）F. W.  テーラー研究メダル賞
2008年／アメリカ精密工学会生涯功労賞

森脇 俊道 理工学部教授

2011年／柔道の第3回世界形選手権大会「投の形」で金メダル

横山 喬之 スポーツ振興センター保健体育教室助教

　元ラグビー日本代表であり、指導者としても知られる。高校時代はキャプテンとして大阪
工大高（現常翔学園高）を全国初優勝に導くなど、並外れた体格と突破力で高校ラグビー
史上最強のＦＷと呼ばれた。卒業後、学生（明治大学）および社会人ラグビーでも名を馳せ、
日本代表選手として第１回ワールドカップ（ニュージーランド・オーストラリア）に出場する
など、数々の国際大会で活躍した。また、現役引退後は、日本代表ＦＷコーチ、Ｕ21・23日本
代表監督、日本選抜監督、日本オリンピック委員会強化委員などを歴任している。

1987年／第1回ラグビーワールドカップ日本代表

河瀬 泰治 スポーツ振興センター保健体育教室教授

　2011年にフランクフルトで開催された柔道の第3回世界形選手権大会「投の形」に日本
代表として出場し、見事に金メダルを獲得した。「投の形」は手技,腰技,足技,真捨身技、横捨
身技を各3種類ずつ、計15本の技を左右で演技。技の正確さや受身の取り方などを減点法
（540点満点）で競う。横山先生は、技の切れや受け身の正確さが高得点に結びつき、2位
以下を大きく引き離して優勝した。柔道部監督を務める。
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活躍する卒業生

摂南大学で多くを学び、
社会で活躍する卒業生たち。
彼らはここで何を得たのだろうか。
現在、さまざまな分野で活躍する摂南大学の卒業生たち。
社会に飛び立つ前の数年間、この学び舎でどのようなことを感じ、
何を学び得たのか。活躍する卒業生を紹介する。
（五十音順）

　在学中は、バスケットボール部に所属。楽しい仲間にも恵まれ、主将を務めた。
どうすれば全員をまとめ、潜在能力を引き出すことができるのか、リーダーシップ
を試された。クラブもリーグ4部から2部に昇格。それらの経験から「やれば
できる」という信念を培った。卒業後、外食産業を経て松原市の市会議員に。そし
て弱冠38歳で市長に当選した。「学生時代は友情を育み、人に支えられ、導か
れる、人生を決めるうえで大事なときでした。社会に出てからも人との関係が財産
になっています」。地域の安心・安全、住民の健康と元気な暮らし、市民と一緒
に地域をどうつくっていくかなど、課題はいっぱいある。「やればできる」の
信念でこの課題に取り組んでいる。

1994年3月経営情報学部経営情報学科卒業
大阪府松原市長澤井宏文氏

人間関係は財産。人との出会いを大切にしてほしい。

摂南大学薬学部で初めての入省者に。

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

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

子どもたちの未来のために、より良い英語教育を。

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

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

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

２００４年3月法学部法律学科卒業
弁護士北口星氏

世界を知り、人を知ることがライフワークにつながる。

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



　GP（Good Practice）は文部科学省が各大学・短期大学・高等専門学校等が実施する
教育改革の中から、優れた取り組みを選び、支援するという大学教育改革プログラム。
摂南大学ではこれまでに以下の3つの取り組みが選ばれた。

　本取り組みは、本学の教育理念である「自ら課題を発見し、そし
て解決することができる知的専門職業人の育成」を実践する学生
支援プログラムである。このプログラムの特長は、参加学生が企
業・団体・地域とタイアップした実践活動形式の授業の中で、自ら課題を発見し、その解決策を社会に
提案・実践・還元することを通じて、主体的に行動する力を身につけることを狙うところにある。それに
加え「就職ベストマッチング」を基本方針に、学生の進路や就業に対する意識の高まりに応じた環境を
整えるため、長期的な支援スケジュールを立て就職情報や学習支援などのコンテンツを学生支援ツー
ルとして積極的に開発し、PC＆携帯ポータルシステムに導入している。「対人基礎力・対自己基礎力・対
課題基礎力・学士基礎力」の成長記録はポータルサイトにある学生ポートフォリオに記録され、本学独
自の評価方法とアドバイザーのサポートによって学生の目標を達成させるものである。

実践教育とPC＆携帯ポータルによる
ヤル気醸成型就職力強化計画

意識変革を促すキャリア・フライデーの導入 
～摂南大学の金曜日はキャリアの日～

　地域の企業への再就職を目指す一時離職者やキャリアアップ
を望む社会人を対象に、情報技術の活用と高いコミュニケーショ
ン能力、問題解決能力を短期間で身に付けることができる教育プ
ログラムを構築。地域の企業に求められる人材を輩出することを
目的としている。プログラムでは、これまでに連携実績のある、寝屋川市役所、寝屋川市工業会、北大阪・
茨木商工会議所、ジョブカフェOSAKAなどの公的団体やNPO法人、民間企業が参加し、産官学連携で
実践的な教育内容とキャリアサポート体制を構築し、情報社会において求められる総合力を身に付けた
人材を育成、地域社会全体の活性化にも貢献した。

地域の活性化を担う実践的なICT活用
人材育成・自立支援教育プログラムの開発

様々な教育改革プログラムで
社会のニーズに応えた人材養成機能を強化
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活躍する卒業生 GPの取り組み

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

学生時代の厳しい指導が今の研究につながっている。

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

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

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

諦めずに自分を信じて努力し続けることで夢が叶った。

　「キャリア・フライデー」プロジェクトでは、月曜日から金曜日に分散配置して
いた既存科目（専門科目、教養科目、キャリア科目）を整理し、毎週金曜日にキャ
リア関係の授業・講座・行事を配置。「摂南大学の金曜日はキャリアの日」とし、
学生および教職員の意識の変革を目指し、学生に自己の就業力向上の主体が
自分にあることを意識させるのが狙いである。また、本プロジェクトの企画運営
やオリジナル教材の開発を担うキャリア教育推進室を立ち上げた。さらに本プ
ロジェクトが適切かつ効果的に運営されているかを3つの小委員会（学生評価
小委員会、外部評価小委員会、伸長度判定システム小委員会）で多面的に調査分析する就業力伸長度
評価体制を確立するなど、学生の就業力と就業意欲の飛躍的向上、ならびに大学構成員の支援意識向
上を図る大胆なキャリア育成支援体制を構築した。

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

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

好奇心を刺激し、感性を磨き続けることで未来は開ける。
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摂南大学を訪れた人々

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

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

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

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

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

1978年12月7日　
江崎玲於奈（ノーベル物理学賞受賞者）

1980年6月19日　
釜本邦茂（五輪サッカー日本代表）

1981年6月4日　
今西錦司（京大名誉教授）

1983年10月10日　
福井謙一（ノーベル化学賞受賞者）

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

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

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

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

1984年5月25日
南部忠平（ロス五輪金メダリスト）

1984年11月16日　
堀江謙一（冒険家）

1987年12月9日　
桂枝雀（落語家）

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

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

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

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

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

2001年10月23日　
中邨秀雄（吉本興業会長）

2002年10月11日　
アルバート・ゴア（米副大統領）

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

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

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

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

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

2005年10月8日　
養老孟司（東大名誉教授）

2005年9月11日　
元木由記雄（ラグビー選手／神戸製鋼スティーラーズ）

2009年10月14日　
下村脩（ノーベル化学賞受賞者）

2010年9月5日　
森永卓郎（経済アナリスト）

2011年10月14日　
海堂尊（作家・医師）

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

1993年4月23日
ミハイル・ゴルバチョフ（元ソ連大統領）

1995年12月13日　
小松左京（作家）

1993年12月13日　
浜村淳（タレント）

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

　他の大学では見られない本学独自の取り組みを続
けた結果、第1期卒業生以来、13度、薬剤師国家試験
合格率全国1位という快挙を達成。当時の藤田進理
事長からは「勝って兜の緒を締めよ」という激励の言
葉を毎年いただき、教員の集まりにおいても、「これ
までの実績に甘えることなく、目標に向かって新たな
気持ちで一から頑張ろう」と気を引き締めたという。
　先輩たちの偉業に現役学生たちはプレッシャーを感
じることもあったが、これまでに醸成された「学生と教
員がともに汗をかいて頑張る」という文化の中で努力
し続けることで、そのプレッシャーに打ち勝ってきた。
　現在、全国の薬学系大学で本学を参考にしたよう
な教育体制がとられるようになった。結果、受験者全
体のレベルが上がり、国家試験合格率全国1位は以
前にも増して難しくなっている。しかし、これまでに
培ってきた経験やノウハウを活かし、昔と変わらず学
生・教員が目標に向かって努力することで、今も全卒
業生の99.3％が薬剤師の資格を有するという快挙
を成し遂げている。

建学の精神と教育理念を読み解く（1）

摂南大学

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

　4年次の12月からは国家試験に向けて、約1カ月
間に渡る「合宿勉強」を大宮キャンパスにある研修棟
で実施。ほとんどの学生が参加したこの合宿では、学
生たちは毎日夕方まで通常の授業を受け、深夜まで
自習室で勉強した。教員は交代で研修棟に宿泊して
学生の体調管理を行うなど、勉強に集中できる環境
づくりに努めた。ともに濃密な時間を過ごした学生た
ちは、まさに「同じ釜の飯を食う」といった感覚で、一
丸となって合格という大きな目標に立ち向かう意欲
を高めた。
　1～3年次では、午前中は授業、午後からは実習という
時間割が毎日続く中、レポートの作成に追われる学生

も多かった。そのため、午後7時に閉館していた学部図
書館は、「とにかく遅くまで開館してほしい」という強い
要望に応えるべく、自習室は夜10時まで利用できる
ようになった。
　また、当時は実習が思うようにいかない場合には、
「成功するまでとことんやりたい」という学生が多かった。
そのため、実験を一時中断して教員と一緒に夕食をとり、
再び実習を続けるということも頻繁にあったという。
　このような教員と学生の努力が見事に実を結び、第
1回卒業生130人全員が薬剤師の国家試験に合格する
という快挙を成し遂げるのである。

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

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

第1期卒業生以来13度、薬剤師国家試験合格率1位を達成。現
在も全卒業生の99.3％が合格している。

「国家試験全員合格」という
目標の下に全教員が集結。

教員の熱心な指導と学生の努力が結実し、
卒業生全員合格という快挙を達成。

開設以降13度、薬剤師国家試験
合格率全国1位を達成した。

摂南大学薬学部OBはさまざまな業種の
第一線で今も活躍を続けている。

研究室の再編や研究活動の多様化が
薬学部の発展をリードしていった。

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

日本の薬学界をリードすることを目標に教員と学生がひとつになった。
～摂南大学の人材育成の使命と情熱、そのひとつとして薬学部の独自の取り組みを紹介する。～
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建学の精神と教育理念を読み解く（2）

摂南大学

産官学連携プロジェクトを通じて
地域に貢献する大学の役割。

　２０１０年３月３日、本学は新たな学生の活動フィールド
として「すさみ町」と包括連携協定を締結。締結式では
当時の橋本明彦町長から「学生さんの来訪で町民が元
気になる」との期待に、今井学長は「社会貢献を通じて
学生が自信を持ち自分を磨いてほしい」と表明。海と山
と川に恵まれた自然環境の同町内の廃校となった木造
の小学校を活動拠点として、過疎と高齢化問題を抱え
る同町を舞台に、「摂大生の若い力で住民を元気づけ、
地域の活性化に貢献する」というミッションの下に「和
歌山県すさみ町プロジェクト」をスタート。第一弾とし
て、摂大クラブサークルのボランティア・スタッフズ（愛
称：ボラスタ）の５０人の学生たちは「すさみの人は温
かく親切。まちづくりに少しでも貢献できれば」と活動
を開始。毎年、積極的に諸活動を展開中。

過疎地域の活性化に貢献する『和歌山県すさみ町プロジェクト』

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

　本学は「地域に開かれた大学」を目指し、地域との連携
を求める改正教育基本法施行に先行し２００６年４月に
「摂南大学地域連携センター」を開設。地元自治体の
寝屋川市、交野市、寝屋川市の友好都市である和歌山
県すさみ町のほか、茨木商工会議所、奈良県の葛城市
経済倶楽部と包括連携協定を締結、総合大学の特性
を活かし、地域社会の皆さんとともに「共創の活動」を
展開している。交野市の総合計画策定作業支援業務、
寝屋川市の新しいロゴマークや香里園情報誌の作
成、すさみ町の活性化プロジェクトをはじめ各地域で
の貢献活動に学生が教職員とともに参画したり、独自
の活動を展開するなど、本学の教職員と学生の活躍
に対して地域の方々から高い評価を得ている。地域連
携センターでは、学生が本学や地域に愛着を持ち地
域貢献活動への動機付けとなることを目的に２０１０年
から「北河内学」を教養特別講義として開講し、１００人
を超える学生が聴講、地域の各分野で活躍する方々
のリレー形式の講義に学生から「授業はどれも魅力的
で受講して良かった」との多くの声が寄せられている。

地域の各自治体や各種機関・団体との連携活動

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

病院・薬局との教育研究連携

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

「オリックス・バファローズ」との教育にかかる連携協定

　ボラスタの学生たちは、長期休暇を利用し町おこし
行事の「ケンケンかつお祭り」（3月）や「イノブタダー
ビー」（５月）への運営参画のほか、夏休みには同町と
寝屋川市の小学生を対象に自然体験教室を開催、継
承が危ぶまれる佐本川地域のお盆の伝統行事にも協
力。第二弾は、２０１０年度始動の「ＰＢＬ型＊学生プロジェ
クト」の一環として同町の過疎地活性化・津波対策・観
光活性化・木匠関係をテーマに活動を展開。２０１１年
１２月に同町内で報告会を開催した「大地震災害にお
ける人的被害を減らすプロジェクト」では、学生手作
りの津波避難対策の地形模型を囲み、町民らが東北
大震災を教訓に津波対策を学生と熱く討議を展開。
すさみ町を元気にする今後の摂大生の活躍に大きな
期待が寄せられている。

1 2

3

4 ①地域のイベントに出場する吹奏楽部
②キッズ防災教育活動中の
　ボランティアスタッフ
③東日本大震災の募金活動
④講師の一人に「北河内エコ仮面」を
　招く「北河内学」（授業）

学長（左）と町長の思いが一つに 手作り地形模型は大好評町民を元気づける学生ライブ演奏

卒業生が一堂に会した
ホームカミングデー

フィールド調査風景

＊「PBL型」：PBLとはPloblem Based Learningの略。
社会活動の実践を通じて自ら課題を発見し、解決策を社会に提案・実践・還元することで、主体的に行動する力を身につけること。
本学の「教育の理念」に通じる学生に求められる能力。
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建学の精神と教育理念を読み解く（3）

摂南大学

『国際協力機構 JICA』
多くの子どもたちの幸せを祈って、たくさんの
善意を届けるポスト

『ボランティアポスト』

日本軍政下のインドネシアで上映された貴重な映像を収蔵。

『歴史映像アーカイブ』

世界や歴史にふれることで
夢をサポートする取り組み。

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

活動国／任地：ブルキナファソ（西アフ
リカに位置する内陸国）／ディエブグ

活動国／任地：ヨルダン／アンマン

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

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

　「夢を応援するプロジェクト」で採用された「ボラン
ティアポストを作りたい」という夢を実現するために、
本学の教職員、学生が中心となって着られなくなった
服や使わない文房具などを気軽に投函できるポスト
が製作された。「ボランティアポストを通じて、多くの
子どもたちに幸せになってほしい」という思いが込め
られたポストには、たくさんの支援物資が投函され、
数日後にはネパールの子どもたちに届けられた。そ
の後も、ボランティアポストは学園の各キャンパスに
設置され、ネパールをはじめ、中国、カンボジア、インド
の子どもたちに文房具を贈呈した。

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

JICA 青年海外協力隊として、約30人もの現役学生が海外で活躍している。

パナマ

ジプチ

エジプト ヨルダン ネパール モンゴル スリランカ

ラオス

フィジー

ケニア

マダガスカルニジェールベナンブルキナファソ

ボリビア

セネガル



摂南大学33

1977年
●サイクリング部中井泰久さん、関西学生対抗自転車競技選手
権大会1,000mタイムトライアル優勝

1979年
●杖道部中村肇さん、全国
杖道大会二段の部準優勝

1982年
●アーチェリー部池田達也
さん、国民体育大会に出場

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

1986年
●航空研究部、読売テレビ主催の鳥人間コンテストに挑戦

1987年
●杖道部藤田哲也さん、全国杖道大会二段の部優勝

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

1988年
●杖道部全国大会二連覇（二段の部、初段の部）

1990年
●杖道部全国杖道大会で全国
上位独占

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

1992年
●法学部野田芳成さん、YMS学生
論文大賞で優秀賞
●麻田彰子さん、全国杖道大会3位

●北村拓人さん、全日本学生剣道東西対抗試合に出場

●藤澤正樹さん、全国杖道大会初段の部優勝

●薬学部上江田美穂さん、TV番組「新・部長刑事」のストーリー
コンクール優秀作

1994年
●芳原孝雄さん、杖道全国大会で優勝

●機械工学研究部、自動車技術協会学生自動車研究会主催
燃費研究発表会で優勝

●アメリカンフットボール部4人東西Jr.オールスター戦に
出場、小林稔さんMVPに

1996年
●ホッケー部、全日本
選手権に初出場

1997年
●バスケットボール部田邊偵崇さん、関西学生選抜チーム
の一員として韓国に遠征

●ラグビー部白井佑介さん、U19日本代表の一員としてアジ
アトーナメントに出場

1998年
●ラグビー部白井佑介さん、
U19日本代表の一員として
フランスに遠征

●工学部機械工学科池田ゼミ
が、スターリングテクノラリー
で、自作エンジンで奨励賞

2000年
●吹奏学部、工大ウインドアンサンブルシドニー五輪で演奏

●国際言語文化学部の学生3人、上海教育代表団の通訳務める

2001年
●本学の学生と留学生、寝屋川市の行事で通訳務める

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

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

2008年
●ラグビー全国大学選手権
初勝利

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

これまでの歴史、社会的な役割などについて

まとめた母校を知るための冊子です。

この冊子を通じて摂南大学の素晴しさを確認し、今一度

「なぜここで学ぶのか」

「どのようなマインドを持って学ぶべきか」

「どのような生き方をしたいのか」を考えてみてください。

そして君達が大学の「いま」を、

自分自身の「未来」をつくり出すための、

可能性に満ちた時間を

ここ、摂南大学で過ごしていることに気付いてください。

母校の歴史を学び、社会で広く活躍している

卒業生の存在を知ることで

社会に飛び立つための勇気を、

そして自信を手にできることでしょう。

教職員は君達の未来のために、

できる限りのことをしたいと思っています。

だから臆することなく飛び込んできてほしいのです。

摂南大学は君達の望む

未来への出発点でありたいと願っています。

教職員を代表して編集スタッフ一同より

学生たちの活動の軌跡

先輩たちが残してくれたもの

アーチェリー部
ホッケー部

機械工学研究部

ラグビー部

剣道部

吹奏楽部
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