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理工学部の近況

関西学院大学理工学部同窓会会長 髙井 明徳

関西学院大学理工学部長

理工学部同窓会の皆様には、ますますご健勝のことと
お慶び申し上げます。本年は例年にない猛暑で、体調不
良になられた方も多いのではないかと思います。また、
ここ数年異常気象が顕著のように思いますが、東北大震
災だけでなく、集中豪雨等で思わぬ災害に合われた方も
おられるかと思います。そのような皆様には心よりお見
舞い申し上げます。
さて、理工学部は 50 周年を経て、新学科設置など新
たな道を歩みつつあります。定員も増大し、2 学科 100
名時代の同窓から見ると想像も出来ない変化です。同窓
会としても新しい同窓会の在り方を模索しつつあるとこ
ろです。とはいっても、同窓の心の交わり、絆を深める
同窓会としての役割は変わりないものだと思います。初
期の卒業生の方は定年を過ぎて新たな人生を歩まれてい
ます。理工学部が変化する一方、同窓会のメンバーもま
た変化し、そのようなところにも同窓会の新たな方向が
あるように思っています。何はともあれまず同窓会へ行
くと楽しいと思っていただけるような同窓会になれれば
と思います。とくに最近若い人たちの参加が皆無ですが、
若い人たちが同窓会へいくと人生経験豊かな先輩と気軽
に楽しく話せる、そんな集いの場になればと思っていま
す。
同窓会の新しい動きとして、東京支部長をはじめとし
たみなさんのご尽力により東京支部同窓会が昨年、本年
と開催され、多数の同窓が集いました。昨今の経済状況
から東京方面で仕事に就く方が多く、東京での同窓会開
催は同窓会の活性化に大きな役割を果たすのではないか
と期待しているところです。
本年の総会は、11 月 16 日（土）に神戸三田キャンパ
スで開催し、学生が就職するにあたり興味を持っていた
だける内容の講演会、新しく変わりゆく理工学部新学科
の紹介を企画しています。
是非、ご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。

明徳
理工学部長
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今年の日本は、猛暑、猛雨と異常に激しい天候が続き
ましたが、このごろは秋めいて朝夕涼しげな風も吹き始
めました。理工学部にも、日本社会の変容とともに、夏
の嵐ならぬ改革の嵐が吹いています。2009 年に開設し
た数理科学科と人間システム工学科が初めての卒業生を
社会に送り出したのに合わせて、2013 年 4 月には大学
院に人間システム工学専攻が開設され、理工学部 6 学科、
理工学研究科 6 専攻体制となりました。グローバル化の
動きも活発で、2012 年 9 月の英語のみによる修士コー
スを開設、台湾師範大学とのダブルディグリー協定の締
結など様々な動きがあります。学生活動関係では、学生
の新しい学修の場となるアカデミックコモンズのオープ
ン、親睦活動をする理工学部公認の学生団体 Mains の
設立などがありました。研究面では、昨年度に引き続き、
2013 年度にも人間システム工学科の長田先生が文部科
学大臣表彰科学技術賞を受賞され、理工学部の研究が学
外から高く評価されました。
このように進展著しい理工学部ですが、総合大学の理
系としては小さく、応用部門は十全とは言えません。現在、
さらなる社会貢献のできる学部となることを目指し、グ
リーンイノベーションとライフイノベーションにかかわ
る、先進エネルギーナノ工学科、環境・応用化学科、生
命医化学科を 2015 年 4 月に新設する準備を進めていま
す。
「伝統は相続されるべきものではなく、欲するなら
ば非常な努力をして獲得すべきものである」と語ったイ
ギリスの詩人 T. S. Eliot の言葉を胸に、理学部時代か
ら続く伝統の上にあぐらをかくことなく、その本質を昇
華し、相貌はかわっても一目で「私の母校」と言ってい
ただける理工学部を目指したいと考えております。同窓
の皆様が振り返るとき、いつも変わらない涼やかな顔を
して迎えられるような学部として成長していきたいと願
っておりますので、ご支援よろしくお願い致します。
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理工学部に新学科誕生
先進エネルギーナノ学科、環境・応用化学科、生命医化学科
新学科の先進エネルギーナノ学科ではナノ領域での物

2015 年、理工学部に 3 つの新学科、先進エネルギー
ナノ学科、環境・応用化学科、生命医化学科が誕生し、

質制御で生まれるさまざまな機能を持続可能な高効率エ

現在の学科に加え 9 学科体制になります。理学部時代か

ネルギー社会の実現につなげる最先端の研究を行います。

ら基礎研究で培ってきた伝統の上に、新生 9 学科は有機

環境・応用化学科では環境にやさしい豊かな社会実現に

的なつながりを大切に、基礎と応用を連携させた革新的

貢献するためにミクロな分子から地球規模まで化学研究

な研究を行います。日本のこれからの再生・発展を担う

をトータルに行います。生命医化学科では再生医療など
医学・医療の発展に貢献する基礎と応用研究を行います。

「グリーン・イノベーション」
「ライフ・イノベーション」

詳細はパンフレットをご覧ください。

をキーワードとし、環境、エネルギー、健康など現代社
会が抱える様々な課題に挑戦します。

学びのテーマパーク
アカデミックコモンズ

なり、サークルなどに所属していない学生は、他学科や
他学年との交流が極端に少なくなるという理工学部の現

オープン

状がありました。交流会として、野外でのゲームと、食

神戸三田キャンパスに学びのテーマパーク「アカデミ

事会を実施しましたが、他学科や他学年と関わることの

ックコモンズ」がオープンしました。ここは学生が主体

楽しさを感じることができた、と参加者から評価いただ

的に学び、先輩、後輩、教員、職員、学外者と多様な交

きました。参加人数、募集方法など反省点は多くありま

流を行い自由な雰囲気の中で研究や活動の成果を発表し、 すが、交流会が今後、理工学部にとって大きなイベント
の一つとなればと考えています。
ディスカッションできる場です。ここでは、アクティブ
ルーム、アカデミックデッキ、シアター、新月の間 < 和

そして、9 月には、理工学部内の多方面の交流の機会

室 > など様々な施設や設備が整えられ、大学院生が中心

を設け、活性化を図る事を目的に、Mains Camp を 1 泊

となって、相談やアドバイスを行う団体「クレセントチ

2 日で実施しました。このキャンプには理工学部生、教

ューター」も設立されました。＜本年の KG ジャーナル

職員が集い、一緒にディスカッションやゲーム、カレー

240 号に詳しく紹介されています＞

作りなどを行うことにより、大学の勉強とは違ったふれ
あいを体験することができました。特に、ディスカッシ

理工学部の学生活動団体
Sci-TechMainTruss（通称 Mains）

ョンでは、日ごろ聞くことができないような教職員の
方々のプライベートな話や学科での勉強のお話しなどを
聞くことができ、大変有意義な時間を過ごすことができ

私たち Sci-Tech Main Truss（通称 Mains）は理工学

ました。反省点もありましたが、理工学部で初めてこの

部の活性化を目指し、2012 年 11 月に誕生した理工学部

ような企画を実施することができたということは、私た

傘下の学生団体です。学生、教職員が交流できるイベン

ちにとって大きな自信となりました。
これからもこうしたイベントなどを通じて、理工学部

ト企画を中心に、理工学部の活性化のために、様々な企

の活性化のために活動していきたいと思います。ご支援

画を実施しています。

のほどよろしくお願いいたします。

2013 年 4 月の新入生歓迎座談会を皮切りに本格的に
活動を開始しましたが、そこでは、新入生と上級生のつ
ながりや友人を作る手助けとなる場として、Mains 及び
理工学部在学生の有志が協力し、新たな環境で生活を始
める新入生の相談に乗りました。また、理工学部生の活
動 の 幅 を 広 げ る た め、総 合 政 策 学 部 傘 下 の 学 生 団 体
（SCS）と合同で、サークル紹介も実施しました。
6 月には、縦、横のつながりを広げてもらうため、理
工学部学生、院生を対象とした交流会を企画しました。
この企画の背景として、一回生では学科を越えての共通
授業がありますが、二回生からは学科の専門科目が多く
-2-
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同窓からの便り「やればできるじゃない」

久貴

寺西

（1974 年物理学科卒）

秀夫

（1985 年化学科卒）

理工学部 50 周年記念式典・パーティが 2011 年 6 月、
神戸三田キャンパスで開催されると案内されたときに、
関東在住の OB の中には関西にでかける機会がとれない
ので関東でも同窓会を開いてほしいという方々がいらっ
しゃいました。これを受け、理工学部同窓会役員、同東
京支部長たちの尽力で 2012 年 3 月に第 1 回東京支部同
窓会が東京丸の内キャンパスで開催され、これが好評だ
ったことで、2013 年 7 月 29 日に第 2 回同窓会が同キ
ャンパスで行われました。
参加者は 41 名でした。開会前に、今年のライスボー
ルハイライトシーンが流され、最後の 10 秒で逆転され
たものの多くのアメフトファンが魅了された関学ファイ
ターズの大活躍をあらためて味わうことができました。
若かりし頃に比べ、姿かたちがすっかり変わった参加者
たちもたちまち学生時代に戻り、当時のこと、これまで
のこと、現状報告と話に花が咲いていました。尾崎副学長、
加藤学部長、奥林関学同窓会副会長もお忙しい中、駆け
つけてくださって、関西学院および理工学部の現状と将
来について紹介していただきました。とても発展性のあ
る魅力的な内容に、参加者一同、これは将来が楽しみと
わくわくする気持ちになったようでした。
今年結成されたばかりの関学コーラスサークル KG s
が、
「学生時代」
「知床旅情」
「エーデルワイス」
「ふるさと」
という懐かしい曲を参加者と共に歌ってくれました。み
んなすっかり学生気分です。もちろん最後は「空の翼」
です。楽しい時間もあっという間に過ぎ、次回同窓会の
幹事団も決定し、再会を楽しみに解散いたしました。
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みなさん、こんにちは。私は 1985 年に卒業して、倉
敷紡績株式会社（クラボウ）に入社しました。クラボウ
は 1888 年設立の繊維会社ですが、古めかさの全く無い
会社です。大学で分子分光学を学んだ私は、カラーマッ
チングシステムと呼ばれる可視分光光度計・コンピュー
タ・ソフトウェア・データベースによるシステムを開発・
販売を担当する部門に配属されました。このシステムは
熟練者の経験と勘による調色作業が非熟練者でも出来る
という画期的な商品で、繊維会社はもとより、印刷・ペ
イント・プラスチック等、色を扱う会社に売れに売れて
大忙しでした。2 ヶ月程度教育を受けた頃、繊維機械商
社に説明に行かされましたが、後日教育の一環であった
事を知り、先輩の気配りに感謝しました。1987 年からは、
大学でみっちり叩き込まれた英語のおかげか、海外担当
になりました。初めての出張先は香港で、何て活気のあ
る所だろうと驚いた事を今でも覚えています。その後
1994 年 迄 の 7 年 間、毎 年 1 年 の 1/3 を 海 外 出 張 で、
2003 年 5 月から 2008 年 5 月までの 5 年間をニューヨ
ーク駐在で過ごしました。その間、販売・サポートから
現地法人の立上げや運営等様々な業務を通じて、世界各
国の大勢の方と色々な経験をさせて頂いた事が、私の財
産になったと思っています。しかし、会社員生活がずっ
と順風満帆であった訳ではありません。急速に進んだ円
高には何回も泣かされました。そんな中、私を支え続け
て来たのは関学理学部で学んだ事です。特に入学以来の
担任であり卒研でご指導いただいた今は亡き山田晴河先
生との関わりは今でも忘れられない出来事で一杯でした。
厳しいご指導の中、あらゆる手段を尽くしてようやく出
来た事を報告した時、天使の様な笑顔で「やればできる
じゃない」とおっしゃられたことが、いつも私の支えと
なっています。
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関西学院大学理工学部同窓会のご案内
− 神戸三田キャンパスで開催 −
卒業10年（2003年卒）、20年（1993年卒）、30年（1983年卒）記念同窓会併催
同窓会の御案内
同窓会長

日時：11 月 16 日（土）午後 1 時 30 分
●場

所：関西学院大学神戸三田キャンパス
理工学部（6 号館 201 号教室）
三田市学園 2‑1 電話 079-565-8300
最寄駅：JR 宝塚線「新三田」
、
神戸電鉄「南ウッディタウン」
（各駅よりバス乗車）

●プログラム：
13：00
13：30

14：00
16：30
18：00

受付開始
理工学部同窓会総会
理工学部の現況 加藤知理工学部長
同窓会奨学金授与式
講演会・新学科紹介
懇親会（第二厚生棟）
閉会

篠原 彌一

1 回生の皆様、無事に古稀を迎えることができたこと
を記念して、今年の理工学部同窓会に出席しませんか。
三田は少し遠いですが、11 月の神戸三田キャンパスは
晩秋のきれいな自然が楽しめます。

「よく生きる−人生の基本は営業マインド−」
小林 聡（1976 年物理学科卒業）
株式会社日本総研情報サービス 常勤監査役
「教職の道を歩んで」山下 尚紀（1985 年化学科卒業）
大阪府立芦間高等学校 教頭
関西学院大学理工学部

●会

岡村

費：3,000 円

ニッシンはプラズマと
エレクトロニクスの専門メーカー
【製造品目】
・プラズマ用マイクロ波電源、周辺機器
・プラズマの計測、
モニター機器
・プラズマ応用各種インライン製造装置

同窓会賞受賞

2013年度

同窓会奨学金授与者

数理科学科
物理学科
化学科
生命科学科生命科学専攻
生命科学科生命医化学専攻
情報科学科
人間システム工学科

＊出欠のご連絡は、下記事務局のメールアドレスに卒業年、
学科、研究室名、住所、氏名をご連絡下さい。欠席の場合
でも、近況などをお知らせください。
締切：11 月 7 日（木）
＊終身会費未納の方は、
年会費 2,000 円又は終身会費（2 万円）
の納入をお願いいたします。

新しい製造ツール プラズマ は、様々な産業でエッチング、
膜堆積、表面改質等に応用されています。

2012年度

情報科学科
人間システム工学科

隆教授

Design the future by a new tool,“Plasma”!!

明徳

理学部 1 回生の皆様へ

●講演会：

●理工学部新学科紹介：

髙井

今年度の同窓会は神戸三田キャンパスで開催いたしま
す。講演２題と理工学部新学科紹介を行います。講演は
今後就職を考える学生の皆さんにも関心のある内容の講
演としました。
今年度末には、瀬川新一先生、川中宣明先生がご退職
になられます。懇親会では、ご退職予定の先生方をはじめ、
お世話になった先生方と同窓の皆様がともに語り合い、
楽しい懇親の場にしたいと思っておりますので、お誘い
あわせの上ご出席くださいますよう、御案内申し上げます。

有機化合物の受託研究・受託製造・
分離精製・研究開発支援

佳大
潤耶

生田
草野
今井
石井
宮前
中村
松重

成美
翔吾
康明
友理
あゆか
和博
龍之介

お

願

い

終身会費・年会費納入のお願い

有機合成化学、バイオ技術を駆使して、

終身会費未納の方は、

お客様のご要望に柔軟に、スピーディーにお応えします。
䚔
䚔
䚔
䚔
䚔
䚔

立古
中島

終身会費（20,000円）又は

機能性有機材料（半導体・太陽電池など）
、各種化成品の合成
原薬、医薬中間体、治験用原薬の生産
ドラッグデザイン、リード創出、最適化研究などの創薬支援
遺伝子組み換え体（微生物、細胞）による有用物質生産
微生物によるバイオコンバージョン
代謝産物や天然物からの有効成分の抽出・分離精製

年会費（2,000円）の納入を
是非お願いいたします。

・高周波技術応用機器
・マイクロコンピューター応用機器

郵便振替で、
口座名「関西学院大学理工学部同窓会」
本社営業部

会長 竹内 修
（物理学科第１期卒）
URL http://www.nissin-microwave.com

TEL（078）224-5106 FAX（078）990-3215
〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷 1-1-1

東京営業所

口座番号「０１１６０−５−２４６０５」

TEL（03）3251-1861 FAX（03）3251-1862
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町 6 大矢ビル 5F
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に送金ください。

2013年11月１日
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URL http://www.kgus-alumni.org/
E-mail：information@kgus-alumni.org
関西学院大学理工学部同窓会事務局 〒555-0021 大阪市西淀川区歌島1-4-4 寿印刷
（株）
内
理工学部住所：〒669-1337 兵庫県三田市学園 2-1 関西学院大学神戸三田キャンパス
（KSC）
-4-

