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2022/1/17 

 

「オール甲南の集い」＜ONLINE>2021 アンケートについて 

 

（1）「甲窓 64 号」について      

 

 

〇 特に興味が持たれたこと（372名の方からご意見を頂きました） 

 （卒業年度 学部） 

1. （S61 理）：近年(ここ 20 年内)、国際化や情報化が進んでいる、と感じること。また、今の学生は、昔

と比べて、目的意識を持って入学し、卒業後のこともよく考えていると考えさせられること。 

2. （H19法）：甲南人ニュースな仲間たちです。学園関係者の活躍を嬉しく思います。 

3. （R03法）：私は大学同窓会の記事を楽しく見させていただきました。就職で地元に戻ったこともあって

甲南大学の情報を遠くにいても得られるのはとても嬉しいです。 

4. (H02理)：阪神淡路大震災経験者としては東日本大震災の記事には心が痛みます。 

5. （S57法）：「甲南人 ニュースな仲間たち」コロナ禍で本来の同窓会の親交ができなかった中で、国内は

もちろん国際的に活躍されている同窓生の紹介を興味深く、また誇りに思い拝読しました。 

6. （S57文）：新型コロナの影響で同窓会のイベントもほとんどが中止になり、同窓生との交流が無いのを

寂しく思っています。「甲南人」の特集は、同窓の先輩後輩のグローバルな活躍を知ることができ、楽

しく読ませていただいています。 

7. （H01文）：コロナ禍で学生たちが勉学や部活動に取り組めているのか、気になっています。私が 4年間

部活動に青春を捧げていたから余計です。いつも試合結果などを確認しています。 

8. （S40理）：卒業生の各界での多彩な活躍などを知ることが出来、甲南に在籍していたことを誇りに思える。 

9. （S55営）：「甲南会に行ってみよう」を読んでふと思いつきました。社会人になって関西を離れ、更に業

務多忙もあって卒業後は母校に関係する行事に参加できずのうちに、5 年延長された定年も来年となり、

会社卒業後のことを考え甲南会というものに少し興味を持ったしだいです。コロナのこともありますが、

世の中がもう少し落ち着いたらまずは学園の東京事務所に顔をだしてみようかと考えています。 

10. （S54経）：大抽選会、オール甲南等のイベント、同窓生の近況なども興味深く読ませていただきました。

法人化も丁寧に説明され、組織図も分かりやすい。 

11. （Ｓ57理）：コロナでなかなかリアルの同窓会がままならない中で、2020年オンラインで開催いただい

たことや懐かしい映像がネットで見れるのはとてもありがたいと思いました。 

12. （H07経）：各地甲南会の活動はいつも楽しく拝見しております。また、オリンピックイヤーの今年、オ

リンピックに縁のある同窓生の紹介を、とても興味深く拝見しました。 

〇 興味を持たれた内容に ☑ をしてください

大抽選会
KONAN

ONLINE

GALLERY

ｵｰﾙ甲南の
集い

東日本大震
災10年特集

甲南会に行っ

てみよう！

件数 157 407 353 215 552 262 312 486 431 346 150 17 3,688

構成比 4.3% 11.0% 9.6% 5.8% 15.0% 7.1% 8.5% 13.2% 11.7% 9.4% 4.1% 0.5% 100.0%

計同窓会から その他近況会長挨拶
甲南学園・

甲南大学から

特集 甲南人
ﾆｭｰｽな仲
間たち

母校探訪



 

 2 / 13 

 

13. （S37経）：・甲南の歴史についての記事に興味がありました。普段あまり触れることのないことなので

勉強になるとともに興味がわきました。 

・ニュースな仲間たちでは、あまりの変わりように驚いたり、素晴らしい業績に驚嘆したりでした。 

14. （H20文）：様々な地域に甲南会があることがわかり興味深かったです。旧友が写真に載っていて懐かし

くなりました。 

15. (H02法)：「甲南人ニュースな仲間たち」に大変興味をもって、拝読いたしました。卒業生がご活躍され

ている姿を見ると、とても誇らしく、また自分も頑張らねば！という気持ちにさせてもらえます。 

16. （H26文）：大抽選会。ワクワク感があった。コロナ禍で楽しいことも制限されていたので、ありがたか

ったです。 

17. （H02経）：北海道には甲南会がなく、同窓生もなかなかいないので、甲南の現況を知る情報源は甲窓ぐ

らいです。甲窓を見ていると大学時代を懐かしく思うとともに、阪神淡路大震災以後の大学キャンパス

の復興・発展ぶりに驚くとともに、うれしく思います。 

18. （H03営）：同窓生の近況は気になりますし、仕事関係で、先輩や後輩が取引先にいたりすると、甲南生

として話題も、取組易さも増すのでうれしいです 

19. （S54理）：大学がどんどん変わっていくのを頼もしく拝見しています。こうやって情報を頂けると、卒

業生である事を再認識します。 

20. （S54法）：コロナ禍が続いた一年でしたが、定期的に同窓会からメールが配信され、自粛生活も苦にな

らずに過ごすことができました。ありがとうございます。昨年に続き今年もオール甲南の集いが開催さ

れて良かったと思います。 

21. （S51法）：一期生卒業のころ、元気な若者たちがいた事が、嬉しく思いました。今の若者はすこし大人

すぎないか？いや成長できていないのか？ 

22. （R03知能情報）：阪神淡路大震災を経験している甲南大学だからこそ、東日本大震災の被災地に寄り添

えることがあると思った。 

23. （H11法）：やはり大抽選会。こんな豪華な景品が当たる同窓会イベントは聞いたことがない。さすが甲

南と実感。 

24. （S56法）：いろいろなクラブの OB会の活動報告や甲南 OBで活躍されている方の近況報告など、楽しま

せて頂いております。演劇部出身で今も現役で大河ドラマや朝ドラの脇役でご活躍のシェークスピア役

者の上杉祥三さんの近況などお聞かせ頂きたいです。また落語家では桂慶治郎さんもコロナで高座が激

減し大変やったと思いますので近況など聞かせて頂けたらと思います。 

25. （S51 営）：大学を卒業してからは 3～4 回訪問しましたがゆっくりと時間をかけて当時を偲んであちら

こちらと訪問したいと思いました。 

26. （S47 理）：自ら道を切り開き JR の運転士として、しっかり活躍している女性の姿は、生き生きとした

ものが伝わって来ました。 

27. （S61理）：甲南人ニュースを見まして、いろんな業界やいろいろな仕事を通じて社会貢献されている姿

には、勇気を頂けます。 

28. （S50経）：卒業後４５年以上経過していますが、いまだに甲南大学の動向は気になります。 

29. （H08理）：大学3回生のときに阪神大震災にあいました。その後の東日本大震災なども他人事ではなく･･

それから 10年の特集には大変興味を持って読ませていただきました 



 

 3 / 13 

 

30. （S39 経）：「特集 甲南会に行ってみよう」卒業生ですが、甲南会に入っていません。寂しいです。現

在８０歳です。従って、各地の甲南会には興味があります。 

31. （S61営）：オール甲南の集いには数える程度しか参加できておらず、オンラインでの参加や状況報告を

頂けたのは非常に嬉しく思いました。また甲南会の実施はコロナ禍で困難な状況ですが、落着いたらま

た毎回でも参加したいです。 

32. （S49経）：ニュースな仲間たち〈コロナ禍を越えて〉について 

コロナに翻弄されながらも、この難局を乗り越えようと頑張っている人、コロナ禍で、新しい可能性を

見つけた人、同窓生の頑張りが伝わって来ました。 

33. （H05 法）：『甲南人』で一人の方に焦点をあてて略歴や功績を交えてその人柄がわかるので興味深く読

ませていただいております。自分自身の頑張りにもなり、今後も続けていただきたいと思います。 

34. （S56営）：甲窓の記事にはマンネリ感があり、なにか社会ニュースに関連する大学の特集があればなおよ

いです。オール甲南の集い、オンラインは楽しみです。 

東京甲南会からの情報で知ります。昨年の八神純子さんのコンサート、今年は半田さんの講演が良かっ

たです。 

35. （R01 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造）：オール甲南の集いを見ると、同窓生の繋がりの強さを感じ感動する。 

36. （S48法）：特別寄稿「甲南大学初代学長 荒勝文策先生のこと」では、先生の人となりがよく分かり興味

深く読ませて頂きました。 

37. （H28 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造）：online の記録映像を拝見しました。コロナ禍を越えての公演は普段聞けない医療現

場の大変さに驚き感謝の気持ちを持ちました。今後の自分自身の行動の見直しにも役立ったと思います。 

38. （S45文）：各地で開催される甲南会のメッセージ 皆さんの楽しそうな笑顔みると穏やかで温かい環境で

4年間学び 部活道に精をだしていた良き学生時代を思い出し嬉しくなります。 

39. （Ｓ61法）：ニュースな仲間たち」の記事に目を通すと，自分も頑張ろうという気持ちが湧き上がって

きます。 

40. （H13 文）：子どもが中学受験を考える年齢となり、母校の情報（中学・高校も含め）、特に学生が楽

しそうな様子を知ることができるのは嬉しいです。 

 

〇 今後取り上げてほしいテーマ等（358 名の方からご意見を頂きました） 

（卒業年度 学部） 

1. （S46法）：色々な業界別に分けての取り上げ方も検討してください。例えば日本酒業界、ビール業界、ス

ポーツ業界、金融業界、随分あるので、当分は続けられると思いますけど。 

2. （S45経）：毎回旧制高校の記事を見ている。親、祖父、親戚がいた人も少数いると思う。真の甲南は旧制

高校であり、知らない人が多く甲南の理解のためには不可欠と思う。 

3. （S61理）：社長を沢山輩出している母校、その活躍ぶりについて。現代では少し古いだろうが、かつて女

子は、中には理学部を出たにも関わらず、卒業後すぐに結婚して、主婦になったと思う。そして、その後

時代が変わって再就職として、どんな方面に行っているか、について。 

4. （H19法）：学生の活躍も知りたいですが、困っている学生がいたら卒業生として何か応援できることがあ

れば知りたいです。 

5. （S57文）：「甲南人」として、ご活躍された故人の先輩のエピソードもご紹介していただきたいです。 
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6. （S50営）：スポーツやアートと甲南。SDGsへの取り組み 

7. （S59経）：甲南大学出身者のクリエィティブ活動など。経済分野以外にも、甲南から飛躍して全国的に活

躍されている方々に脚光を当てていただきたいです。大学出身者で全国的に活躍している演劇人がいます。

演劇部出身の上杉祥三さんや劇団四季の深水彰彦さん、また伝統芸能分野の方々も少なからずいらっしゃ

います。デザイン経営など創造性に満ちた新たな視点で新事業へのアプローチが注目されている多様性の

時代、甲南ならではの自由闊達、進取の気風に満ちた「甲南、その次の未来へ」を取り上げていただきた

いと思います。 

8. （S58営）：毎号「甲南人ニュースな仲間たち」を読み、こんな方も同窓生なんだと興味深く読ませていた

だいています。 

9. （S40理）：各学部の先生方の研究・功績などを誌面で紹介することをご検討ください。例えばユーバーシ

ャル先生の思い出、荒勝先生・日下先生、寿岳先生の功績など、甲南大学の誇れる歴史を紹介するコラム

を設けることをご検討ください。 

10. （S54経）：コロナ禍で支援した学生、各種奨学金支給を受けた学生からのコメントを掲載すれば。個人情

報もあるので、学部、年度程度開示。 

11. （Ｓ57理）：今は無き理学部経営理学科の卒業生の一人として、昭和 34年の学科開設から平成？年の学科

改変消滅までの経緯と、恩師や同窓生の消息について、今後ぜひ取り上げていただけますと大変嬉しく感

謝いたします。 

12. （H02営）：過去に消滅してしまった団体等の歴史探究 

13. （H03法）：岡本駅周辺の流行の店の情報。もしくは閉店してしまった等 

14. （H26 ﾌﾛﾝﾃｨｱ）：私はフロンティアサイエンス学部卒なので、あんまり本校の方は詳しくなく、ぜひフロン

ティアの方の話題も欲しいです。理系の論文の質ランキングで甲南はかなり上位にいたと思うので、フロ

ンティアに限らず、そのあたりの理系の話題もあれば見たいです。 

15. （H07経）：若い起業家や地方で活躍している同窓生の紹介。 

16. （S37 経）：・甲南の歴史について触れ続けてほしい。・オール甲南の集いは、土曜日の方がありがたいで

す。 

17. （H26文）：学食について特集してほしいです。 

18. （S47 理）：卒業生からの学園への要望。募集し、これはと思えるものを紹介する。単に、同窓生が集い、

歓談するだけではもったいない。学園理事会の議事を公開し、同窓生が、みずから提言することが重要と

思える。国公立大学では、改革がどんどん進んでいる。法科大学院の募集停止は、非常に痛い。法学部の

志願者が激減している。短期的な、経営指標ではなく、長期的な視点での経営判断には、卒業生の視点は

欠かせない。東洋一の大学を目指すというような理念が重要。高校のほうは、フロントランナーができて、

活気が出ている。大学も国公立の大学院に多数進学してほしい。ミニ慶応や西の学習院で満足することな

く、甲南の平生理念を発信して欲しい。 

19. （H05自然科学）：大学の近所に住んでいますが、校舎の内部、新しい校舎など訪問しないため全く分かり

ません。不定期でも良いので OBが使用できる場所（食堂、カフェ、生協など）や校舎の写真などを掲載し

てほしいです 

20. （S54理）：卒業生の今。年代別に卒業生の代表を選択して、どのような人生を歩んできたか 



 

 5 / 13 

 

21. （H12文）：阪神淡路大震災の翌年に入学したので、最初の１年は仮設校舎で学んでいました。前に当時の

写真がチラッと出ていたのがとても懐かしかったので、また当時の光景を見てみたいです。 

今なら何気ない日常もスマホで簡単に写真を撮ることができましたが、当時はそんな時代では無かったの

で全く写真がありません。隣やその隣の棟でやってる授業風景が見通せたり、上の階の授業が少し早く終

わったりしたら、学生が出てくる足音がうるさく、先生の声が聞こえなくなったり…。大変でしたが今と

なっては懐かしいです。 

22. （H03営）：現在もクラブ活動に関する記事や特集はありますが、私は 4年間自治会活動に従事してきまし

たので、現行や自治会中央員会の各種活動（縁の下の活動）を OBの談話も含めた特集など取り上げて欲し

いです 

23. （H14文）：食堂の現在（メニューやレストランの種類）、リスキリング関連の情報 

24. （S63 経）：来春 2022 年に 娘が入学します。受験に関する傾向と対策をテーマに特集組んで子弟の入学

促進されてはと存じます。ヤフーニュースに取り上げられるぐらいの面白い企画希望 

25. （H24経）：自分の学年の方が出てくると面白いので、小さい記事でもいいので各学年の方を順番に取り上

げてもらえたら嬉しいです 

26. （H03文）：岡本グルメ今と昔、昔行ったサンタマリアというパスタ屋さんはあるのかなぁ？ 

どんど亭の大きなお好み焼きはまだあるかな？かじかという定食屋さんフェルマンというレストラン…懐

かしいなぁとか知りたいです。 

27. （S55経）：昔はよく学食で甲南ランチを食べましたが、今の学食の人気メニューを紹介してほしい。 

28. （H09理）：三原舞依ちゃん。石川英輔先生の江戸時代研究から環境問題を考えられるので、同窓会誌でも

取り上げて広めてほしい。 

29. （H28文）：コロナ禍の中大学生活の変化や、大学自体の変容もよく耳にします。東京にいるとまだまだ甲

南の知名度が低く、OB として何か寄与したいと感じる日々です。母校の近状や OB として役に立てること

があればこれからも発信してほしい 

30. （H20法）：甲南会に初めて行く若い方の密着レポートをしてみてほしいです。私自身も、20代の頃には興

味があり行ってみたかったのですが、敷居が高い気がするのと友人との都合がつかず行けなかった思い出

があるので、ぜひ若い方、興味があるけどなかなか行きづらいと思っておられる方に実際行ってみた感想

を率直に知りたいです。 

31. （S60営）：① 在校生や OBの活躍。② 大学周辺の街並みの変化。③ 岡本、六甲、王子公園、三ノ宮と言

った沿線の変化。 

32. （S47理）：理学部の歴史、話題の研究成果、最近の岡本周辺の話題、学園内の風景写真など 

33. （S56法）：シェークスピア役者の上杉祥三さん・落語家の桂慶治郎さんの他にも日本 SF大賞受賞の SF作

家の北野勇作さんなど各界で、特に文学、演劇の世界でご活躍の方の近況報告など取り上げて頂ければと

思います。 

34. （S41理）：教育界の動向。母校が教育改革にどのように対応しようとしているか。私学としての使命をど

のように考える。 

35. （H21 文大学院）：卒業生の社会的活躍について今まで以上に知りたいです。また、甲南のＳＤＧs（持続

可能な開発目標）の取り組みを教えて下さい。 
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36. （H02理）：企業との産学連携についての取り組みがあれば、ぜひ取り上げて欲しい。特に DX（デジタルト

ランスフォーメーション）を推進している各種業界企業への大学のアプローチに興味があります。 

※デジタルトランスフォーメーションとは、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変 

化させる」という仮説である 

37. （S36経）：旧制甲南高等学校総集編 ※もう今しか伝える人がいなくなりそうです 

38. （S56経）：ギャラリーの充実をしていただきたい。年度別や学部別、サークルやイベント別で編集してい

ただきたい。また、当時の写真を提供してもらえるのであれば、一定のコンプライアンスの下、受け付け

て公開していただきたい。 

39. (H14営)：KONAN TODAY No.60 に掲載があって「人生１００年時代の学び」についてもう少し詳細や事例

を取り上げてほしいです。 

卒業生として、また今後の人生の中でまだまだ学びたいことがたくさんある中で、母校でまた勉強できる

環境があるなんてとても嬉しいです。 

40. （H05 法）：□大学周辺の岡本の街並みの状況や変化といったアーカイブ写真 例:昭和 30〜50 年代と平

成〜令和との比較 □甲南のロゴの入ったアイテムの生協での人気商品の紹介 □ネット上での現在

の状況が観れるライブカメラ映像など 

41. （H011 法）：コロナ禍にて各課外活動の制限が厳しい状況下にて各クラブを応援する企画を計画して頂き

たいです。当方も体育会漕艇部出身で部員不足に直面しております。 

42. （S56 営）：・卒業生の活躍の記事。・社会ニュースに関連する大学の特集、記事。例えばカーボンニュー

トラルだと、大学での取り組み、卒業生が関与するもの等。 

43. （H24法）：卒業生のその後の活躍やどのようにされているのか、またどんどん良くなる甲南大学内の様子

をいつも楽しく拝見していますので今後も配信し続けてほしいです。 

44. （H17法）：このコロナ禍等含め、部活動が今どうなっているのか（自分の所属していた部は分かるが、

他の部がどうなっているのか） 

45. （S54理）：その年に活躍されている OB・OGや、現役学生の方々が出席されて、その様子をお話しして

いただけたらと思います。 

46. （S44 理）：甲南大学理学部経営理学科の卒業生近況。1960年代後半から 70 年代 甲南大学が岸本英八

郎教授のリーダーシップで他大学に先駆けて コンピュータの経営への活用を教育に取り入れた事 

47. （Ｈ12法）：やはり、どこかで細々とでもいいので、阪神淡路大震災について節目で言及があればうれ

しいです 

48. （Ｓ61法）：とりあげてほしいテーマではないのですが、甲南大学等の今後の進出場所として，兵庫県

宝塚市の宝塚ファミリーランドの跡地をご検討頂けないか，などと思っています。学びの場としての環

境が整備されていて，最寄駅(JR「宝塚」駅，阪急「宝塚」駅・「宝塚南口」駅)からのアクセスも良好

です。甲南大学のイメージと，ぴったりマッチする素敵な土地柄だと思います。 

49. （H13 文）：学生たちの華々しい活躍はもちろんですが、フツ～の学生のフツ～の一日、みたいなフツ

～のコーナーも見てみたいです（＾＾） 

50. （S40 法）：甲南大学の名誉教授、教授、准教授の先生方の論文や研究中の教えて頂ける範囲で勿論テ

ーマでも、現在各先生方に於いて具体的な取り組みされている事柄を教えて頂きたい。 
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51. （S50 文）：クラブ活動の部の紹介など。この頃の学生は勉学、アルバイトなどに忙しくまた、個人主

義で、団体での活動に参加する人が減っていると聞くので、実際にクラブに参加している人に実態を聞

きたい。 

 

 

（2）甲南大学同窓会ホームページについて   

 

 

〇「 KONAN ONLINE GALLERY」で、 1番興味が持てたもの（184 名の方からご意見を頂きました） 

（卒業年度 学部） 

1. （S46理）：東灘区のスイーツや、酒をツアーするなどを企画し実施して高評価を得られたとおもいます

が、コロナ禍で、経営が厳しい事業者を少しでも早く立ち直るような楽しい企画と実行を行政と一体に

なってしてほしいと思います。 

2. （H01経）：昔の写真を見ると胸が熱くなります。 

3. （H19法）：通学路です。懐かしく、気持ちが落ち着きます。 

4. （H09営）：去年見られなかった時に、矢神純子さんのライブがあったのですね！うわぁ、すごく聞きた

かったです！残念… 懐かしい通学路や、昔の卒業生写真も、こんなんだったわぁと思いながら、楽し

ませてもらってます。 

5. （S50理）：半田裕さんの講演とても刺激になりました。甲南大学頑張ってほしいヒントがかなりあった

と思います。 

6. （S55 営）：「甲南学園から」空撮も含め、まだこじんまりしていた母校の界わいが大きく変わってきた

様子がわかってよかったです。 

7. （Ｓ57営）：全般的に面白かった。大吉洋平氏の動画も良かったですし、空撮(※一つは BGM入りで, 何

故かもう一つは無音の動画だけ)、70年代の写真など。 

8. （H26 ﾌﾛﾝﾃｨｱ）：オール甲南のライブ配信。自分が少しだけ映っているというのもありますが、インター

ネットでいつでも見れるので、卒業生同士でネタにしやすくなりました。 

9. (H02法)：「キャンパス建物写真」が良かったです。現在のキャンパスも勿論素晴らしいのですが、特に、

モノクロ写真のレトロモダンな感じが堪りません。 

10. （R03知能情報）：各現役運動部・文化部の活動記録。 

コロナ禍で本来の活動自体も新歓も非常に厳しい状況であることは容易に想像できるが、今後も部活動

の活躍を期待したい。 

11. （S47理）：大学キャンパスの動画・空撮による紹介が面白かった！ 

〇 ホームページをどの程度見られていますか　☑ をしてください

毎日 週1回 月1回 必ず見る
興味があれ

ば見る

件数 16 51 83 379 555 119

定期的に見る ﾒｰﾙ配信があった時
殆ど見ない
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阪神・淡路大震災後の様変わりした新装の姿、誰しも経験できない角度「空から見た様子」等、非常に

興味深いものがあった。 

12. （S48経）：阪神淡路大震災、東日本大震災を経験し、我が大学、学生、教職員、諸先輩方の努力と協力

により栄えある発展を遂げ、未来に向かって躍進している。 

13. （S50経）：大変懐かしく、学生時代を思い出してます。 

全てが興味深く、その中でも「写真でたどる甲南大学と卒業生」がムチャ印象的でした！ 

14. （H02経）：やはり今の大学周辺の街中の景色が、一番良かったです 

15. （S58経）：懐かしい通学路 

16. （H05営）：懐かしい通学路（変わった部分と変わっていないところの両方がありました） 

17. （H21経）：街並みの写真 

18. （H17経）：他大学と比較した甲南の魅力を数値でなにかわかるものがあるとよいかもしれない 

 

 

〇 「 KONAN ONLINE GALLERY」で、今後 掲載してほしいテーマ等（184名の方からご意見を頂きました） 

（卒業年度 学部） 

1. （R01 ﾏﾈ）：学生の今の状況や卒業生についてさらに詳しく取り上げてほしい 

2. （S45理）：「オール甲南」の甲南 OBと現役学生とが繋がっている行事の写真があればなお良いと思う。 

3. （H03営）：OB紹介/OBから OBを紹介してもらう近況報告。企業社長やお店の紹介など。 各地甲南会が

おすすめする、現地のイベントや町紹介。 

4. （S57 文）：各地甲南会の紹介について HP では動画、甲窓では会の紹介、となっていて楽しく拝見して

います。できればもっと軽く読みやすい簡単な記事と写真で(その地のおすすめスポット、グルメ、お

土産)を紹介いただけると楽しそうです。 

5. （H03営）：卒業生が経営したり、関わっているお店の紹介等をお願いいたします 

6. （S53経）：学生時代、キャンパス内で撮影した写真は数少なく、震災前のキャンパス内の建物、テニス

コート近辺、正門等懐かしい写真を出来るだけ、年度が分かるようにして、掲載していただきたい。 

7. （S58営）：大学の外観は動画にありますが、教室内の動画も観たいです。昔と違ってスタイリッシュに

なったいろいろな教室を紹介してはいかがでしょうか？その教室での授業の様子も観てみたいです。顔

が映ることへの配慮が必要かとは思いますが。 

8. （S47理）：卒業生向けのアフターサービスの紹介。人生１００年リカレントスクールは良い企画。○○

士業の集いは、良い企画だが、参加者が限定される。リモートを活用した趣味の集いがあってもよいの

ではないか？ 

9. （H08文）：現在、息子がマネジメント創造学部に在籍しております。コロナ禍での授業の在り方などを

様々な角度から発信していただけたらと思います。 

10. （S46法）：様々な業種で仕事をしている人がいますが、業界別に活躍している人を取材してみたら面白

いかも知れません！ 例えば芸能界で仕事をしている人とか、マスコミで仕事している人とか、家電

メーカーとか、前に日本酒業界の若手経営者を集めての座談会があったと記憶していますが！  捜

すのが難しいかも！大学図書館のシニアの利用方法に関するテーマ。利用証を持っていますが、まだ１

度も利用していません。 



 

 9 / 13 

 

11. （S51 経）：リカレント教育の中で、SDGｓに関連した講座の紹介や「甲南の四季」ということで学校の

様子や周辺の自然の様子と学生さんと絡めて、紹介するコーナーがあればいいなと思いました。 

12. （S53法）：紹介されている世代・時代の社会的な出来事を併せて紹介いただくことができたら、どんな

時世を過ごしてきたか時代背景を振り返ることができるように感じます。 

 

 

13. （S55営）：体育会、文化会クラブの消息 例えば 80 年代、90年代、00年代と変遷していくなかで、残

念ながらその活動が発展的解消（廃部）したもの、そして新たに出来上がったものなどを年表形式で追

いかける。存続する部活は、OB が現役生にコンタクトをとる方法～ただし HP に個人情報を載せるのは

難しいため、例えば同窓会が一旦受けて初回の内容を精査し仲介するなど。 

14. （H15文）：わたしは文学部だったので、10号館や 3号館にいることが多く、理工学部のある北校舎や法

科院棟等が、どんなふうなのかが気になります。各学部の施設をテーマにしてみてはいかがでしょうか。 

15. （S50理）：研究室紹介：詳しい研究内容の紹介，およびその研究室の卒業生で，大学時代の研究を活か

して活躍している人の紹介等 

16. （H11法）：特にイベントにこだわらず、四季ごとのキャンパスの様子を掲載しているとうれしい。 

17. （H02理）：神戸を離れて２５年岡本周辺の情報は懐かしく感じますし西宮北口キャンパス周辺情報もあ

ればありがたいです 

18. （S59 法）：KONAN ONLINE GALLERY→甲南大学（甲南学園）から→KONAN-PLANET で体育会学生の活躍を

よく見ています。卒業生の活躍などもあれば同様に掲載してほしいと思います。 

19. （H13法）：◼ こども向けのものがあれば嬉しいです。例えば学園歌だけでなく、童謡とか。例えば運動

会で速く走るための講座(こども向け&親向けの二種類！側転の方法。 ◼ 学食の味再現レシピ 

20. （S61理）：20代から 80代まで、それぞれの大学時代や就職してからのこと、定年後の生き方など、意識の

持ち方の違いを比較分析。 

  例えば・大学時代・卒業後・定年後＜life styleや関心ごと＞ 現在、20代・30代・40代・50代のように 

分けて考える。 そして、今の 20代なら、かつての大学生に比べ、目的意識を持って大学に入学し、勉強し 

ている。将来の職業のこともよく考えている。大学の授業の在り方も実生活や職に役立つものになってきて 

いる。国際感覚にも目が開けている。 

そして、今の 50 代、60 代なら、堅実な学生もいるが、大学で講義を受ける、勉強する、そこで会う人、そ

れは、大学生活の中のほんの一部。そして、大学生である、という特権を生かしてそれ以外の活動が盛ん。

大学で教養をつけ、一般企業に入るが、教員以外の手に職になるようなものは無い。教職を取らない学生も

いた。女子は 24歳ぐらいで結婚し退職する人が多かった。 

一応これが自分の見方だが、こうした themeでそれぞれの世代の人の考え方が聞けるとよい。 

21. （H24法）：卒業生の活躍の様子や変わりゆく甲南大学の様子の掲載をいつも楽しく拝見しています。先日は

同級生が紹介されており仲間内で素敵な話題となりました。自分の母校というのはなんとなし愛着があり、

その情報はホッと心が安らぎます。今後とも変わらない配信を楽しみにしています。 

22. （S54理）：＜コロナ禍を越えて＞ 「いのちを守るということ～コロナ禍が教えてくれたこと～」松本

悠子さんの講演に、最も強く感銘を受けました。多くのデータに基づいて、どのように考え、これから

行動しなければならないのか多くのことを教えていただきました。 
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23. （H13 文）：キャンパス紹介。20 年以上前のことになりますが、甲南大学の受験下見に来た時に「私、

きっとここに来るだろうなぁ」と思ったことを思い出します。（その通り第一志望として合格したので

良かったです（＾＾；） 

 

 

（3）今後参加したい催し・行事について 

 

 

 

 

〇 その他希望されるイベント等（133 名の方からご意見を頂きました） 

（卒業年度 学部） 

1. （S47理）：恩師によるミニ講義：以前、甲南高校の同窓会で、恩師をお招きし、1コマ程度の講義を

受ける企画がありました。ぜひ、大学でも、実施してほしい。 

2. （H06文）：オンラインのオール甲南の集いは、なかなか足を運べない子育て世代にはありがたいです。 

3. (S57経)：現行でも十分楽しめていますので、各イベントをさらに充実していただけたらと思います。 

4. （R02法）：大学から離れているので、引き続きオンラインでのイベントがあれば参加させていただきた

いと考えています。 

5. （S58営）：また、USJでのイベント開催を希望します。前回、とても若いご家族がたくさん参加してく

ださったので。 

6. （Ｓ57 営）：その都度、キャッシュオンデリバリーでも良いので本キャンパス敷地内でのバーベキュー

とビールの販売で、売上の一部を諸団体(福祉関連等？)に寄付する。 

7. （Ｓ57理）：かつて学園祭に来てくださったアーティストによる懐かしいコンサートイベント。(卒業ア

ルバム 1978-82 を見てみますと、竹内まりや さん、サーカス、阿川泰子さん？等のステージ写真が掲

載されていますが、当時はチケットが手に入らず残念ながら自分も鑑賞できておりません‥) 

8. （S55経）：学園祭は可能な限り見に行きます。情報発信が乏しく難儀します。発信をお願いします。 

9. （S54法）：現在は神戸から離れているので特に希望するイベントはありません。 

10. （H09理）：バザー。ごみの減量のために大学としてできることがあるはず。息子の小学校でも、絶対に

捨てるであろうものを買わせる。例えばコンパス、墨炭、ソロバン。リユースについてディスカッショ

ンするとか、大学での廃棄物の種類と量を提示して考える機会をつくるなどのイベントがあるとよい。 

11. （S61営）：主催者側にはなれませんが、参加する（見ている）だけで日々の忙しさから解放されて楽し

い気分になれるので、どんなことにも興味をそそられます。 

＜2019年度開催した催し・行事＞

甲南歌唱祭 演奏会
著名人によ
る講演会

現役学生
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞﾗﾝ
ﾁ

模擬裁判 OB作品展示 交流会 抽選会

件数 109 341 96 313 588 174 150 68 82 374 430 226 1,330

構成比 8.2% 25.6% 7.2% 23.5% 44.2% 13.1% 11.3% 5.1% 6.2% 28.1% 32.3% 17.0% 100.0%

計
ｵｰﾙ甲南
ｺﾞﾙﾌ大会

サマー
パーティー

オール甲南の集い（リアルで開催）
ウィンター
パーテイー
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12. （H28法）：ユニバーサルスタジオジャパンでの交流会(以前参加できなかった為)同窓会に行ったことが

ないので初めての人でも参加しやすい交流会なら行ってみたいです 

13. （Ｈ12法）：やはり、どこかで細々とでもいいので、阪神淡路大震災について節目で言及があればうれ

しいです 

 

 

〇 【その他ご意見ご感想など】（255名の方からご意見を頂きました） 

（卒業年度 学部） 

1. （S47 理工）：地区別の同窓会やクラブの同窓会は、甲窓の誌面で紹介されています。もっとマイナー

な、趣味の集まりを紹介、あるいは、同窓会として、募集する企画はいかがでしょうか？ 

2. （S61理）：甲南 todayで、かつてとても詳しく読み、考えもまとめて記述し、はがきを出し、ball pen

が当たるのを期待したが当たらなかった。確率を考えれば当たるのは難しいことはすぐわかることだっ

た。 

3. （S49法）：先日の WEB評議委員会にアクセスし出席しましたが、リストには掲載されていませんでした。

途中からのアクセスでしかも最後のあたりは突然消去したりしましたので認識されなかったのではな

いかと思いますが。実際はもっと多くの方が参加されていたのではと思います。 

4. （S50理）：東京甲南会にも、本部から多くの方においで頂き、行事を開催していただければありがたいで

す（生命科学系の講演会にはよく参加しています）。オ－ル甲南の集いが、今後もライブも含めて開催され

ることを希望します。galleryに記入したことが反映されていませんのでここに記入します。今後掲載し

てほしいテーマ：神戸市内で甲南大学に関係の深い場所等の紹介─ 

5. （S51文）：三重県に住んでいますが、甲南のことは今でも興味深く思っています。どんどん、情報を発信

して下さい。 

6. （H09）：同窓会については、同窓会会長さんが面白く、専門家の方のコロナのお話が参考になりました。

そして、西村さんのご演奏、ご本人、共にとても美しかったです！ 

あと、同窓会初っ端から、司会者の方に横柄呼ばわりされていた、なんぼーくん、凄ーく良かったですｗ

ｗ 全く話は変わりますが、ワタクシ、なんぼーくんが好きです。最近、面白ツイッターが止まったまま

なので、更新をお待ちしております。どうぞよろしくお願い致します。 

7. （S63法）：関西を離れて 30年超、東京在住は関西よりも長くなりました。それでも関西、神戸、岡本を

いつも懐かしんでいます。東京におりますと母校の活躍がなかなか実感できません。 

甲南の益々の発展を祈念しています。 

8. （H09営）：今年は初めてリアルタイムで、オール甲南の集いを視聴することができました。 

9. またゆっくり見たいので、アーカイブ視聴できるようにしていただけるとうれしいです。 

10. （R02経）：オール甲南の集いは、リアル開催が望まれますが、オンラインだからこそ昨年初めて、そして

今年も参加できたので、今後もオンラインでも開催していただきたいです。 

11. （S58営）：いろいろなイベントが中止になるなか、オンラインという方法でオール甲南の集いを開催して

いただき感謝いたします。多くのご苦労があったことと思います。ただ、見るだけというのは本当に寂し

いです。早く多くの同窓生が集える楽しいイベントが再開しますことを祈っております。 

12. （S55営）：2021年のオール甲南の集いの YouTube配信をリアルで視聴しました。神戸にはなかなか行けま
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せんが、卒業後 40年余り経過した今、こういった催しを通じ、改めて母校に親しみを感じた瞬間でした。

ありがとうございます。 

13. （Ｓ57営）：以前あった甲南物産展のように、OB・OG が関わる企業のアピールを兼ねて販売ブースを出す。

特に TVCMに出ている企業の協力を強く要請する。 

14. （Ｓ57理）：本年も『オール甲南の集い』をオンラインで開催していただきまして、とても楽しいひとと

きをありがとうございました。またこちらからのアンケート回答が無事に届いているか否かの問い合わせ

について、届いていない旨のメールならびにお電話までいただきご丁寧な対応をしていただきまして誠に

ありがとうございます。 

15. （H02文）：神戸で一番社長の出身大学で多いのは甲南大学だと。神戸の経済を回してるなぁと誇らしい気

持ちになりました！ 

16. （H07経）：なんぼーくんや新しいゆるキャラが、甲南幼稚園や小学校を訪問❗など。 

ゆるキャラが完成したら、小さなぬいぐるみを各地甲南会に配って、一緒に写真を撮ってもらうようにす

ると、広がっていくかな、と思いました。 

17. （S47理）：著名な先輩が多数おられますが、ミズノ先輩は良く拝見させていただいていますが、竹中、大

林、薬師寺管長、その他、エレコム葉田社長、近畿工業和田社長、日本盛 森本会長、等々多彩な卒業生を

有しており、同志社、関学はさておき、立命館、関大には引けを取っていません。卒業生の講義もあるよ

うですが、マイナーな感がありますので、新聞や、甲南プラネットを利用し、アドバルーンをあげてはど

うでしょうか？ 

18. （H02経）：札幌にも甲南会が発足しないでしょうか。 

19. （S63経）：卒業生のビジネスマッチングの企画 催事企画の実行 不動産部門では甲南リアルターズ倶楽

部ありますが、異業種交流会 

20. （H20法）：今は子育て真っ只中、ｺﾛﾅも怖くて引きこもりがちです。今回、オール甲南も見たかったので

すが、実際は自宅でも子どもたちのお世話で無理でした。今はそういう時期だと思い、理解もしてます。

メルマガは楽しく読ませていただきまして、ふと学生時代を懐かしむことが出来て嬉しいです。いつかも

う少し子どもたちも大きくなって、コロナも落ち着いたら、キャンパス内を散策させてもらったり（学生

さんたちの迷惑にならない時に）、食堂やパンセに足を運ばせてもらいたいなぁと言うことが、ちょっとし

た夢です。 

21. （S62文）：オンラインのオール甲南の集いでは、甲南に関係のある方々のお話し興味深くお聞きしました。

将来少子化で大学として色々と苦難も予想されているんだなと知りました。卒業生としてはなんとか生き

残ってほしいものだと思いました。楽しみにしていた西村由紀江さんのピアノ演奏、特に神戸にまつわる

メドレーが楽しかったです。時々音声が止まってしまったのが残念ではありました。これからも色々な活

動楽しみにしています。   

22. （H02文）：読売 TV『日曜はピアノ気分』に、レギュラーヴォーカルとして 93〜94年にかけて、出演して

いた者です。西村由紀江さんのご出演のお知らせにびっくりして、年一度くらいしか連絡取っていなかっ

た由紀江さんに急いでメールしました。私が甲南卒とご存知無かったので、由紀江さんも驚いておられ、

また喜んで下さり、『絶対観ますからねー！』『嬉しい！心強いよ！』とやり取りしました。当日は 4時起

きで高知から大阪空港に向かったそうなんですが、微塵も疲れを出さず、オンラインでもお美しい姿、そ

して素晴らしい演奏を聴くことが出来、感動で涙が出ました。あー、甲南ってすごい！！と思いました。
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八神純子さんといい、由紀江さんといい、著名で有りながら、真心のこもったボランティア活動をされ、

震災から復興した甲南に勢いと励ましを下さるアーティストを選りすぐって、ご出演を実現して下さる、

運営の皆様にも脱帽です。来年も楽しみにしております。 

私自身、毎年、神戸チキンジョージにて、震災のチャリティライブをやっており、今年も 10月 10日に無

事開催出来ました。前回の甲窓で、1990年卒業生の近況欄に載せて頂いたおかげで、甲南フォークソング

同好会 OBの先輩が何人かご連絡下さいましたので、その方達にも応援頂いてます。 

OB.OGとは、ずっと繋がってます。今後も素晴らしい企画を宜しくお願い致します。 

23. （H16営）：北海道に 100名近くいる甲南ＯＢＯＧを探していますが、なかなか見つからず苦労していま

す。小規模な甲南会を開いていますが、札幌での甲南会発足に向け、ＯＢＯＧの探し方をアドバイス頂

けますと幸いです。 

24. （H02 大学院理）：「大学までの通学ルート」の YouTube を年代別に色んな方が歩いたバージョンを作っ

てほしいです。「『モンロワール』がオープンして買いに行きました。」とか「ここの〇〇パスタを食べ

にいきました。」とかが出てくると「そうそうこの年代！」ってより楽しい気がします。 


