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前年度なみの入学者を迎える
2007年度入試では、各種推薦入試、一般入試
を合わせて7,664人（高等部 ・ 指定校 ・ 協定校 ・提
携校を除く ） の商学部志願者があり、合計1,741
人を合格者として発表しています。3月28日時点
での学費納入者数は707人で、最終的には昨年の
入学者数694人とほぼ同数の入学者が見込まれて
います。
全入試における商学部の合格者数上位高校ベ
スト10は、1位が星陵高校で34人、以下、兵庫高
校32人、履正社高校（大阪）30人、長田高校26
人、神戸高校25人、北摂三田高校24人、豊中高
校（大阪）23人、北野高校（大阪）19人、近畿
大学付属高校（大阪 ）・北須磨高校・姫路西高校
が同数で各18人となっています。
注：府県名表示のない高校の所在地は兵庫県

外国人留学生は6人
今年度の外国人留学生は6人。国籍別では中国
が4人、台湾籍、イギリス籍が各1人となってい
ます。3月22日に「商学部外国人留学生懇親会」
が開かれ、全員が出席して学部長ら学部スタッ
フ、先輩留学生らと交歓を行いました 。

エコキャンパスをはじめましょう！
商学部では2007年4月からエコキ
ャンパス活動を始めました。環境問
題は21世紀の最重要課題といわれて
います。物質的な豊かさの追求が、
環境問題を生み、ひいては人間の生
存基盤をも崩壊しようとしているのです。企業
等では既に、工場でゴミや有害物質が出ないよ
うに したり 、環境に
配慮 した製 品を作っ
たり してい ます。商
学部 でも、 環境の向
上と 環境マ インドの
育成 のため に、次の
商学部アワー＆学部長アワーへお越しくださ い！
商学部では、昨年度より「商学部アワー」と「学
部長アワー」という学生と教員が気軽に直接話し合
える場所と時間を提供しています。授業のこと、商
学部のこと、その他何でも気軽におしゃべりしに来
てください！
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ようなエコキャンパス活動に取り組むこととな
ったのです。
◆ 省資源の推進
◆ 省エネの推進
◆ 啓蒙キャンペーン（エコ・ポスターなど）
◆ エコキャンパスのキャッチフレーズ・アイデア
募集 など
みなさんも身の回りのできることから実践し
ましょう！
◆ 両面コピー・2面コピーをしましょう。
◆ ゴミをなるべく出さない生活を心がけましょう
（水筒やお弁当の持参など）。
◆ 節水・節電につとめましょう。
◆ 照明はこまめに消しましょう。
◆ 禁煙しましょう（受動喫煙防止のため）。
◆ 環境意識を高めましょう。
将来のビジネスパーソンとなる君たちへ、企
業の役割は「 Service for Society」です。エコキャ
ンパスの活動を通して、関西学院の「 Mastery for
Service」 の考えに基づく、広い視野を持ったビ
ジネスパーソンになってほしいと願っています 。

Business Wings 第 5 号発行
学生と教員とが合同で編集委員会を構成し、
商学部の研究活動を中心にリポートする研究誌
『Business Wings』の2006年度版が3月14日に発
行され卒業生に配布されました。今号は、各ゼ
ミ優秀論文の要旨、留学体験記、卒業生からの
メッセージなど幅広い話題が掲載されており、
本『ビジアド』も巻末に収録されています。是
非ご覧下さい。

商学部アワーは、授業期間中の毎週金曜日のお
昼休みに実施しています。商学部の教員数名が、
皆さんをお迎えします 。学部長アワーは、毎月1回 、
実施しています 。（詳細な案内は商学部掲示板に掲
示します）商学部長の梶浦先生や我々と色々な話
題で会話を楽しみましょう！

2006年度卒業生の就職状況
2006年度は景気の堅調観と団塊世代の大量退職と
いう状況を反映し 、各企業ともに採用数を増加させ 、
本学生の就職決定率も昨年度を大きく上回る結果と
なる見通しです。とりわけメガバンクを始めとする
金融 ・ 保険業界での採用意欲が高く、倍増に近い企業
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業種別就職状況はグラフのとおりですが、各企業別の就職者
数などの詳細情報は 、5月にキャリアセンターから発表されます 。

研究テーマ：ＥＵ拡大とＥＵ企業 、日本企業のコーポレート ・
ガバナンス

岩松正洋 准教授
期

間：2007年4月～2008年3月

留学先：フランス・パリ第７大学
研究テーマ：ポストリアリスト・フィクションにおける語り
の諸問題
なお、岡村秀夫 准教授、木山 実 准教授、伊藤秀和 准教授の
3名が、現在、昨年度からの留学を継続中。

教員の著書・出版
小菅正伸 教授
著書 『原価会計の基礎』（中央経済社）
定価2,600円、3月10日付け発行

藤沢武史 教授
編著 『グローバル・ビジネス戦略の革新』（同文舘出版）
定価2,900円、3月23日付け発行
岡田太志 准教授
著書 『保険問題の諸相』（千倉書房）
定価2,400円、2006年3月31日付け発行

教員の受賞
福井幸男 教授
編著『新時代のコミュニティ・ビジネス 』（お茶の水書房刊）
により、財団法人商工総合研究所による平成18年度中小企業研
究奨励賞の「経営部門賞」を受賞した。

岡村秀夫 准教授
論文『新規公開企業における銀行のガバナンス機能に関する
考察』により、社団法人大阪銀行協会主催、平成18年度「大銀

前号のクイズの答え
前回紹介した額は,商学部本館2

協フォーラム」研究助成の「特別賞」を受賞した。
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新任教員紹介
松本 雄一 准教授

木村 吉孝 准教授

はじめまして。今度商学部の先生方の末

今年度から関西学院に奉職し、税務会

席に加えていただくことになりました、松

計論、簿記基礎、商学演習等の科目を担

本雄一（まつもとゆういち）と申します。

当しています。近畿税理士会所属の税理

経営労務論を担当いたします。3月まで福岡

士でもあり、専門は税務会計です。税務

の北九州市立大学というところにいました。

会計では、企業活動の結果を受けて事後

実家は愛媛です。

的に適正な税額を計算することが基本課

おしゃれで高邁な精神をはぐくむキャンパスの中にあって、48の

題となりますが、企業の意思決定を左右する事前的な税務計画を

欠点を克服して人間らしくなる旅を続けているような自分は明らか

策定し、総合的な税務マネジメントを促進することも重要な課題

に不似合いですが、これまで学んだことを少しでも学生のみなさん

です。Tax Compliance と Tax Planning の両方が求められるため、

に還元しながら、いっしょに強く生きていけたらと思っています。

税務会計の学習はやや取り組みにくいと感じられるかもしれませ

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ん。しかし、講義では分かり易く、実践的な内容を心がけますの
で、ぜひ受講してみてください。

