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一般社団法人 凌霜会は
神戸大学社会科学系学部・大学院の同窓会です



経済学部長室にある直筆

■ 凌霜会は世代を超えて同窓生が触れ合う場です。　

　凌霜会は、官立神戸高等商業学校（神戸高商）、旧制神戸商業大学・神戸経済大
学の流れを汲む同窓会で、今やその対象は経済・経営・法学部をはじめ経済・経営・法
学・国際協力の各研究科、社会人ＭＢＡ・法科大学院等々の在学生、卒業（修了）生を
包含するに至っております。
　在学時はもちろんのこと、学窓を離れても、凌霜会は常に、あなた方の心のオアシス
でありたい‥と願っています。
　皆さんの入会を心から歓迎いたします。清新の気をもって入会され、充実した人生
を送られることを願ってやみません。

■ 凌霜とは...

　「凌霜」は菊をたたえた漢籍にある言葉で、命名者は、神戸
高商初代校長の水島銕也先生。六甲台学舎本館の玄関前庭
に「凌霜雪而香」（霜雪を凌いで
香し）という水島先生の揮毫によ
る記念碑があります。「人生の試
練に耐えて（菊のように）香り高
く、美しかれ」という意味です。

■ 凌霜会の生い立ち

　一般社団法人凌霜会は、第１回生が卒業した明治40（1907）年に神戸高等商業
学校同窓会として発足し、大正13年８月16日、社団法人凌霜会として設立認可を受
けました。当時の会員は、第１回生から大正13（1924）年の第18回生まで、総数2700
余名でした。

■ 現　状　

　発足以来、同窓生の親睦と社会科学系学部・大学院等の
支援活動を続けており、日本国内だけでなく、世界各地に組織
を拡げ、他学部同窓会と共に、神戸大学ＯＢ・ＯＧの多彩な
ネットワークを築いています。
　現在会員は1万人（全学同窓生は15万人）を超え、実業界
はもとより官・学・法曹界において神戸大学で培った精神を支
えに活躍しています。

■ 拠　点（国内）

　日本主要３０都市、
　
　拠　点
　　東京、大阪には神戸大学専用クラブがあり学部・
ゼミ・サークル・年度・職種・企業等の様々な会合や
講演会が開催されている。 （別途会費制）

■ 徽章の由来
神戸高商の徽章①が、明治期神戸の名勝、湊川神社の菊水紋②に由来することが起源。凌霜会の
マーク③や神戸大学の徽章④も「菊」がデザインのベースとなっている。
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■ 入会のメリット
　
　人と人を繋ぐ　
　凌霜会は1万人を超える会員ネットワークを活用して、
　あなたの人生をサポートしていきます。

概
　
要

凌霜会員のうち、卒業・修了生を「正会員」
現役在学生を「準会員」と呼んでいます。　
準会員の皆様には会員証を発行しています。凌霜会OB・
OGの名簿の閲覧や凌霜会主催のイベントに参加される
場合、提示が必要になりますので、常に携帯しておいてく
ださい。

在学生同士を繋ぐ
学内情報をツイッター、メールマガジンで配信 

会員間の情報交流の場として楽しく役に立つイベントが年間30本以上！
● 4月 新入生歓迎パーティー 
● 5月 新任ゼミ幹事オリエンテーション 
● 6月 インターンシップ説明会
● 7月 七夕祭 
●10月 ホームカミングデー
● 随時 業界セミナー

●11月 六甲祭（学園祭）
●12月 三商ゼミ討論会
 インターンシップ説明会
● 1月 業界セミナー
● 3月 謝恩会

情報の発信
情報の共有
仲間との出会い

在学生

在学生 在学生

就職相談・就職支援・進路相談

進路相談・就職相談

人材募集
就職活動

人材紹介

凌霜会では、アカデミア館2階売店南側の「六甲台就職相談センター」を通じ
て“Face to Face”で就職をサポート。凌霜OBの指導員が親身になって、
お答えします。また、関西の大手企業の若い凌霜生とのOBOG・学生懇談
会、インターンシップ説明会、業界セミナーなども開催します。
国立大学では唯一の組織です。

卒業生

在学生 卒業生

卒業生

卒業生 卒業生

卒業生同士を繋ぐ

新しい事業
パートナー発見 異業種交流

異世代交流
歴史と伝統を誇る会誌「凌霜」（1924年創刊）に加えて、ビジネス層向けにメ
ルマガ「凌霜ビジネス」（隔週）を発刊。ツイッター、フェイスブックも利用
できます。また、国内主要30都市に支部・拠点。東京・大阪に専用クラブ施
設があります。

在学生と卒業生を繋ぐ
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■ 準会員向けサービスのご紹介　

② 大学生活のサポート

　新入準会員歓迎の集い、企業トップらを招いた寄附講義、卒業謝恩会支援な
ど、大学やベルカン（法・経済・経営ゼミ幹事会）と協力しながら、大学生活の様々
なシーンで、あなたを強力にサポートします。

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館ビル9階901号室
TEL：03－6269－9130 
FAX：03－3214－4227 
E-mail：tokyo-office@org.kobe-u.ac.jp
URL：http://www.kobe-u.ac.jp/info/outline/facilities/tokyo-office/index.html

準
　
会
　
員

③ 就職支援
　
■凌霜会では、神戸大学アカデミア館2階の六甲台就職相談センターを通じて
　“Face to Face”で就職をサポートいたします。（詳しくは次頁をご覧ください）
　　  https://www.ryosokai.net/student/job/index.html 

さらに、関西の主な企業に勤めている凌霜出身の若手OBと学生の懇親会、ベルカ
ンと連携した「インターンシップ説明会」「業界セミナー」などを開催しています。

■東京オフィス・キャリアセンター東京分室
　東京有楽町に ｢神戸大学東京オフィス・キャリアセン
ター東京分室｣ があり、首都圏での就職活動等の拠点と
して、学生・卒業生ともに活用いただけます。

◆準会員歓迎の集い
　学部新入生の交流を計るため、毎年4月に学部ごとに開催。新入生のほぼ100％が
参加する人気イベントで、ゲームを楽しむ中で、新しい友人たちを見つけることができます。

◆寄附講義「社会科学の実践」
　毎年第３～４クォーターに、各界トップのＯＢ
による講義（２単位）を開講します。生きた法、
経済、経営学を学ぶとともに、グローバル人
材育成を目指しています。

◆「凌霜賞」表彰、海外留学支援
　法、経済、経営の六甲台３学部・研究科、国際協力研究科の学生を、成績優秀者
表彰するとともに、グローバルチャレンジプログラム等での海外派遣を支援します。

◆卒業謝恩会
　学生生活を締めくくる卒業式と謝恩会。凌霜会は謝恩会全体を支援します。

◆ベルカン（法・経済・経営ゼミ幹事会）との連携
　ベルカンは、法、経済、経営の３学部のゼミ幹事を中心に組織され、神戸大学活性
化に取り組んでいます。凌霜会は、ベルカンと連携して様々なイベントを展開しており、
前記イベント以外にも七夕祭、新任ゼミ幹事オリエンテーション、三商大ゼミ討論会、大
学祭など幅広く支援し、豊かな大学生活をバックアップしています。

20:20

凌霜太郎様　　　　

新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。
（一社）凌霜会にご入会頂いた準会員（学生対
象）の皆様へ、学生生活を豊かにする新情報を
お届けさせていただきます。

☆★☆★　新入生向け情報　★☆★☆

■ 健康診断　4／○　時間：1時半～3時
　 場所：国際文化学部K棟です
■ 教科書リスト配布
　 4／○　＠国際文化学部B棟110
　 健康診断の帰りにお立ち寄りください
■ 新入生オリエンテーション
　【経済】4月1日
　【経営】4月2日 
　【 法 】4月4日 
■ 凌霜会主催
　新入準会員歓迎の集い
　学部オリエンテーションの後、懇親会をしま
す。入学に対する不安や悩みを友達や先輩にた
ずねて解決しましょう！
　【経済】4月1日
　【経営】4月2日 
　【 法 】4月4日 
■ 入学式は4日です。
　時間：10時～
　場所：ワールド記念ホール
　　　　＠神戸ポートアイランド

①メールマガジン、ツイッター、フェイスブックの配信
情報交流の活性化

在学生の方へ

メールマガジンの配信

配信希望の方へ
（メールマガジン登録フォーム）

➡
➡

より登録してください。  

　新入生向けメールマガジン「凌霜ジュニアWeekly」を毎週金曜日に、学部3回生以上・
大学院生向け「凌霜アドバンス」を隔週で配信しています。準会員向けにキャンパス
ニュースをはじめ、イベント・就職・サークル情報など、役立つ情報が満載されています。
　また、ツイッター、フェイスブックも発信しています。
　凌霜会ホームページ表紙の左下にある　　　　をクリックすると閲覧、登録できます。

メールマガジン受信用アドレスの
登録方法

■ 新3回生になる皆様へ

凌霜会メールマガジンでは、新3回生になる
皆様に、凌霜ジュニアに代わり凌霜アドバン
スへの配信切り替えのご案内をいたします。
凌霜アドバンスは、量・質共に豊富なためパソ
コンでの配信となります。

凌霜ホームページにて
（https://www.ryosokai.net の）
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■ 就職支援■ 就職支援

六甲台就職相談センター　六甲台就職相談センター　ルポルタージュルポルタージュ

社会科学系学生の就職支援を行う
六甲台就職相談センターの実状を
ベルカン（法・経済・経営学部ゼミ幹事会）
キャリア支援企画室の学生さんに
インタビューしていただきました

―六甲台就職相談センターからは我々の活動
に対して日頃から種々、アドバイスと支援をし
ていただきありがとうございます。

Ｑ：まずは、センターの就職支援の現状を改め
てお伺いしたいのですが。

Ａ：当センターでは凌霜会員7名の相談員が常駐
して、学生の皆さんの相談に応じています。7名
の相談員は製造業、都市銀行、総合商社、生
命保険、インフラの各業界で営業、財務、人事、
海外駐在などの経験豊富なOBです。各人がビ
ジネス界での経験を踏まえて個別相談、指導に取
り組んでいます。

Ｑ：日常の主な活動についてお聞かせください。

Ａ：当センターは、社会科学系の学部生、大学
院生の就職支援を目的に（一社）凌霜会のバッ
クアップのもとに設立されました。私たちの主たる
仕事は学生さん一人ひとりと面談して就職相談、
キャリア指導を行うことです。 
　学生の皆さんが、これから社会に出て行くにあ
たって、どのような進路を目指していけばよいかを、
相談員が個々人の思いや志望を聴き、相談に乗っ
て方向を一緒に考え、指導しています。 
　具体的には就職活動を進めて行くにあたり、自
己分析や企業研究の仕方、エントリーシートの書き
方、面接での留意点などを丁寧に指導しています。 
　相談内容は一人ひとり異なりますので、まさに
オーダーメードの個別対応になります。「各業種、

業界の実情と求める人材像・要件は?」といった
基本的な内容や「グローバルな世界で仕事がした
い」、「関西圏で仕事がしたい」といったビジネス
フィールドの問題、さらには「複数の企業から内定
をもらったが、どのように絞ったらよいか、また辞退
の仕方は?」、「内定がもらえず今後どのような行動
をとっていったらよいか?」といった具体的な対処
の仕方など相談内容は広範囲にわたり様々です。  
　私達相談員は、同じ凌霜会員として長年のビ
ジネス界での経験を踏まえて、まさに真剣勝負で
相談に乗っています。時にはビジネスルールやマ
ナーといった観点から指摘したり、厳しく指導した
りすることもありますが、これもこれから社会に出
て行くために必要なことであり、就職活動におい
ても大いに役に立っていると思います。 一方で、
企業の人事部とのコネクションも幅広く持っており、
企業からの求人内容を見て学生に紹介することも
多くあります。ただ、これは斡旋ではなく、あくま
で紹介の範囲で行っていますのでその後の具体
的なアクションは学生から企業に働きかけてもらう
ようにしています。

　また大学が学部ごとに3回生と修士課程1回
生の学生を主たる対象とした就職活動説明会を
実施していますが、当センターの指導員が講師と
して就職活動の流れや留意点についてレクチャー
しています。

Ｑ：どの程度の人数が訪れていますか？

Ａ：当センターに訪れる学生は年間で延べ2,000
人を超えていて、そのほとんどの学生に面談し、
相談に乗っています。リピーターの学生が多くて、
当センターに一度足を運んでもらえたら継続的に相
談に来たいと言う学生が多いのが特徴です。 
　特に予約制を取っていませんので学生が来た
いとき、時間が空いたときに気軽に来てもらったら
結構です。ただ、ピーク時には一日に20人から
30人の来訪があってしばらく待ってもらうこともあり
ます。

Ｑ：同窓会である凌霜会とセンターとの関係は
どのようになっているのでしょうか？

Ａ：凌霜会からは予算面や日常の物心両面での
支援をお願いしているとともに、様々な場面で凌
霜会の人脈は役に立っています。まさに二人三
脚で運営していると言えます。

Ｑ：それでは最後にこれから凌霜会の準会員と
なる新入生に対して、アドバイスをお願いします。

Ａ：大学時代はこれまでの生活と比べて比較的
自由に時間を使える4年間です。この貴重な時
間を学生の本分である学業はもちろんのこと、クラ
ブ、サークル、課外活動、留学など今しかできな
いことに精いっぱい取り組んでいただきたいと思い
ます。その経験が社会人になってからの肥やしに
なると同時に、就職活動においても大きな武器に
なることを今からよく理解しておいて欲しいと思っ

ています。 
　そのためにまず第一に読書に励み、新聞を読
みこなすことです。知性と教養を高め、見識を深
めるとともに論理的思考力・文章力を養うことは
学生として、また社会人としても重要なことです。 
　さらには、国内外の政治・経済情勢に目を向け、
世の中の動きやトレンドに関心を持って自分なりの
意見を持ち、見解を醸成していくことは将来の進
路を決めるうえでも欠かすことができません。 
　次にコミュニケーション能力を養うことです。他
人の話をしっかり聴いて話の真意をつかみ、そし
て自分の意見と意思を正確に伝えることは社会で
の基本です。人との建設的な関わりを多く持って、
コミュニケーション能力を高める努力を心がけて欲
しいと思います。 
　最後に語学力の向上に早めに取り組むことで
す。現代のグローバル社会において、企業は業
界・業種を問わず世界市場を見据えてビジネスを
しようとしています。そのために求められているの
は国際的な視野と感覚、そして語学力、特に英
語力です。例えばTOEIC試験に早期に取り組
んで英語力アップに努めて欲しいと思います。 

─センターで取り組んでいただいている業務
がかなり多岐に及んでいる実情がよく判りまし
た。六甲台学生評議会としては、それらを一
般学生に出来るだけ広く周知されるよう更に協
力し、また新たな提案もして行きたいと考えて
いますので今後とも宜しくお願いします。
　どうも有難うございました。

ベルカン（法・経済・経営学部ゼミ幹事会）とは...　
六甲台各学部のゼミの代表（幹事）を中心とした団体で
す。七夕祭、三商ゼミ、ゼミオリエンテーション、謝恩
会、キャリア支援セミナー・就職活動支援を実施して、
大学活性化に貢献しています。

インタビューに答えていただいた

浅田指導員
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相談員の皆さん
（前列左より）
竹内　雅弘氏　経営学部卒（日本毛織ＯＢ）
浜田　久佳氏　経営学部卒（三菱商事ＯＢ）
新井　啓介氏　法学部卒　（日本生命ＯＢ）
（後列左より）
浅田　恭正氏　経営学部卒（大阪ガスＯＢ）
絹田　清昭氏　経済学部卒（川崎重工ＯＢ）
浅井　隆司氏　経済学部卒（三菱UFJ銀行ＯＢ）
大樫　徹男氏　経済学部卒（住友商事ＯＢ）
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■ 正会員向けのサービスご紹介

◆ 会誌「凌霜」
　年４回（１・４・７・１０月）発行。会費
納入者全員に配布。同窓生同士の連携を強め
るとともに、母校の最新トピックを知る情報
媒体として、お役に立ちます。

◆ メールマガジン「凌霜ビジネス」
　隔週金曜日配信

■ 関連施設のご紹介

◆ 会員「Web名簿」閲覧サービス
　会費納入会員なら、凌霜会ホームページの会員制ページから、IDとパスワードでログイン
していただき、Web名簿を閲覧できます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正
　
会
　
員

◆ 母校の支援活動
　母校経済・経営・法学部等への援助活動として、ホームカミングデイ、六甲祭（学園
祭）、三商大ゼミ対抗討論会など各種行事への補助等を行っています。

◆ 各種会合のご案内
　神戸・東京・大阪のほか支部単位に、さまざまな会合
や講演会を開催し、会員相互の啓発と親睦を図っています。
わけても、毎月例会を開催している神戸凌霜午餐会は各
氏の講演が好評で、1500回を超えて開催されています。
　このほか、同期会、ゼミ、サークルなどの会合も多数
開かれ、交流の輪が広がっています。

■ 神戸大学東京六甲クラブ
 
　JR有楽町、地下鉄日比谷・有楽町
駅すぐ近くのお堀端、帝劇ビルB2
に所在。関東在住神戸大学卒業生の
研鑚と憩いの場「東京凌霜クラブ」と
して約50年が経つ。一般社団法人神
戸大学東京六甲クラブに衣替えさ
れ、全学部卒業生に入会のご案内中。
年間を通じて講演会や音楽会・ビア
パーティー等各種行事も開催され、
交流の輪が広がっている。

TEL：03‐3211‐2916
https://www.rokko-club.jp/
E-mail:tokyo@rokko-club.jp

■ 大阪凌霜クラブ　　　　
 
　梅田、大阪駅前第一ビル11階に所
在。当クラブは、神戸大学卒業生の「会
員制クラブ」で、「集いの場」として、各
種クラブ、サークル、同期会、異業種交
流などに利用されております。写真にあ
る本館ホールは、主に懇親会、パーティ
用に約50席、及び別途20人程度着席
可能な会議室があります。その他にも、
同フロアに50～60人収容の「セミナー
ルーム」があり、立地条件が良く費用が
安い「学びの場」を提供しております。

TEL：06‐6345‐1150
https://www.osaka-ryoso.com/
E-mail:osaka.ryoso@gmail.com

■ 神戸大学クラブＫＵＣ
 
　KUCは、学部・卆年・経歴を問わず
神戸大学のOB・OGであれば誰でも入
会出来る会員制組織です。現在KUC
独自の施設は保有しておりませんが、六
甲苑、楠公会館を拠点として年数回の
講演会・見学会を兼ねた懇親会を開催
しています。
　また、ゴルフ・囲碁・旅行などの同好会
等もあり年間5,000円の会費で豊かなセ
カンドライフを楽しんでいただけます。さら
に会員は、東京・大阪の各クラブにおい
ても同じ会員として扱われます。
TEL：078‐802-3113
https://kobeuniv-club.com/
E-mail:kuc@kobeuniv-club.com

　キャリア支援を中心に、異業種交流会や各種イベントのご案内等、あなたの
ビジネス・生活に役立つ情報から、凌霜会誌と連動した会員制独自コンテンツ
まで、神戸大学関連の情報をタイムリーに配信しております。

　また、ツイッター、フェイスブックなどSNSも発信しています。いずれも凌霜
会ホームページ表紙左下にある　　　  をクリックすれば閲覧・登録できます。

======================================
☆★　各支部・行事のご案内　　☆★
======================================
■　東京凌霜クラブ　　1月6日(土)　新年互礼会
http://home.kobe-u.com/tokyo/
======================================
■　神戸凌霜午餐会　1月10日(水)　第1516回例会
http://www.kobe-u.com/ryoso/
======================================
■　大阪凌霜クラブ　1月16日(火)　定例会・新年交歓会
http://home.kobe-u.com/osaka/
======================================

　法・経済・経営の３研究科は2015年度から、世界で
活躍できるグローバル・ビジネスリーダーを育成するた
め、「グローバルマスタープログラム（GMAPs）」を開設
した。世界の著名教授を講師に招き、神戸大の教授と
共同で講義することで、日本にいながら世界最高峰の
講義が学べる、他に類を見ないプログラムだ。

3）森岡毅・USJ執行役員（H８営）が、USJのＶ字回
　 復とハリー・ポッターの立役者として紹介された
　ジェットコースターを後ろ向きに走らせる「逆さ
ライド」など、巨額投資を抑えたアトラクションや
イベントを仕掛け、３年がかりでキャッシュフロー
を増やし、最小限の借り入れでハリー・ポッターの
費用450億円を捻出した。

■　グローバルマスタープログラム（GMAPs）創設　■
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

閣で総務相に就任した。松下政経塾出身、奈良2区選出で
当選6回。少子化担当相、党広報本部長などを歴任。

１．山中伸
弥京大教授（

S62医）にノ
ーベル生理

学・医学賞

体のあらゆ
る細胞に変

わる能力を
持つ万能細

胞「iPS細胞

（人工多能
性幹細胞）

」を開発し
たことが認

められた。
医

学・生理学
賞は利根川

進さんに次
ぎ25年ぶり

２人目。日
本

の受賞は19人
目。山中教授

は11月に文化
勲章も受賞し

た。

２．脇田晴子
氏（S31文学

部卒）が文化
勲章を受章

　日本史研究
家で滋賀県

立大学名誉
教授の脇田

晴子氏が文
化

勲章を受章
されました

。

　脇田氏は
、1956（S31

）年に本学文
学部史学科

をご卒業。

2005（H17）
年に、文化功

労者に選ばれ
た。

３．相馬芳枝（
S40理卒）神

戸大学特別
顧問に女性

化学賞

　キュリー
夫人のノー

ベル化学賞
受賞から10

0年に当たる

「世界化学年
」の記念事業

として、創設
された「女性

化学賞」

に世界16か
国から23人

の女性化学
者が選ばれ

、日本では
た

だ一人受賞
することと

なりました。

４．凌霜人の
動き

1）日経紙「
ひと脈々」に

凌霜人登場

　「MEST」
は関西生産

性本部主催
の経営幹部

交流セミ

ナー修了生
の同窓会組

織。

　
　MESTのメ

ンバーには
坂井信也阪

神電鉄会長（
S45経

済）、北幸二
関西アーバ

ン銀行頭取（
S51法）の名

もあり、ま

た、大坪清関
西生産性本

部会長（S37
経済）のコメ

ントも添え

られています
。

2）高市早苗
（S59 営）

衆議院議員
が

　　　　　　
第2次安倍改

造内閣で総務
相に

　自民党政
調会長だっ

た高市早苗
氏が、第2次

安倍改造内

＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
＝

■　神戸大
学OB・OG

の活躍から
　■

＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
＝

凌霜　太郎　様

メールマガジンをご愛読いただき有り難うございます。
今号はホームカミングディを中心に、有益なセミナーや凌霜人の活躍ぶり、
母校の近況などをお知らせします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■　神戸大学ホームカミングディ開催のご案内　■
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　『第12回神戸大学ホームカミングディが、10月28日（土）に行われました。
メイン会場は、本学出身で出光興産（株）の創業者である出光佐三氏の名前を
冠した「出光佐三記念六甲台講堂」。午前の記念式典の総合司会はアナウン
サー朝山くみ氏（H11経済学部卒）でした。
大学HP：http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/2017/
　
　午後は六甲台企画の学術講演会「テレビのリ・インベンション（再発明）：シビック・
プライドを胸に」（講師・脇浜紀子・京都産業大教授）が引き続き行われました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■　神戸大学創立110周年記念事業　■
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　神戸大学は2012年、1902（明治35）年の創立以来110周年を迎えました。
　神戸大学は「世紀を超えて～神戸大学」（For 110 years and beyond）を
キャッチフレーズに、さらなる発展を目指し、新しい教育システムを構築す
るとともに、神戸大学の知を国民の皆様に還元すべく、創立110周年を記念し
た式典や各種のシンポジウム、公開講座などを実施しました。
記念式典：
http://www.kobe-u.ac.jp/topics/top/t2012_05_16_01.html
110周年行事：
http://www.kobe-u.ac.jp/info/outline/110th/index.html
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■　凌霜会・六甲台後援会寄附講義「社会科学の実践」■
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　法、経済・経営学部１年生を対象に、2015年度から、凌霜会・六甲台後
援会寄附講義「社会科学の実践」が開講しました。第一線で活躍中の凌霜出
身の先輩による12回の講義。実社会を経験してきた生きた法学、経済学、
経営学が学べます。今後のキャリア形成や、グローバル人材として備えなけ
ればいけない基盤の習得を目標とした講義です。
　おもしろくて役に立つと評判で出席率は90%を超えています。
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■ 対談「凌霜会とともに…」
社会の第一線で活躍している凌霜会員に「凌霜会」をテーマに対談していただ
きました。

準
会
員
／
正
会
員

ナンバーワンでオンリーワン

̶最初に出身校と神戸大学に進学した理
由をお聞かせください。

水島：私は神戸市の生まれ、高校は甲陽学
院です。父が凌霜OBなものですから、神戸
大学に行くのが当然、と考えていましたね。 

江崎：私は、灘高校です。志望が経済・経営
分野だったので、国立大では当時ナンバーワ
ンであり、かつオンリーワンでもあった神戸大
学の経営学部を選びました。

̶凌霜といえば、神戸高商以来の少人数
ゼミナールが伝統ですが...

江崎：当代一流の経営学者と言われた人気
ゼミの占部都美先生のもとで、実践的な経
営学をたたきこまれました。お陰様で今でも

思い当たることが多々あり、たいへん良かっ
たと感謝しています。

水島：私は法学部の増田毅先生のゼミでし
た。今で言うと国際政治学のゼミです。あまり
弁護士という現職とは関係ないのですが、
先生のお人柄に触れたこと、教養の幅を広
げることができたという意味では、貴重な体
験でした。

̶ゼミと学業以外では、どんなことに力
を入れましたか？

江崎：体育会卓球部に所属して、練習に、
試合にと、没頭しましたね。その関係もあっ
て、現在、大阪卓球協会の会長をやってお
ります。

水島：私は法曹界を目指していましたから、司
法試験の受験勉強に追われる毎日でした。

社会への貢献も考えて...

̶最近は、産学連携ということが言われ
ておりますが、どのような社会活動をなさ
っているでしょうか？

江崎：いろいろやっていますが、神戸大学で
は経済経営研究所で、「江崎グリコ国際経
営セミナー」を開催しております。企業は目前
の利益を追うだけではダメで、社会への貢献
も考えなければなりません。

水島：私の場合、「凌霜法曹会」という、神戸
大学出身の法曹三者の集まりがあります。
2004年にスタートした法科大学院は、実務に
強い弁護士を育成するのが趣旨ですから、
実務家である我々と大学の先生方と連携を
して後輩を育てていくことが、その役割になる
と思います。

̶同窓会活動について、抱負をお聞かせ
ください。

大学経営の根幹となる同窓会

江崎：国立大学は、独立法人化したのです
が、これからの同窓会は、まさに、大学経営
の根幹にあたる存在とならざるを得ません。
特に、国からの予算が段々と減額されていく

なかで、他大学と競争をしながら、さまざまな
ニーズをもった学生に対しての教育サービス
を提供していく訳ですから、奨学金や就職支
援、それから、ネットインフラの整備、更に大阪
や東京等のサテライトキャンパスにおける学
生に対しての教育サービスは、同窓会がサポ
ートをしなければならないと考えております。

水島：就職支援も単なる押し込み型ではな
く、キャリア支援という観点から、卒業後も含
めた｢人生相談｣を先輩との交流の中ででき
るのが、凌霜会の強みですね。

世代を超えた交流

̶最後に後輩に一言お願いします。

江崎：凌霜会にぜひ入会していただきたい、
ということです。せっかく歴史と伝統のある凌
霜生となったのですから、凌霜会に入って磨
きをかけてほしいですね。同期生との結束を
強めるだけでなく、世代を超えた交流ができ、
人間の幅も広くなることは間違いありません。

水島：まったく同感です。凌霜会に入ることに
よって数々のサービスも享受できるわけです
から「入らないと損をする」と、いうことですね。

̶どうもありがとうございました。

水島　昇　みずしまのぼる
49年生まれ。76年法学部卒業（増田ゼミ）、
77年司法試験合格。80年大阪弁護士会登録。
90年～水島法律事務所所長。凌霜会理事

江崎　勝久　えざきかつひさ
1941年生まれ、兵庫県出身。64年経営学部卒業
（占部ゼミ）、同年松下電器産業入社。66年江崎グ
リコ入社。73年代表取締役副社長を経て82年代表
取締役社長に就任。現在に至る。元凌霜会副理事
長、元凌霜会大阪支部長・元大阪凌霜クラブ会長
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■ ご入会の方法■ 凌霜会ホームページご案内  https://www.ryosokai.net

同封の「払込取扱票」に必要事項をご記入の上、最寄りの郵便局からお振り込みください。
※払込取扱票が無い場合は、凌霜会事務局までお問い合せいただくか、凌霜会ホームページ
　の入会申し込みフォームをご利用ください。追って申し込み書類を送付いたします。

◆個人情報の保護に関する事項
　凌霜会の申込の際に皆様からご登録いただきました個人情報は、会誌の送付・メ
ールマガジンの配信等のサービス提供の為に利用いたします。なお、これらの名簿
の管理には神戸大学と同様の安全管理措置を講じています。

玄関

内部三木記念同窓会館（1F：凌霜会）

国文キャンパスからは学生会館の横の階段を登り切った所
六甲台の東端に位置しています。

六甲台鳥瞰図

↑

↓

図書館

第１学舎

学生会館
三木記念同窓会館

国際文化学部
キャンパス

→

工学部

本　部
文学部
理学部
農学部

兼松記念館

凌霜会

法科大学院
自習棟

階段

陸橋

一
般
道
路

行事のご案内　
　各種行事のご案内を掲載
　しています

ゼミ同窓会のご案内　
　ゼミ会合・同窓会の開催
　予定の告知にご利用いた
　だけます

卒業生の方へ　…会誌“凌霜”の案内・バックナンバー
　　　　　　　　各種会合のご案内、関連施設の紹介
　　　　　　　　会員ホームページリンク集
　　　　　　　　入会手続き、勤務先・自宅異動届様式

会員制ページ
・Web名簿閲覧
　　会費納入正会員であれ
　　ばIDとパスワードでロ
　　グイン、名簿を検索で
　　きます

・会員からの要望・お問
　い合わせを簡単に書き
　込むページを用意しま
　した

凌霜会からのお知らせ　
　随時お知らせ事項を掲載
　しています

凌霜会のご紹介　…“凌霜”のいわれ、生い立ち、事業計画・事業報告

在学生の方へ　…メルマガ“ジュニア”“アドバンス”の配信
　　　　　　　　就職支援情報の提供、先輩からのメッセージ
　　　　　　　　入会案内・転居届様式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
案
内
／
入
会
方
法

大階段アカデミア館

フロンティア館

法学部、法学研究科

六甲台グラウンド

経済経営研究所

三木記念同窓会館

学生会館法科大学院自習棟

研究棟新館
第2研究棟

国際協力研究科

武道館
（艱貞堂）

兼松記念館図書館

講堂
本館

神大正門前バス停

鶴甲キャンパス
国際文化学部

凌霜会

第2学舎

第3学舎

経済学部、経済学研究科
経営学部、経営学研究科

模擬法廷棟
ラ・クール

第4学舎

正門

会　費
■ 準会員

■ 正会員：￥5,000／1年
　　　　　￥100,000／終身会員（満60歳以上の方が対象です）

学部新入学の方
学部編入学の方
大学院新入学の方

：￥40,000
：￥35,000
：￥27,000

／10年分（在学中4年分＋卒業後6年分）
／8年分前納
／6年分前納
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〒657－8501
神戸市灘区六甲台町2－1　神戸大学三木記念同窓会館内
TEL：078－805－3833／3834
FAX：078－805－3837
E-mail：ryoso@ryosokai.net

https：//www.ryosokai.net

一般社団法人 凌霜会


