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平成28、29年度行事予定（総会のご案内）
　平成28、29年度の各支部総会を下記の通り開催いた
します。皆様、お誘い合わせの上、多数ご参集下さい
ますようご案内申し上げます。

平成28年度　広島地区九大法・経同窓会総会
日時　平成28年12月２日（金）18時30分〜 20時30分
場所　メルパルク広島
　　　（広島市中区基町６−36　TEL（082）222−8501）
<お問い合わせ先>

広島地区九大法・経同窓会事務局　藤森　誠
中国電力㈱
E-mail  278828@pnet.energia.co.jp

平成28年度　大分県支部総会
日時　平成28年12月８日（木）18時〜 21時
場所　ホルトホール大分　２Ｆ　セミナールーム

（大分市金池南１−５−１　TEL（097）576−7555）
<お問い合わせ先>  
 大分県支部事務局　工藤　順一

日本文理大学経営経済学部
TEL（097）524−2689（直通）
E-mail  kudoji@nbu.ac.jp

平成29年　関西支部総会
日時　平成29年２月18日（土）15時〜
場所　阪急ターミナルスクエア17（阪急17番街）
<お問い合わせ先>　関西支部事務局　中野　光男
　　　富士精版印刷株式会社管理本部　気付

TEL（06）6394−1182
E-mail  m-nakano@fujiseihan.co.jp

平成29年度　福岡支部総会
日時　平成29年６月９日（金）18時〜
場所　ソラリア西鉄ホテル　８F

（福岡市中央区天神２−２−43　TEL（092）752−5555）
<お問い合わせ先>　福岡支部事務局　髙木・国

こ く

生
しょう

公益財団法人九州経済調査協会内 TEL（092）721−4900
E-mail  soumu-02@kerc.or.jp

平成29年度　全国・東京支部合同総会
日時　平成29年７月７日（金）18時〜20時50分 　

場所　学士会館　210号室
（東京都千代田区神田錦町３−28　TEL（03）3292−5936）

<お問い合わせ先>　東京支部事務局　吉元　利行
株式会社オリエント総合研究所
TEL （03）5877−5590　FAX（03）5877−5859
E-mail　toshiyuki.yoshimoto@onet.orico.co.jp（会社）
　　　   t29yoshimoto@aol.com （自宅）
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支 部 だより支 部 だより

東 京 支 部　
１．新卒歓迎会 in 渋谷
　第５回目の新卒歓迎会を４月16日（土）午後３時
から、渋谷南口Ｇ-styleにて開催しました。今回は、
これまでに歓迎されたことのある平成24年から27年
までの卒業生の皆さんが参加して、司会進行・企画
運営は平成24年卒業の水田さんと竹之下さんで行い
ました。
　参加呼びかけでは、
・知り合いを増やしたい！仕事のコツが聞きたい！
・困ったときに相談にのってくれる人がほしいな！
・先輩がご飯おごってくれないかな？
　というキャッチを使いましたが、その内容どおり、
仕事の仕方、組み立て方についての経験談を中心と
したプレゼンを軸に、テーブルごとに、新卒者16名
と先輩18名で中身の濃い情報交換を行うことが出来
ました。

　今回の参加を機に、７月の七夕総会にも参加して
くれました。引き続き、来年も開催しますが、同窓
会の参加が増えてきた若手皆さん中心の企画を今後
検討していきたいと思います。

２．恒例の七夕総会を開催
　７月７日（木）午後６時から東京・神田神保町の

学士会館において、総会と懇親会を開催しました。
総会後の記念講演では、古川洽次元三菱商事副社
長（昭和37九大法学部卒。元日本郵政社長）の「学
び続ける楽しさ、素晴らしさ～決算書の謎解きも趣
味？」と題した講演がありました。講演では役員と
して勤めた三菱商事、日本郵政、鹿島建設の３社を
題材に、その決算書をもとに、総資産・純資産と市
場の評価といえる株式の時価総額とを比較して、そ
れぞれの企業の特徴と注目すべきポイントをお話い
ただきました。また、趣味の俳句づくりのお話では、
九州大学出身の俳人森澄雄氏の俳句を紹介、東北大
震災で津波被害を受けた福島を訪ね、郵便局の金庫
が流されてしまうなどの悲惨な状況を見て、読んだ
句などのお話をいただきました。また、最近では古
文書に書かれた文字の解読のお話など、大変幅広い
趣味のお話でした。

　その後、講師や来賓の方々を交えた懇親会では、
９つのテーブルに分かれて、テーブルスピーチを交
えた交流が始まりました。今年は、参加者の１割を
超える女性の参加があり、二次会にも多数の参加が
あり、大盛況でした。
　総会で承認された予算・新役員は、「九州大学経
済学部同窓会東京支部ＨＰ」をご覧ください。

【東京支部事務局長　吉元　利行　1978（昭和53）年卒】

３．九大東京同窓会
　８月27日土曜日、表参道の青山ダイヤモンドホー
ルにて東京同窓会サマーフェスタが開催されました。
あいにくの雨でしたが、定番となってきている浴衣
姿での参加者も。会場はやぐらと提灯で飾り付けさ
れ、夏の中の涼しさを感じました。
　今年のテーマは「日本の魅力再発見」。リオオ
リンピックがメダルラッシュに沸いて終了し、次
の2020年東京開催へと繋がりました。母校九大も
Super global university TOP100入りを目指し、文

　同窓会報改革の一環として、今号より「支部だよ
り」の拡充を図ることになりました。同窓の皆さま
のご意見・ご感想など事務局まで御寄せ頂けると幸
いです。
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系改革等に取り組んでいる最中です。グローバル化
が進む中で改めて古きよき日本の良さも見つめ直そ
うという企画でした。
　前半は出身県別に分けられたテーブルで懇談し、
特別メニューのジロー風スパゲティを食べて学生生
活を懐かしみました。
　会の中盤では毎年恒例のハーフタイムショーがあ
ります。今年は工学部応用物質科学卒の山口真紀さ
んがAKB48の恋チュンを踊りながら登場。山口さ
んはミセスワールド日本代表として10 ～ 11月に開
催される世界大会に出場される方です。同窓生にそ
のような方がいらっしゃったとは知らなかった方も
多く、山口さんの華やかな演出に会場は大いに盛り
上がりました。

　その後、炭坑節、おはら節といった盆踊りを踊っ
たり、「ふるさと」など美しい歌を聴いたりと賑や
かな雰囲気の中、同窓生との楽しいひと時を過ごす
ことができました。
　母校九大の取り組みを知り、学生時代を懐かしみ、
改めて多くの同窓生と触れ合い、内容の濃い充実し
た会となりました。

【理事　竹之下一也　2012（平成24）年卒】

４．理事会の活動
　本年度第２回目の理事会を開催し、総会に関する
報告と議案を承認しました。

日　時　６月１日（水）午後７時から
場　所   九大東京オフィス
出席者　籾井支部長ほか今年度理事候補者を含む

22名の参加

５．若手理事の活動から
　東京支部では、事務局と若手理事で随時「若手理
事会」を開催しています。
　内容は、新卒歓迎会の企画や総会の反省会、若手

と先輩をつなぐ企画の検討などです。
　今回は、そのような活動に関する若手理事からの
一文を寄せてもらいました。 
 

　生きた繋がりが生まれる会

office　IDEMIO代表

東京支部　同窓会理事

青栁　未央氏
2004（平成16）年卒

2006（平成18）年修士修了

　私と同窓会の繋がりは、
卒業して10年後からスター

トしました。
　そのタイミングは、私がそれまで勤めていた会社
を辞めて、独立した時でもありました。
　偶然そのタイミングになった訳ではなく、会社員
時代は育児と仕事（以前はシステムエンジニアでし
た）、そして現在の本業であるキャリアコンサルタ
ントとしての活動で精神的にも日程的にも余裕がな
く、同窓会の存在は意識しつつも自ら繋がる気持ち
が希薄でした。
　ただ、同窓会を意識し続けられたのは、大学時代
にお世話になったゼミの恩師が七夕総会の案内を卒
業して何年たっても、ゼミ生のメーリングリストに
投稿してくださっていたことにあります。先生に会
いたい、という思いもあったので、「いつかは・・」
とうっすら意識できていました。また新卒で上京し
てくる後輩たちの歓迎会の様子がFacebookに投稿
されるようになってからは、より身近にも感じてい
ました。
　その結果、独立したときにふと、新卒で上京して
くる後輩たちが新たな環境に不安を抱えていれば、
社会人の先輩として、在京歴が長い先輩として、そ
してキャリアカウンセラーとしても、不安解消の役
に立てるのではないか、やっと母校へ還元できる機
会ではないかと考え、独立してすぐの新卒歓迎会に
参加させて頂きました。
　そこでのご縁で理事に加えて頂くことになり、そ
の後、七夕総会でお手伝いさせて頂きました。総会
では多くの大先輩に出会い、私は若手へ還元すると
いうよりも私自身が若手の方に位置づけられる人数
構成であり、大先輩たちからエールを多く頂き、大
変な刺激になりました。独立したての私に、先輩た
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います。野外勉強会の模様は写真のとおりです。）
　このたび、その続編として、中野氏に「真田丸散
歩」をまとめていただきましたので、ご紹介します。
　今年（平成28年）の勉強会は、11月12日（土）、
午後２時より、阪急32番街27階（阪急グランドビル）

「グランド白楽天」にて行われます。講師は、昭和
29年経済学部卒の清水逸雄氏（元大日本製薬㈱常務
取締役）、演題は「元気で長生きするために」です。
面白い内容になりそうです。奮ってご参加ください。
　なお、来年（平成29年）の支部総会は、今年と同
様、阪急ターミナルスクエア・17（阪急17番街）に
て、午後３時より開催いたします。参加ご希望の方
は、事務局（下記）までご連絡ください。
＜事務局＞

〒532－0004　大阪市淀川区西宮原２－４－33
富士精版印刷株式会社　管理本部気付
九大経済学部同窓会関西支部　事務局長

ちは「どんなことしてるの？」と質問してくださり、
自身の事業内容を大先輩たちに必死に伝えようとし
ました。しかし「駄目だ、それでは独自性が伝わら
ない。」「どうやったらあなたを他の人に紹介できる
の？」等、繋がりがあるからこそ言える言葉と、期
待と愛情を感じるアドバイスを頂きました。
　というのも、その頃、多方面から経営者交流会の
誘いや、協業の誘いを頂いていたのですが、人とし
て「信頼」できるのか、直感的に引っかかることが
あり、結局、そういった場や人とうまくいかないこ
とが続いていたのです。その経験があったので、こ
の同窓会で出会う先輩や後輩との繋がりは、人とし
ての「信頼」をベースに話せる方が多い、と安心感
がありました。実のある温かな「生きた繋がり」が
生まれるのが同窓会だとその時感じました。
　振り返ると、会社員時代は社内の人脈に閉じてお
り、もっと早くに同窓会で様々な年代の先輩後輩に

出会っていたら、もっと異なる会社員時代を過ごし
たんだろうな、と反省もしました。
　今は独立して仕事のペースはさらにハードになり、
育児も重なり、同窓会に関わる時間を生み出すこと
が課題です。ただ、この同窓会という環境を継続す
ることは、私たちの義務だと感じていますので、で
きる役割を全うして関わり続けようと思っていま
す。同窓会に出た印象として、30代、40代の方の参
加が少ないようでした。確かに企業内でも実務の重
要なポジションを担う年代であり、女性は育児が忙
しく、幼い子がいて夜のイベントに出辛いといった
ご事情があるかと推察します。私自身、子供が幼く、
夜のイベントは参加が難しいこともありますが、そ
ういった年代の方も参加しやすいイベントや関わり
方をこれから創出して同窓会をさらに活性化したい、
という思いを今後の同窓会活動の私の目標に掲げて
活動したいと思います。

関 西 支 部　
関西支部より「勉強会」の報告～ＮＨＫ大河ドラマ

「真田丸」にちなんで～
　関西支部恒例の秋の勉強会ですが、昨年（平成27年）
は11月14日（土）に「野外勉強会」（いつもは室内で
実施される）と称して、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」
の舞台である大坂城激戦地を巡る実地での勉強会を
実施しました。講師は、昭和51年経済学科卒の中野
善文氏にお願いしました。中野氏は、ＮＰＯ法人大
阪観光ボランティア協会のガイドで、大阪市の郷土
史に大変詳しく、真田丸だけでなく、飛鳥・奈良時
代の難波宮、さらに時代を遡り縄文時代の森ノ宮遺
跡について、現地を訪れて現時点の調査状況や当時
の概要など詳細な説明をしていただきました。（勉
強会のレポートは同窓会ホームページに掲載されて
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中野　光男（昭和50年経営学科卒）
TEL（06）6394－1182　FAX（06）6394－1082
E-mail：m-nakano@fujiseihan.co.jp

【関西支部事務局長　中野　光男　1975（昭和50）年卒】

 

　真田丸散歩
関西支部　同窓会理事　

中野　善文氏　
1976（昭和51）年卒　

Ⅰ 真田丸界隈
　真田丸は、今回の大河ドラマ「真田丸」の人気を
待つまでもなく、池波正太郎の「真田太平記」、司
馬遼太郎の「城塞」などの小説、講談、そして真田
十勇士でおなじみの大正時代成立の「立川文庫」な
どであまりにも有名であるが、実は、真田丸はどこ
にあったかは、正確にはわかっていない。今の大阪
城の周りの東西南北各２㎞の範囲に広がる豊臣大坂
城の惣構えの南側にあったのは、文献や大坂の陣の
絵図などで分かるが、発掘調査では、何一つ遺構が
発見されていない謎の出丸である。
Ⅱ 真田丸に関する文書記述
　一部を紹介すると、
・玉造口御門之南、東八丁目の御門の東一段高き

畑御座候を、三方二から堀をほり、塀を一重かけ、
堀の向とから堀（空堀）の中と、堀きわ二柵を三
重二付、　所々矢倉せいろうを上ケ、堀のうで木
の通り二は、七尺の武者ばしりをいたし、父子の
人数六千余人二て籠申候、是を真田の出城と申候」

（大坂御陣山口休庵咄）
・真田左衛門出丸、堀より外に五

間四方程の取出矢倉をあけ、南の
方に高サ壱間程の高き土居をつけ、
其上二柵をふりて南にあたり口を
明、格子のあけ戸を仕申候、出丸
より惣堀の中に細道を付、城中へ
出入仕候事」「辛島若狭大坂物語」

（「大坂―乱起条々・辛島若狭守覚
書」永青文庫蔵、熊本大学附属図
書館保管）

・大坂大手惣手辰包（己カ）門、真
田左衛門佐持口、門之前橋を越、
惣堀ヨリ二町半計、敵地へ張出取
手をかこひ、成程丈夫二大材木を
以普請いたし、から堀をほり、ひ

しをまき不及申、成程手つよく持詰、へいを一間
と被破不申候、是を真田丸と申候」（「見聞記」新
修大阪市史　大阪城編）

・此丸ハ惣構江為横矢俄二取出シ曲輪也、篠山ト云
（「当代記」慶長19.12.3）

Ⅲ 真田丸の形は、どんな形だったのか。有力な千
田説
　奈良大学の千田学長の説はかなりのインパクトを
歴史愛好家に与えている。千田説は、有名なので詳
しくは紹介しないが、後で述べる説と対比しやすい
特徴を簡記すると、
・①浅野文庫「諸国古城之図　摂津真田丸」の図

は、「現地調査によって作成した現状図とみられ
るもので、極めて信頼性の高い実地調査図」と評
価。その南の堀も描かれている、とした。

・②真田丸は、大坂城惣構と幅200ｍの惣堀で隔て
られた独立した「孤立無援の砦」

・③真田丸は丸馬出ではなく、四角に近い形である。
（まるうまだし、「まいだし」と読みたくなる）

・④真田丸の主郭は、明星学園を中心に、心眼寺坂、
心眼寺などの寺域を含み、現在の眞田山墓地や三
光神社を含まない場所。地中レーダー探査で南の
堀らしきものが出ている。
　なお、テレビ番組では、第二次大戦で焼けて建
物がないこの地区を写した米軍の航空写真で立体
的にも分析していた。テレビでは、これで決定と
いうような感じのニュアンスであった。

Ⅳ 大阪で有力な説
・大阪では、大阪博物館協会大阪文化財研究所など

が、科学研究費助成事業で、過去の大阪の発掘調

松尾信裕氏作成　大阪歴史博物館研修資料
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査やボーリング調査の膨大なデータをもとに、各
時代の大阪の地形を復元した地図等の貴重な資料
を作成しているが、そのデータを活用した研究が
ある。片岡愛之助の番組で取り上げられた、大阪
文化財研究所の難波宮でも著名な積山洋氏の真田
丸説とかなり近い説が大阪歴史博物館の学芸員の、
松尾信裕氏（元大阪城博物館館長）・大澤研一氏
からも出されており、ここではその説を簡単に紹
介したい。歴史博物館で直接にご指導をいただい
た。

松尾大澤説
a 浅野文庫・諸国古城之図の完成時期
・広島藩５代藩主浅野吉長（在位1705年～ 1752年）

の命で作成、完成は1753年で真田丸の破却から約
100年以上も後のものである。つい最近発見され
た松江藩の真田丸の古図（極秘諸国城図74枚のう
ちの１枚）を包んでいた紙にある年代が元禄（1688
年～ 1704年）とあり、よく似た絵図である。影
響が感じられる。元禄でも冬の陣から74年以上
たっている。

・大阪歴史博物館蔵にこれらの地区の大坂三郷町絵
図が複数存在する。明暦３年（1657年）、寛文６
～８年頃（1666 ～ 1668年）、貞享元年（1684年）、
貞享元～４年頃（1684 ～ 1687年）を見ると、実
地調査をしたという浅野文庫の図にある南北の三
つの寺はあるが、東西の三つの寺がこれらの絵図
に存在しない。浅野文庫の図は、かなり後の成立
ではないか。つまり、信頼性が低いのではないか
との説。

b 堀の位置と築山の関係
・浅野文庫の南側の堀には、水がたまった部分が

ある。これは、真田丸南の堀でなく、さらに南に
1905年まで存在した味原池ではないか。ここには、
東に加賀築山、西に越前築山の跡があり、その土
を掘ったところが堀の様に見えたのではないか。
文献では、「字小橋寺町」の南端に加賀の築山跡、

「字八丁目東寺町」の南端に越前の築山跡があっ
たとある。
　「越前築山ハ今ノ伝光寺本堂ノ所ト云、南ノ方
之池ハ築山ノ土取タル跡也ト云、築山三ケ所、一
所者伝光寺境内、一所者小橋東寺町南ノ端、慶伝
寺ノ南ノ方、是加賀ノツキ山跡、一所者玉造大和
橋東ノ方、佐和山之築山アト也」（「石山要録」新
修大阪市史　資料編第五巻大坂城編）

・大坂城では、徳川が12月23日から堀の埋め戻しを
開始。家康の命でかなり平らにされた。

　「惣軍を以、惣構の堀を埋申候。二十五日、本
多上野を召し、可有御帰洛間、惣構は勿論、二三
之丸をも、寄手人数を入、破却可仕、堀の埋様は
三歳の子の上り下り致し候程にと御意にて」（「大
坂陣覚書」大日本史料）

・真田丸では、「ヨせ衆壱萬五千人程打ルと云々」
（東大寺雑事記）、「越前少将勢四百八十騎、松平
筑前勢三百騎死、此外雑兵死者不知其数之由有
風聞」（孝亮宿祢日次記）など多くの将兵を失い、
怒り心頭の家康をはじめ徳川勢は、徹底的に破壊
したのではないか。家康は三歳の子でも歩けるほ
ど緩やかになるまでの堀埋めを指示している。つ
まり、真田丸の堀は、埋められており、浅野文庫
古城之図の時代にはわからなくなっており、図に
あるのはもう少し南の徳川方陣地近くにあった味
原池や二つ築山の土を取った穴を描いたのではな
いか。

c 明治時代の「大阪実測図」にある字名が、真田丸
当時の記憶を残すものではないか。

・（松尾氏作成図のとおり）、明星高校は、「字真田
山」「字カイト（垣内）」と表示され、東高津村の
飛地であり、本体の東高津村との間は清堀村。飛
地に意味があるのではないか。堀に囲まれた本体
の範囲は東が心眼寺坂、西は円珠庵のすぐ西の低
地、南は「字餌差町」、その東西に、柵で囲まれ
た陣が付属する。東側の陣は陸軍墓地や三光神社
がある「字宰相山」、西は「字堀」まで。

d 前田隊が記録したという大坂御陣真田丸之図や、
大坂真田丸加賀衆挿ル様子図（熊本大学付属図書
館永青文庫蔵）では、いずれも半円、もしくは扇
形の真田丸が描かれている。前田隊、加賀衆（永
青文庫）に絡む２つの絵図は、文字情報も多く、
真田丸を実際に見た人がいた軍の情報が反映され、
信ぴょう性が高いのではないかと考えられる。

e 豊臣時代の堀は大きく形を変えており、真田丸は、
独立した砦ではなく、平野口外に設けられた出丸
である。

Ⅴ　私見
　千田説では私の中で解決できない疑問があったが、
この松尾大澤説では多くが解決できた。例えば、真
田丸は台地の高い一部分のみであり、残りの台地全
体も陣地に取り込まなければ守る側に不利ではない
かという疑問があったが、松尾大澤説では、前田勢
を悩ませた篠山が同じ高台上の南側の小橋山で、ま
た東に隣接する真田山旧陸軍墓地や三光神社にも東
の郭があったとしたことで、総合的に台地全体を活
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用できたのだと納得できた。また千田説では、浅野
図に基づき真田丸の南堀に水池があったとしている
が、そこは空堀よりも標高の高い場所なので疑問を
感じたが、松尾大澤説では、池は高台の南に急激に
下る低地に存在した味原池などとし、空堀よりも低
地になり、疑問は解消された。
　2016年ＮＨＫ大河ドラマ特別展「真田丸」の地元
の大阪歴博には上記説を含め多数の資料が掲載され
るとのことで、楽しみな展覧会である。
　ますます楽しみな大河「真田丸」、史実がどう表
現されるか、見守りたい。

2016年８月

福 岡 支 部　
１．来賓・ＯＢ等150名が参集し、懇親を深める

～平成28年度全国・福岡支部合同総会開催～
　福岡支部では６月３日（金）、福岡市・ホテルニュー
オータニ博多において平成28年度総会を開催いたし
ました。本年度は２年に一度、全国との合同総会の
年であり、当日は全国理事会に続いて全国総会の後、
福岡支部総会が開催されました。総会では、それぞ
れ前年度事業報告・収支決算報告、本年度事業計画
案・収支予算案、役員一部改選案が審議され、いず
れも原案通り承認されました。
　続いて九州大学企画部統合移転推進課の中本浩司
課長より、「九大移転と跡地利用」についての特別
講演があり、卒業生にとって関心のある移転事業の
見通しや跡地利用についてのご説明がありました。
六本松の旧教養部と同様、箱崎・貝塚地区跡地の有
効利用や伊都キャンパスの現状、経済学部をはじめ
文系各学部の移転の見通しについての正確な情報の
ご提供を受けました。
　懇親会では、貫正義同窓会長（福岡支部長、九州
電力㈱会長、昭和43年卒）のご挨拶に続き、来賓と
して田中教雄法学研究院長、東京支部の秦喜秋副支
部長をはじめ３名、関西支部の小森田憲繁支部長を
はじめ３名、名誉教授の市村昭三先生、原田溥先生、
兒玉正憲先生、逢坂充先生、矢田俊文先生、福留久
大先生、丑山優先生、そして磯谷明徳研究院長をは
じめ経済学研究院の現役の先生方13名の方々をご紹
介し、市村名誉教授の乾杯のご発声で懇親会へ。特
別講演に合わせてご参加いただいた九州大学企画部
の堀池幸浩部長を含め、卒業生・在校生・留学生の
合計150名が懇親を深めました。恒例となった留学
生の皆さんのご紹介も行われました。

　最後に全員で学生歌「松原に」を声高らかに歌い
上げ、今回の総会で福岡支部事務局長職を退任し、
新たに福岡支部副支部長に就任した私の博多手一本
で閉会となりました。
　今回の福岡総会では、アサヒビール博多工場見学
会・アサヒビール園交流会をはじめ忘年会、新年会、
サロン会や、年度内に２回の交流ゴルフ会等多彩な
行事を開催していくことが決定されましたが、今年
度から髙木直人副支部長兼事務局長（（公財）九州
経済調査協会理事長、昭和57年卒）より福岡支部会
員の皆様にご案内を差し上げることとなります。29
年間皆様には大変お世話になりました。福岡支部副
支部長として母校と同窓会の益々の発展に微力を尽
くしたいと存じます。髙木新事務局長同様引き続き
よろしくお願い申し上げます。

【福岡支部副支部長　平井　彰　1980（昭和55）年卒】

２．福岡支部交流ゴルフ会　第60回コンペを開催！
～５月22日（日）伊都ゴルフ倶楽部

　平成14年卒の永松です。先輩の勧めにより幹事
チームの一員となりました。同窓会の皆さま宜しく
お願いします。
　交流ゴルフ会は初夏の爽やかな日に開催されまし
たが、初参加の私に
は驚くことや感激す
ることが多い衝撃的
な一日となりました。
この場を借りて紹介
させていただきます。
○朝の受付時に、組

合せ表に目を通し
てみると「ＯＵＴ・
ＩＮ両コースの１
組目は26年卒の原 優勝者　田川真司氏（右）
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田先輩と30年卒の牛房先輩か…」、「なにっ！昭和
26年、30年！ 60年以上前の卒業生じゃないです
か！軽くオーバー 80歳！」と気付き、お達者ゴ
ルファーのご両人に敬意を表した次第です。

○70歳超の先輩方も多数参加されており、皆さんと
てもお元気でした。当日は気温がかなり上昇する
との予報でしたので、30歳半ば（私）の大勝かと
思いきや…大敗いたしました。信じ難い気力と体
力！

○一方で、平成21年卒20歳台の若手も参加されてい
ました。年齢層がこんなに幅広いコンペは初めて
です。お爺ちゃんやお父さんとの和気藹々とした
ラウンドや懇親会では、昔のキャンパス話も伺う
ことができ、楽しかったです！

○コンペでは、平成２年卒の田川さんが連続優勝さ
れました。前回に続き、参加者が50名を超えてい
る中で、しかもダブルペリアルールの下で連覇は
ビックリです。先輩方を前に語る優勝の弁も「連
覇はホントに偶然。このゴルフ会になると不思議
と調子が上向くのです。」と汗をかきながら説明
されていました。

○賞品が沢山ありました！順位賞以外にも伊都ゴル
フクラブの貫理事長（キャディバッグ）、西部ガ
ス興商様（PAPIOご利用券）、トーマツ様（ゴル
フボール）から素敵な賞品をご提供いただきまし
た。有難うございました！

　実は今回の交流ゴルフ会は、熊本地震の厳しい復
旧作業が続いていることや関係者が被災されている
ことに配慮し、開催直前まで参加の可否を検討され
ていた方が多かったそうです。貫会長のご挨拶「こ
んな苦しい時こそ同窓会の結束で震災を乗り越えよ
う！」との熱いメッセージが51名の同窓生の間で
しっかり共有されました。
　次回は28年11月20日（日）に開催します。メール、
郵送、同窓会のホームページなどでご案内していま
すので、こんな雰囲気の良いゴルフ会に皆さま是非、
ご参加ください。

【永松　隆行　2002（平成14）年卒】

３．ゴルフの不思議さ面白さ

有限責任監査法人　トーマツ

岡部　麻子氏
1994（平成6）年卒

　平成６年卒の岡部麻子と
申します。現在、有限責任
監査法人トーマツで公認会
計士として企業の監査業務

に従事しております。平成21年から５年間、熊本事
務所に赴任しており、その間にゴルフを覚え、平成
26年の夏に福岡に戻ってまいりました。
　これまでは同窓会報等の「ゴルフコンペの案内」
などという文字には全く無反応であり、その存在す
ら認識していなかったのですが、不思議なもので今
ではいち早く「ゴルフ」の文字に反応するようにな
り、去年から九大経済学部福岡支部の交流ゴルフ会
にも出席させていただくようになりました。
　全く腕に覚えはございませんが、中年女性特有の
図々しさ？で、ゴルフの達人である諸先輩方に交
じって、毎回楽しく参加させていただいております。
モットーはクライアントの社長に習った「ゴルフと
は、少なく打つと心にいい、たくさん打つと身体に
いいスポーツである」であり、毎回「今日も身体に
いいゴルフだった！」と自分を慰めております。
　九大経済学部の諸先輩方は、私が勤務する法人の
クライアント様の要職に就かれている方が大変多く、
このゴルフコンペをきっかけに親しくさせて頂ける
ようになった先輩が何人もいらっしゃいます。私に
とって大変ありがたく貴重な機会ではあるわけです
が、逆に言えばこのコンペでの言動は私の上司に伝
わる可能性も高いわけで、あまり変なことはできな
いなぁと軽いプレッシャーも感じつつ、毎回プレー
させていただいております。
　私は子供のころから現在までずっと剣道を続けて
おり、最初にゴルフを始めるときは「私はいつも動
いている（しかも逃げたりよけたりする）人間の頭
を打っているのだから、動かぬボールを打つなどた
やすいことよ」とたかをくくっていたのですが、こ
れがなかなかどうして、ボールのほうは常に「さあ
どうぞ」と打たれるのを待っているだけなのに、私
が勝手におかしなことをして、350Yのホールを勝
手に700Yや800Yにしているわけであります。特に
ティーショットなど、ボール様はご丁寧に高座に鎮
座ましましているにもかかわらず、ひとたび私がド
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ライバーを振り回した刹那、毎度全く予想し得ぬ方
向へ消えていくのはなぜでしょうか。そのたびに「ゴ
ルフとは全くもって奥深いものだ」と感服するばか
りです（プレイング４の有無でだいぶ精神状態も変
わりますが）。
　年に２回の経済学部ゴルフコンペは、私のゴルフ
練習に対するモチベーションをキープする機会であ
り、また、新しい出会いをもたらしてくれる貴重な
機会でもあります。ただ、毎回微妙な順位（BBや
敢闘賞などにはならない）で、これまで全く戦利品
を持ち帰ったことがございませんので、願わくば数
年のうちに、これまでお支払いした参加費を一気に
回収できる賞品を持ち帰りたいと、ひそかな野望を
抱いております。
　これからも継続的に参加させていただきたいと考
えておりますので、今後とも何卒よろしくお願い申
し上げます。

４．お知らせ
（１）交流ゴルフ会第61回コンペのご案内
　福岡支部では、恒例の標記交流ゴルフ会を下記の
通り開催します。ご友人等お誘いあわせのうえ、多
数ご参加くださいますようご案内申し上げます。
　日　時　平成28年11月20日（日）

　　　　　７時20分までにご集合ください
　　　　　第１組 7：50スタート
　場　所　伊都ゴルフ倶楽部　糸島市香力474
　　　　　TEL（092）322－5031
　※メール、郵送、同窓会のホームページなどです

でにご案内していますが、本会報をみて参加を
希望される方は、下記事務局までご一報ください。

（２）忘年会のご案内
　福岡支部では忘年会を下記の通り開催いたします。
万障お繰り合わせの上、奮ってご参加くださいます
ようご案内申し上げます。
　日　時　12月７日（水）18：30 ～
　場　所　八仙閣本店
　　　　　福岡市博多区博多駅東２丁目７-27
　　　　　TEL （092）411－8000

＜上記お問い合わせ先＞
　　福岡支部事務局　高木・国

こく
生

しょう

　　公益財団法人　九州経済調査協会　内
　　TEL （092）721－4900
　　E-mail soumu-02@kerc.or.jp

＊本号より、支部だより紙面拡充に伴い、福岡支部同窓生
からの寄稿等を随時掲載いたします。

　

株
式
会
社 

文
眞
堂

２
０
１
5
年
5
月
刊
行

  同窓生健筆模様
『日本におけるバーナード理論研究』

 

九州大学名誉教授

� 川端　久夫氏
1952（昭和27）年卒

　「組織論の革命を先導した
バーナード。その言説は日常
の組織運営の細部観察から現

代社会を貫く原理的対立の洞察に至るまで、諸多の
光彩と陰影に満ちている。その魅力に惹かれて幾多
の優れた研究者がその研鑽と普及に勤しんだ。本書
はその奮励努力を跡づけると共に、バーナード理論
に内在する重大な瑕疵について読者の注意を促して
いる。」――これは本書の表紙帯に記した宣伝文句
です。
　取り上げた研究者は精粗さまざまに計10名、あと

10名を加えれば、「日本におけるバーナード理論研
究」のほぼ全容をカバーすることになるでしょうが、
もはや力尽きました。
　もともと私はマルクス（以下、Ｍと略記）に拠る
‘批判経営学’の徒で‘ブルジョア経営学’には深入りせ
ずにいたのですが、1968年春、母校に出戻ることに
なり、当時日本経営学界を席捲していた近代組織論
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（的管理論）の元祖バーナード（以下Ｂと略記）に
正面から立ち向い、きっとあるに違いない欠陥を暴
き出し、‘超克’してやろう――鬼ヶ島に赴く桃太郎
みたいに意気込みました。折しも大学紛争の最盛期、
ろくろく授業もできないのを幸いに組織論関連文献
を次々に読破して２年余りでひととおり学習を終え、
1970年秋、最初の組織学会発表に漕ぎつけ、まずま
ずの評価を得ました。以後10年余り、組織学会に忠
勤を励み、日本バーナード協会というファンクラブ
にも毎年参加、‘あいつはどうも転向したらしい’と
いう噂も聞こえてきましたが、全然気にならなかっ
た。というのも、Ｂは（読み始めて２ヶ月ほどは何
が何だかわからず往生しましたが、ふと気が付くと）
私の中のＭという筋骨にソフトな手触りで肉付けし
てくれている、と思えてきたからです。
　「２人以上の人々の意識的に調整された活動ま
たは諸力のシステム」――Ｂは組織の本質を協働
cooperationに求めます。批判経営学が対象とする
個別資本は資本家と労働者との（敵対的矛盾を孕み
つつの）協働です。私にとって協働といえば直ちに

『資本論』Ⅰ-４「相対的剰余価値の生産」第11章「協
業」の主題を連想し、続いて分業とマニュファクチュ
ア、機械と大工業・・・論理と歴史を絶妙に繎り合
せた大文章に酔い痴れた日々が蘇ってきます。（注）

――Ｍは協働に内在する敵対の暴露に焦点づけまし
たが、Ｂはそうした極限状況を含む協働一般を把え、
全体社会を構成する細胞ともいうべき集団の基本類
型に位置づけたのです。Ｍの所説は組織＝協働の一
般理論の出現に70年先んじた優れた例証だと言える
でしょう。
　つぎに、前記宣伝文にいうＢの瑕疵について。
　Ｂが組織の本質を人々の意識的な協働だと把えた
とき、この本質をもってそのまま組織の定義として
しまった――瑕疵とは精一杯抑制的な表現で、実は
重大な誤謬です。
　一般に事物は本質だけが裸で存在するのではなく、
本質以外の様々の不純物と渾然一体的に存在してい
ます。本質以外は全部ダメ！となると議論が窮屈に
なる。猛烈社員が経営戦略を起案している最中につ
い前夜のデートの回想に耽ったなら、その間の彼は
組織の一員ではない――‘勉強しない学生は学生で
はない’とは古今に通じて謬りなき真実ですが、も
し文字通りに厳格に適用されたなら殆ど総ての学校
は忽ち消滅してしまうでしょう。
　定義というものは議論を精確かつ効率的に行なう
ための道具であってそれ自体が真理である必要はな

いけれど、Ｂの定義はハナから議論を不可能にして
しまう。そこではＢは組織という‘無形なものを実
用的な意味で取り扱う’際の便法として「何らかの
具体的なものでそれらを象徴するか擬人化」する、
即ち「それに関係する人々によって組織というシス
テムを象徴する」ことにした。つまり「組織を人間
の集団と考える通常の慣習に従い、そうした人々を
構成員とよぶ」――こうして特異な組織‘定義’は実
質的に棚上げされ、Ｂ以前の組織論に慣れた研究者
にも理解可能な議論が展開可能になりました。しか
し本質そのままの定義は消えることなく堅持され、
時々現われては読者を混乱させまくっています。
　突飛な思い付きですが、Ｂの誤謬は化学で言えば
分子と原子の取り違えに当たるでしょう。水素原子
Hはそのままでは活発すぎて危険、分子H２となっ
て少し安全（酸素と組んだH２Oで絶対安全）になり、
他の元素で構成される分子との間に種々の化学反応
が可能になる――丁度組織が様々の特徴＝個性をも
つ構成員の加入・離脱を通して多彩な活動を展開し
ているように。（ちなみに２NH3＋H２SO4→（NH4）
２SO4――私の化学知識は旧制中学２年で習ったこ
の反応式で停止しています。）
　化学の学生が分子と原子を取り違えたら大恥だし、
もし取り違えに固執しつづけるなら教室から追い出
されるでしょう。ところが刊行以来80年の今なお、
組織論の革命を象徴する卓越した‘組織’定義と讃え
られ続けている――‘文系の大らかさ’として許され
ることではない。その想いに駆られて私は機会ある
毎にＢの瑕疵を指摘し続けること20余年、しかし１
人の賛同者も批判者も得られなかった。これでは死
んでも死にきれない。今どき論文なぞ誰も読まない
ようだから、誰の目にも付く思い切り部厚い本に仕
立てておこう。10年20年と経つうちには、ごく少数
ではあれ本気でＢ理論に取り組み、私の主張をあれ
これ論じてくれる人が現われるかもしれない――こ
れが本書刊行の最深の動機です。
　Ｂの重大（しかも初歩的）な誤謬を告発すること
は偉大なるＢに対する冒涜であり、それ自体許し難
いとする向きもあります。しかし私に言わせれば、
Ａ・スミスやＭを含めて偉大な学者の著作が重大な
誤謬を含むのは至極当然のこと、その兆候に気付い
たら徹底的に探索・究明・確認した上で引き続き学
べば良い。そうすれば誤謬に気付く以前よりもさら
に精確な成果が得られる――現に私自身はこの誤謬
を発見・確認したことによって一層、Ｂの理解が深
まった――Ｂを全く批判せず礼讃に明け暮れている
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『今日も世相をななめ読み』
一口風刺コント世相史　超短文学は風刺文学である。

富澤　義敬氏
（ペンネーム：福岡・よしひろ）

1955（昭和30）年卒

　今春、『今日も世相をなな
め読み』（西日本新聞社刊）
を上梓した。

　拙著には３点の特徴がある。
①西日本新聞の読者投稿の一口風刺コント「ひょう

たんなまず」で戦後の有為転変を記録した世相史。
②「資料収集」に昭和45年から平成27年まで45年を

要した。
③一口風刺コントは日本が世界に誇る和歌、俳句、

川柳に比肩する超短文学と自負してますが残念な
がら文学界で市民権を得てない。本著は一口風刺
コント文学論でもある。

　全国の日刊紙では「かたえくぼ（朝日）」、「ふん
すい塔（毎日）」、「ＵＳＯ放送（読売）」など風刺コ
ントは百花繚乱です。西日本新聞の「ひょうたんな
まず」の誕生は昭和26年。新聞用紙の価格と配給の
統制が解除された年、夕刊はわずか２頁、貴重な紙
面に「風刺」を企画した編集者に最敬礼したい。
　和歌は四季のうつろい人生の喜怒哀楽を優雅に、
ときには赤裸々に表現する。昭和万葉集は「やうや
くに起き上がり見れば燃ゆる人

ひと
顔の皮ぶらさげし人

手の皮ぶらさげし人」と原爆の非道悲惨を詠んでいる。
　俳句も悲劇を「季語」にする。放浪と 行

ぎょう
乞
こつ

、泥
酔と無頼の山頭火も「遺骨を迎えて」と題し「街は
お祭りお骨になって帰られたか」と戦火の惨を厳し
く詠む。反戦の句である。
　信じられないだろうが昭和の初期、川柳作家・鶴
彬
あきら

は「手と足をもいだ丸太にしてかへし」などの
反戦川柳で不逞の輩と警察に逮捕され獄死した。戦
後70年世代には言語明瞭意味不明だろうが「赤紙（徴
兵制）」で「お国」のために戦った兵士の悲惨をテー

マにした秀作。新聞各紙の一口風刺コントも痛烈な
風刺文学である。
　『ひょうたんなまず（西日本新聞）』と45年
　私（福岡・よしひろ）は昭和45年からほぼ毎日、「投
稿」。その数は推定で５万本超。そのうち昨年１月
に２千本目、「紙面掲載」。うち285本を選び、各年
の十大ニュースを添え時代背景を説明し、上梓した
のが拙著。
　以下、私の作で「一口風刺コント」は時々刻々、千
変万化する世相を軽妙に写す鏡であることを解説す
る。
　イラクが大量破壊兵器を保有の「嘘」をテーマの
作（平成16年10月８日、掲載）

　『戦争のタイギ』
　　　はじめ　　大義
　　　やがて　　大疑
　　　そして　　大偽

　「大嘘な戦争」が、今「ＩＳ」の惨の遠因となった。
政治家の「身体検査」は「ひょうたんなまず」大好
きな「エサ」である。

　『内閣改造』
　　　「検察庁と十分協議のうえ
　　　　　　　　　　　人選したい」（三木首相）

　

西
日
本
新
聞
社

２
０
１
６
年
２
月
刊
行

人々よりも私の方がずっと強くＢを愛していると信
じています。
　「私の２冊目の、そして恐らく最後の単独著書」
を刊行出来て本当に良かった。もう思い残すことは

ありません。　　　　　　　　　　―2016.8.15―

（注）『資本論』翻訳では、分業との対で協働でなく協業と訳さ
れていますが、Ｂという一般理論が現われたからには、協働に
統一すべきだと思います。
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　金権田中内閣退陣後、三木首相は政界浄化に努め
た（昭和51年９月２日、掲載）
　残念至極であるが政治とカネは「風刺」にとって
永遠不滅のテーマである。前都知事が「文春砲」の
集中砲火を浴び「リオ五輪・ファーストクラス」は
夢のまた夢に。
　対米追随も「好評？続映」の題。（昭和57年12月
６日、掲載）

　『中曽根首相の英語』
　　　「”イエス”だけ言えればいいんだよ」
　　　　　　　　　　　　　　レーガン大統領

　田中元首相は米国への「ノー」が 禍
わざわい

して失脚さ
せられた、との説が最近、巷の話題。
　世相を酷評しても鶴彬のように「獄死」の恐怖に
怯えることはない今だが権力者は風刺がお嫌いなよ
うだ。昭和20年代、政治、風俗世相を風刺とユーモ
アで斬りまくつた三木鶏郎のＮＨＫラジオ番組「日
曜娯楽版」。政界の造船疑獄に世論が激昂した際、「事
件の陰に代議士あり」と風刺。こんな番組はけしか
らんと国会で問題になり「番組」は打ち切りに。戦
後71年の今、権力は直接、風刺を「弾圧」の愚挙は
しないようだが、いろいろと忖

そん
度
たく

したほうが賢い？
時代になりつつあるようだ。「停波」という伝家の
宝刀をこれが見えぬかと所管の大臣が放送界に「見
せびらかす」平成。各新聞の一口風刺コラムは川柳
で獄死の「いつか来た道」へＵターンしないよう頑

張ってほしい。
　浮石沈木の世相、「投稿欲」は尽きない
　「ひょうたんなまず」が誕生した昭和26年、「一億」
は終戦直後の飢餓から完全に解放されてなかった。
飢えを辞書でなく胃袋で学んだ時代だった。それか
ら65年の平成、糖尿病予防のドッグ・フードが好評
発売中の飽食の時代に。日本では飢えは死語の豊か
な社会になったようだ。だが、格差社会は進行中。
平成27年の新語・流行語大賞の候補語に「下流老人」。
長命は長寿でない残酷な時代到来。
　昭和26年の流行語に「逆コース（再軍備論などの
動き）。平成27年の流行語候補に「戦争法案」。戦争
という字は絶滅危惧種ではないようだ。政治不信、
経済混

こん
沌
とん

、世相紊
びん

乱
らん

の今、浜の真砂は尽きぬとも
世に「投稿欲」を刺激するネタ尽きない。
　江戸時代の歌人、 橘

たちばな
曙
あけ

覧
み

の「たのしみは・・・・」
で始まる「独楽吟」風に言えば「たのしみは新聞ひ
ろげてとる筆の思いの外に能

よ
くかけし時」と「マウ

スの筆」で投稿を楽しんでます。本原稿締切の８月
末までに「掲載」が２千百本超になったと「ドヤ顔」
すると「人は自分の余技を語るとき、必ず自慢話に
なる（梅崎春生『烏鷺近況』）」と嗤

わら
われた。しかし、

浮
ふ

石
せき

沈
ちん

木
ぼく

、千変万化する世相を「５・７・５」並
の字数に凝縮し風刺、世相史を綴る技は老脳活性化
の天の妙薬である。
　末筆ながら経済学と何の係わりもない拙著に貴重
な紙幅を割いて戴いたことを恐々謹言、万謝申し上
げます。

　

株
式
会
社 

有
斐
閣

２
０
１
６
年
２
月
刊
行

『ジェンダーの政治経済学―福祉国家・市場・家族』
 

法政大学経済学部教授

大原社会問題研究所副所長

� 原　伸子氏
1977（昭和52）年博士入

　1975年にメキシコシティで
国連が開催した世界女性会議

では、国際婦人年の目標達成のためにその後10年
間にわたり国内・国際両面にわたる行動への指針
として「世界行動計画」が採択された。日本では
1985年に「男女雇用機会均等法」（1986年施行）が
成立し、同じ年に国連の女性差別撤廃条約を批准し

た。また1995年秋には北京女性会議において「すべ
ての政策と計画が効力をもちジェンダー視点の主流
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化（mainstreaming）が明らかにとなるように、決
定が下される前に、それが女性と男性それぞれに及
ぼす効果について分析をおこなうように」（United 
Nations, 1995）という呼びかけが行われた。折しも
わが国では、2015年８月に「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が
制定されたのであるが、「男女雇用機会均等法」か
ら30年、北京女性会議から20年経った現在、果たし
て、ジェンダー平等はどの程度、そしてどのように
達成されたのであろうか。
　本書は、以上の問題意識のもと、ジェンダーに関
するテーマについて、2000年代に発表した論文をま
とめたものである。私の研究者としての出発点は、
九大大学院時代における『資本論』研究、とくに労
賃論と資本蓄積論の形成過程であった。その後、こ
うしてジェンダーに関する本書を刊行するまでには
長い道のりがあった。今、本書を紹介するにあたっ
て、これまでの歩みを思い起こしている。
　私は大学院時代、『新マルクス・エンゲルス全集』

（新MEGA）の『資本論』草稿の研究をおこなっ
た。その過程で実は二つの問題を考えるようになっ
た。一つは、資本蓄積過程における市場と家族の関
係、とくに労働者階級家族の位置づけについてであ
る。とくに私の疑問は、家族についての古典である
フリードリッヒ・エンゲルスの『家族・私有財産・
国家の起源』（1884年）の労働者階級家族について
の理解に向けられた。そこでは、所有論の観点から、
ブルジョア階級家族は財産の世代的継承という意味
において家族を存続させる正当な根拠があるが、そ
れに対して、労働者階級家族は無産であり、家族の
存続の根拠がないというものであった。エンゲルス
は次のように述べている。「生産手段の共同所有へ
の移行とともに、個別家族は社会の経済的単位であ
ることをやめる。私的家計は一つの社会的産業に転
化する。子どもたちの養育や教育は公的事業にな
る」。エンゲルスはマルクスによるモーガンの『古
代社会』（1877年）に関する抜粋ノートにもとづいて、
マルクスの「遺言の執行」として執筆したというの
であるが、マルクスは実際に「経済学批判体系プラ
ン」の「賃労働」において市場と家族の関係をどの
ようにとらえていたのであろうか。もう一つの問題
は、70年代にイギリスや日本で議論されたマルクス
経済学による「家事労働論争」における家族におけ
る無償労働の位置づけであった。この論点は、エン
ゲルスによる家族理解に対する疑問にも重なるもの
であるが、私の基本的立場は、家族は資本蓄積に対

する単なる従属変数ではないということ、つまり家
族は無償労働、すなわち家事労働やケア（育児、介
護など）によって生活水準をつくり出すことによっ
て、資本蓄積にたいして相対的に自立しているとい
うものである。それは「家事労働論争」で議論され
ていた論点、すなわち無償労働は労働力の価値に入
るか否かという論点を超えるものである。ここでい
う家族には近代家族だけではなく、多様な形態の家
族や疑似家族が含まれる。
　私は、本書において次の論点を主張している。一
つは、家族における無償労働による生活水準の形成
や女性によるケア労働の社会的意味を正当に評価す
ること、もう一つは、ケア労働の関係的労働（政治
学や社会学では「依存労働」とか「感情労働」と呼
ばれる）という性格が資本主義的市場労働の「効率
性」になじまないが故に、現実に労働力の女性化に
ともなって「市場化」がすすむ保育や介護の特殊性
を強調し、それに見合ったケア政策が求められると
いうことである。
　以上の基本的視座のもと、本書は三つのパートか
らなる10章から構成されている。第Ⅰ部は「家族の
経済学」の理論的・歴史的分析である。第Ⅱ部「社
会的再生産とケア」と第Ⅲ部「福祉国家の変容と家
族政策の主流化」は社会政策における家族政策の主
流化を、ケア（育児・介護）レジーム論（第Ⅱ部）
とワーク・ライフ・バランス論（第Ⅲ部）として展
開している。本書の目次は以下のとおりである。

　序章　福祉国家・市場・家族のジェンダー分析
　　　　　　　　　　　　　　―本書の基本的視座
　第Ⅰ部　「家族の経済学」とジェンダー

第１章　「新家庭経済学」における家族
第２章　フェミニスト経済学の成立
第３章　フェミニスト経済学における家族分析
第３章・補論　産業革命期イギリスにおける家

族と児童労働
　第Ⅱ部　社会的再生産とケア

第４章　家族政策の主流化と経済的シチズン
シップ

第５章　労働のフレキシビリティとケア
第６章　社会的ケアとケアレジーム
第７章　ドイツにおける家族政策の「転換」と

企業の対応
　第Ⅲ部　福祉国家の変容と家族政策の主流化

―ワーク・ライフ・バランス政策とジェ
ンダー平等
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リレー随想

綾
あや

部
べ

に行ってきました！

原田　準一氏
1951（昭和26）年卒

　綾部とは？と感じられる方が
多いのではないか、と思います
が、いかがでしょうか？

　私事で恐縮ですが、私は、今年、卒寿を迎えまし
た。九十年近くも生きて来ましたのに、この京都府
綾部市を、私は知りませんでした。
　知って驚いた事が二つありました。その一つはこ
の人口４万人位の綾部市ですが、日本国内で約3000
ある自治体（行政機関・県を含む）の中で、最初に「或
る事」を議決し、宣言している（S25.10.14）事です。

「或る事」とは「世界連邦」の実現を目指す事でした。
そして、この事は、私が、中学生の頃から予

かね
予
がね

考
え（るばかり）て来た事でもありました。驚いた事
の二つ目はその綾部市の市長さんが九大（経営学科）
を昭和55年に卒業された「山崎善也」氏である事で
した。
　これ等の事を知ったのは久し振りに出席させても
らった経済学部同窓サロン会の平成26年の忘年会で
懇親を得る事が出来ました「福留久大」先生のお話
からでした。宿年の思いであった私は、早速「綾部」
を尋ねました。それは翌年の10月31日で、綾部では
丁度、第32回世界連邦日本大会が開かれる日でした。
　「綾部」の街は昔から養蚕で栄え、環境が荒らさ
れていない所謂、山紫水明を絵に描いたような、美
しい、清々しい街でした。「綾部」を一寸紹介いた

しますと、企業としては1896年に「郡是製絲（株）」
（1967年に「グンゼ（株）」に改称）が設立され、又、
宗教団体として、大本教の本山が、ここ綾部にあり
ました。
　その「綾部市」が目指す

「世界連邦」について概記
いたしたいと思います。そ
れには格好の本『平和へ魁
ける綾部（新世紀へのメッ
セージ）』がありますので、
一部抜萃し紹介させていた
だきます。本は「綾部世界
連邦運動協会」により2000年10月14日に発行されて
おり、B５版278頁の大部で、巻末には「年表・資料」
が34頁にわたって詳記されております。この本の概
説には、（一）世界の世界連邦思想の系譜、（二）日
本における世界連邦思想、（三）国際連盟と国際連合、

（四）戦後の世界連邦運動、（五）人類愛善会と世界
連邦運動、（六）綾部のローカリズムからグローバ
リズムへ、という六つの章で論述され、文章は流麗
で、加えて、豊かな史実を見せられ、且つ、分かり
易く（例えば「パル博士」（インド判事；ラダビノッ
ド・パル）の日本無罪論等）思わず引き込まれ、学
生時代の不勉強を一気に（？）取り戻せたような思
いすらいたした次第です。
　この概説は、本文278頁中39頁に及び、私には、
その豊かな内容で390頁もあるような、贈り物を戴
いた読後感を持ちました。そして、その文末には、
文責者として「山崎巌」様の名前がありました。山
崎善也市長さんの父上である事を知り、驚き入りま
した。その上、本文の編纂委員会の委員長として、
５名の委員の方々と、平成12年に脱稿されるまでの
６年間を、或いは独りで、或いは有識の友人・知人
と語り合っての「綾部の平和運動そして綾部の世界
連邦運動を綾部という覗き穴を通して見た日本や世
界の平和運動に繋ぐ」ために、それこそ心血を注い

第８章　新たな福祉政治の登場―「第三の道」
と家族政策

第９章　日本におけるワーク・ライフ・バラン
ス政策

第10章　ワーク・ライフ・バランス政策の射程
―時間政策とジェンダー平等

　
　本書は大学院時代以来、今日まで私の理論的研究

の中心に位置づけられるマルクス経済学にもとづい
た「ジェンダーの政治経済学」である。まだ第一歩
を踏み出したばかりのささやかな成果にすぎないが、
今後はさらにそれを発展させていきたい。そして、
それは同時に、経済理論と経済政策にとって、ジェ
ンダー視点がもつ「経済学批判」という論点を発展
させていく道であると思う。
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でおられた様子が、行間に滲み出ており、本当に勉
強になりました。
　訪綾の際には、その謦

けい
咳
がい

に接しさせていただける
と、八十歳を過ぎた爺さんが、胸をワクワクさせて
おりました。―――ところが、その「山崎　巌」様
は私の訪綾の約一ヵ月前に亡くなっておられました

（2015年９月27日告別式）。山崎市長さんと初対面の
握手をしながらでしたが、茫然自失、言うところを
知りませんでした。悲痛、極まりなく、悲嘆の想い
に打ちひしがされました。
　残り少ない私の人生の最後として、駄身（心）に
鞭打ち、「世界連邦運動」の一端を担いたいと固く
決意しているところです。

リ レ ー 随 想 　  

女帝今昔

九州朝日放送　元代表取締役専務

園田　健夫氏
1954（昭和29）年卒

　以下、九州学士会読書会で話
した内容の要約である。

記
　日本国の歴代天皇は125代、内10代８人の女帝が
いる。33代推古に始まり117代後桜町までで、うち
二人が重祚している。一説によると、このほか神功
皇后も天皇位にあったらしい。神功皇后は仲哀天皇
の皇后だが、夫の仲哀が九州クマソ征伐に出陣する
折、皇后は神のお告げで「クマソより朝鮮の新羅を
服従させればクマソも従う」、仲哀が香椎宮で病没
すると、神功皇后は新羅を攻略、征服する。時に胎
中に応仁天皇を宿していたが、政務、軍事を支配
した。古事記、日本書紀では皇后に止まっている

が、風土記では、“神功天皇“になっている。となると、
初代女性天皇は、神功皇后になる。
＜強い女帝　持統天皇＞
　女帝で最も業績を残したのは、天智の娘の持統だ
ろう。天武の皇后で天武の死後、即位した。小倉百
人一首には、天智が一番、二番が持統だ。
　春過ぎて夏来にけらし白妙の　衣ほすてふ天の香
具山。
　律令・税制・戸籍法などの完成、万葉集の編纂を
指導、奈良に、唐の長安を模した藤原京をつくった。
政治に強く、みずからを“現人神”と称した。合理主
義者で、死後、火葬にするように遺言している。火
葬は、当時たいへんなことで、「死後の世界」は原
形のまま、地下に横たわり他日、再生を願うのが、
人間本来の意思と信じられていた。この意思に反し
て肉体を焼き「無」に帰する。凡人のなせる業では
ない。強烈な性格だ。それだけに批判もある。書紀
が伝えるように、天武と真におしどり夫婦だったの
か、「聖女か、悪女か」疑問を持つ研究者も多い。
＜孝謙・称徳女帝と道鏡＞
　天平の女帝、孝謙と称徳は重祚したからで同一人
だ。この女帝と弓削道鏡の情事が伝わっているが、
まことに怪しい。道鏡は戦前に学んだ人には、史上
三悪人、平将門と足利尊氏に並ぶ悪人だった。戦後、
逸速く道鏡を再評価した作家に坂口安吾がいる。「道
鏡は天智の皇孫」と位置づけているが、これは誤り
だろう。「幼時、サンスクリットに通暁、青年時代
には山中で修業し、如意輪法、医学の霊効を学んだ。
魂は高潔だった」とし「世俗の狡智に馴れず、小児
の如く単純だった」。坂口安吾は道鏡に惚れこんで
いる。
　さて、女帝孝謙・称徳だが、「現人神であり、男
など必要ない」として育てられた。長じて側近に藤
原仲麻呂が侍り、性的関係が始まった。処女喪失。
時に孝謙・称徳33歳、仲麻呂50歳。以後、数年、仲
麻呂の言いなりだった。そこに、道鏡が看病師とし
て現れ、“新しい男性”を発見する。ただ孝謙・称徳
は40歳半ば、道鏡も60歳を超えており、当時の年齢
からして、とても情交、不倫はなかったと思われる。
＜江戸時代の古川柳＞
　江戸時代になると、称徳と道鏡の間を嘲弄する輩
が、面白半分に川柳で書き立てた。とりわけ、道鏡
の巨根説を基にして…。
　道鏡は　すわると膝が三つでき
　道鏡に　根まで入れよと詔（みことのり）
女帝への侮辱はさらに重なる。



16

平成28年11月1５日 九州大学経済学部同窓会報 第61号

　道鏡に　崩御　崩御と称徳言い
　称徳は　はじめ行幸　あと崩御
“行幸・崩御”は、よがり声の「イクイク、死ぬ死ぬ」
だ。尊皇心はまったくない。
　余談だが、“巨根説”は西洋にもある。帝政ロシア
時代末期に暗躍したラスプーチンだ。ラスプーチン
は聖職者と称してニコライ２世の皇后、アナスター
シャにとり入り、血友病の皇太子の治療をしながら、
アナスターシャと深い仲になる。しかも、内政を壟
断するに至り後に貴族らに暗殺される。噂の巨根の
実物がロシアの博物館に陳列されているそうだが、
誰も見た者はいない。
＜現代の女帝＞
　現天皇が「生前退位」の意向を表明した。次期天
皇は皇太子に決まっている。その後が問題だ。図示
したように、皇位継承順は、①秋篠宮、②秋篠宮の
長男悠仁さま、③以下は高齢で現実味がない。皇室
典範で「男系　男子に限る」とある。女帝が８人も
いるのになぜ皇室典範は女帝を否定するのか。明治、
戦後の新旧皇室典範によっている。
　とりわけ、明治22年、新たに皇室典範が制定され
た時、当時の有力者、憲法、教育勅語にも係わった
井上毅の意見が重用された。元肥後藩士で明治維新
後、文部大臣などを務めた井上毅は、皇室典範を制
定するに当たり、以下の意見を開陳し決定された。
　謹具意見「男を尊び、女を卑しむの慣習　人民の
脳髄を支配する我が国に於いては、女帝を立て皇婿
を置くの不可なるは、多弁を費やすを要せざるべ
し」。つまり、「日本は男尊女卑の国、女帝を認めら

れない理由などわざわざ言わずもがなだ」というこ
とか。それにしても“男尊女卑が人民の脳髄を支配
する国”とはよく言ったものだ。恐れ入った表現で
ある。この考え方は戦後の皇室典範にも受け継がれ
ている。
　いま30代以下の皇族男子は悠仁さましかいないし、
このあと男子が生まれる保証はない。小泉内閣の時

「女帝を認める」ことが真剣に検討されたが、悠宮
誕生で沙汰やみになった。男子が生まれるのは天皇
に「側室」がいたからで、側室制度を廃止された大正・
昭和天皇の一夫一婦制で、必ず男子が生まれる保証
はない。生物学者であった昭和天皇が知らなかった
はずはない。昭和天皇、今上天皇も女帝を認めてい
ると考えるべきだろう。
　「生前退位」も憲法・皇室典範の改正が必要だが、
特別立法で間に合わせようとの意見もある。だが「女
帝」を認めるためにはまさしく憲法、皇室典範の改
正が必要であろう。今のように女性皇族がいずれ臣
籍降下するようでは、皇族はいなくなってしまう。
まず、“女性宮家”を創設し女帝を認めることである。
“男系男子”では必ず行き詰まる。

参考文献：「古代史再検証・持統天皇とは何か」（雑誌別冊
宝島）宝島社、2016年。
坂口安吾『道鏡・狂人遺書』角川文庫、1970年。
小林よしのり『女性天皇の時代』ベストセラーズ、
2013年　ほか。

リ レ ー 随 想 　  

インドネシアの銀行に勤務して

神戸家庭裁判所調停委員

関西支部副支部長

太田　光一氏
1971（昭和46）年卒

　昭和46年経済学部卒業の太田です。武野ゼミの出
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身です。現在経済学部同窓会関西支部の副支部長を
仰せつかっています。
　私は昭和46年卒業と同時に三井銀行へ入社、主と
して国際部門や大企業取引の部門に携わり、香港や
ロスアンゼルス支店にも勤務して参りました。その
間太陽神戸銀行や住友銀行との合併を経験し2010年
に退職しました。その後１年間ゆっくりし、５年前
から神戸家庭裁判所で調停委員の仕事に携わってい
ます。
　また一昨年から縁があって、インドネシアの銀行

（BNIバンクネガラインドネシア　インドネシア政
府60％出資の商業銀行）に勤務しています。BNIは
オランダから独立後1946年に中央銀行としてスター
トした最も古い銀行で、日本では1969年に東京支店
が設立され、大阪は2012年に開業しました。本邦で
は唯一のインドネシア系の銀行です。目下、地方銀
行等と業務提携を結び、ジャカルタ本社にジャパン
デスクを設け、地銀のトレーニーを受け入れている
ほか、地銀等のお客様がインドネシアに進出の際、
設立のお手伝いや、現地での口座開設、融資、顧客
紹介等の支援を行っています。又現地通貨（ルピ
ア）建て送金業務や総領事館等と提携してセミナー
を行っています。勤務はまだ２年間ですが、その間
に経験したことついてご紹介したいと思います。
　インドネシアについてはご存知の方も大勢いらっ
しゃると思いますが、ざっとおさらいしておきます。
赤道に沿った日本の約５倍の国土に世界第４位の
２億５千万人の人口を抱え（88％がスンニ派のイス
ラム教徒）ASEAN最大の市場を有する親日国家で
又ASEANで唯一のG20のメンバー国です。
　インドネシア人の平均年齢は29歳で2015年までの
５年間で人口は７％伸びており、日本と異なり人口
ボーナス期の国です。名目GDPは8885億ドル（2014
年の世界第16位）一人当たりGDPは3377ドル（2015
年）で人口、国土、名目GDPはASEAN諸国10 ヶ国
の約４割を占め、経済規模はタイの２倍を超えてい
ます。GDPの成長率は約4.5％で、購買力平価ベー
スのGDPで既に英国やフランスを上回っています。
現在1697社の日系企業が進出しており、2014年の日
本の直接投資額は約2840億円と日本は２番目の投資
国に位置しています。
　日本からの投資は自動車はじめ輸送機器、金属・
機械・電機で約75％を占めていますが、最近はイオ
ングループ・無印良品といったサービス産業も進出
しています。又自動車産業はトヨタ、日産はじめ全
ての日本メーカーが進出し、同国自動車市場におけ

る日本車のシェアは2014年96％と他国に比べ極めて
高く、日本との結びつきが大変強固な国であること
が分かります。
　インドネシアは、多様性を前提とした民主国家で
安定した政治体制の下、巨大市場と中期的な成長力
を有し、長期間続く人口ボーナス期により消費が伸
び、中間層が厚く、男女平等の労働環境を有してい
ます。一方で構造的課題としてインフラが不足して
おり、特に交通インフラ面で道路整備の遅延による
交通渋滞が発生しており、2014年10月に発足した
ジョコ政権（ジョコ・ウイドド大統領　庶民派、家
具業経営を経てジャカルタ特別州知事）の最大の課
題となっています。同国は今後５年間で必要なイン
フラ整備資金を5519兆ルピア（51兆円）と試算して
いますが、大部分は民間資金に依存せざるを得ない
状況です。
　現状インドネシアの経済環境は資源ブームが終焉
し、構造的な貿易収支赤字に直面するとともに、米
国の利上げ観測により通貨ルピア安が進み易い状況
が継続。（2016年６月20日現在１ルピア＝0.0081円
　100万ルピアで14500円）個人消費は物価・金利の
高止まりで（政策金利2016年６月20日6.5％、銀行
貸出金利　法人取引で10％前後）伸び悩んでいます。
人件費も首都圏では上昇傾向にありますが、ジャカ
ルタ郊外ではまだ安い人件費が享受可能です。アジ
ア開発銀行は2050年までに世界第４位の経済大国に
なると予想しています。
　以上インドネシアの概況を経済面主体に見てきま
したが普段接しているインドネシア人や言葉、生活
について述べてみます。銀行内での普段のインドネ
シア人との会話は英語になります。発音はインド
英語ほどではありませんが、慣れないと聞きにく
く、重要なことは文書で確認します。インドネシア
ではスマートフォンが普及しておりＬＩＮＥでやり
取りすることもあります。又写真が大好きで出張で
旅行したりする際、写真を撮りまくっています。性
格は温厚でのんびりして、歩くのもゆっくりしてい
ます。東京の支店長から太田さんは歩くのが早いと
言われたことがありますが、日本人のビジネスマン
とは対照的です。インドネシア人は90％近くがイス
ラム教徒で一日５回のお祈りを欠かしません。一緒
に出張の際、電車の中でも目をつぶりお祈りをして
いました。又お客様でお祈りをしたくモスクを紹介
してほしいといわれ、総領事館に連れていったこと
があります。（領事館内にお祈りの場所があります）
仕事柄インドネシアの総領事館には頻繁に顔を出し
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ています。現在（６月）はラマダン（断食）の時期
で先般領事と話していたら、朝９時から夕方の７時
まで飲食を控えているとのことでした。ラマダンの
時期には早めに寝て、朝の１時に起床２時に朝食を
とり、３時からお祈りそのあと６時まで睡眠をとる
生活だそうです。食べ物は豚と、アルコールはだめ
でインドネシア人との会食ではハラルに十分気を付
ける必要があります。総領事宅でのパーティーでも
アルコールは用意されておらずソフトドリンクのみ
でした。
　今後ともインドネシアと日本の懸け橋となれるよ
う様々な出会いを大切に、生涯現役のつもりで色々
な分野に係りながら楽しく勉強させていただきたい
と思います。そういう意味で同窓会活動は毎回勉強
会や趣向を凝らした見学会又ゴルフの会、理事会と
楽しさと勉強を兼ね人生を豊かにするうえで大変役
立っています。若い皆さん方も是非経済学部の同窓
会活動に積極的にご参加頂きたいと思います。
　Live as if you were to die tomorrow, learn as if you 

were to live forever.

とはガンジーの言葉のようですが、まだまだ学ぶこ
とがたくさんありそうです。

リ レ ー 随 想 　  

大阪の歴史に魅せられて

ゼネビス枡屋企画　代表

中野　善文氏
1976（昭和51）年卒

　昨年の11月14日、九大経済
学部関西同窓会では、今年の

NHK大河ドラマ「真田丸」の放送を前に、真田丸
があった上町台地で野外勉強会を行った。私は、そ
の案内と解説をさせていただいた。４千年前の縄文
の完璧な人骨の出た貝塚、難波長柄豊碕宮、大阪城、
大塩平八郎の乱ゆかり、近松や井原西鶴などの文学、
明治以降の造幣局などの近代遺産など、大阪の長い
歴史と厚みは素晴らしいものがある。九大を地学で
受験した私には、大阪層や上町台地などの地層も大
変な魅力である。
　現在、私は、NPO法人大阪観光ボランティアガ
イド協会という、大阪城を根城とするガイドを130

人以上抱える組織で、理事をしている。この会は、
大阪観光局や大阪城パークセンターなどと協力して、
大阪城や道頓堀など市内のガイド活動、重要文化財
特別公開時の解説、また、高齢者大学歴史コースや
市内小学校の平和教育への協力ガイド、梅の季節は、
梅林で約120種類の梅の説明を行ったりもする。昨
年のガイド客数は11万人を超えた。私は他に、大阪
歴史博物館でも、ボランティアで難波長柄豊崎宮の
遺構の案内説明などを行っている。今、私は人生で
一番勉強をしているかもしれない。全国各地の歴史
ガイド人や、歴史教師なども多く来るため、様々な
勉強会セミナーに頻繁に参加している。関連の中国
や韓国などの古代遺跡訪問も100か所を超えた。
　私が生まれたのは、大分県の国東。宇佐神宮と結
びついた天台密教の六郷満山で有名だが、私の家は
出雲系の事代主神社社家で、菩提寺は足利尊氏が建
てた豊後安国寺である。この寺は35の現存「安国寺
会」の初代会長を出した名刹で、足利尊氏座像が国
の重要文化財である。弥生の「安国寺遺跡」も近く、
子供の頃、寺でその出土物に触れて遊んでいた記憶
がある。大阪でこの安国寺式土器の破片が、奈良県
巻向遺跡と絡むと聞いてそれに疑問を感じ、邪馬台
国論争を改めて見直している。小学校は、大友の有
力な一族、田原氏の居城の飯塚城跡で、社会科クラ
ブに所属した。国東中学から国東高校時代は、歴史
の事は忘れて、中学はテニス部、高校は文芸部、ギ
ターにも親しんだ。
　さて、九大に入学すると、新聞記者の兄の強い勧
めもあって、田島寮に入寮した。狭い２人部屋で、
鶴崎高校出身の電子工学科の桑田君と同室になった。
歓迎会で、全員パンツ姿で、中村学園の４つの女子
寮に押しかけて、気勢をあげるなかで、連帯感が強
まり、みんな仲良くなった。我々の部屋には、様々

長者原サマーキャンプで佐藤敏弘君、佐藤研一君と
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な寮生が押しかけ、近くに住む高校同級生らも毎日
のようにやってくる。寮祭の赤ふんどしなど思い出
が多いが、それらの寮生活の様子や当時の私の姿は、
浅利重法君や佐藤敏弘君のこのコーナーの記事や写
真ですでに紹介されているので詳細は割愛する。
　世はフォークソングブームで、寮祭や合ハイ、福
岡地区寮新人歓迎会、佐藤敏弘君らが企画した久住
サマーキャンプのみんなで歌うコーナーなどに出演
した。また、寮生２人や国立看護学校の学生とグルー
プを組み、学園祭などで歌っていて、電車でも他校
の連中に声をかけられたりした。故郷でも、町の中
央公民館を会場に、東京で音楽活動中の友人たちと
４人で、３年連続でフォークコンサートを行い、キ
リスト教会から頼まれて子供たちの前で歌ったりも
した。いっぱしのフォーク歌手の気分であった。
　九大田島寮はアルバイトで学資を稼いでいる寮生
が多く、安い学生寮は、教育の機会均等のために欠
かせないものという意識が高まり、老朽化し、いつ
燃えてもおかしくない田島寮の新築は喫緊の課題と
なっていた。そこに授業料値上げが加わり、教育の
機会均等を脅かすようになってきた。
　教養部の我がクラス11組でも授業料値上げ反対の
議論が巻き起こり、クラス討論会を重ねた。なかな
か過激なクラスで、暴力沙汰を阻止すべく対峙する
セクト間に座り込んだこともあった。後期試験のと
き、11組がクラス討論会を試験会場で始めたところ、
突然、後期試験中止の館内放送があり、教養部全員
留年との話になった。結局は再試験が行われたのだ
が、代議員だった私は、後期試験を受けないことで
責任を取った。留年はクラスのみんなとはお別れで、
重い決断であった。しかし、昨今の若者が多額の奨
学資金等の借り入れを返せないとのニュースを聞く
と、学費値上げ反対はやはり、正しい考え、行動だっ
たのではないかと思っている。
　寮では、選挙で第40期寮自治会委員長に選出され
た。我々寮委員は、特定組織に属さないものがほと
んどで、革新的無所属ともいうべき自治会となった。
寮祭などのほかに、隣の別府団地の自治会や幼稚
園に道具を借りて、男女200名ほどで、第１回田島
寮運動会を開催したりもした。別府団地は田島寮祭
に子供バレー団が参加したり、暮れの寮餅つき大会
では寮生が団地の人々の餅をついたりなどの交流が
あった。学園紛争で、学生自治会がつぶれ、大学と
学生の間の信頼が失われた状態の中、田島寮自治会
は、大学との交渉の場を保持しており、冬の灯油代
の負担などの生活面から、新寮の建設を文部省にか

ける交渉まで幅広く話し合いを行っていた。我々は、
緒方教養部長らの大学側に敬意を以て接し、主張は
譲らず強く行なうことを心掛けた。大学側は、寮生
代表を10人に制限したが、熱意で集まった50人を黙
認した。信頼関係はあったと思う。私の卒業後、新
寮は建った。
　昭和51年に、大阪に本店を持つ銀行に就職した。
経済学部から赤星君、末森君と３人が入り、最初の
配属は、皆九州の支店であった。私は北九州支店配
属で、やがて外回りとなり、小倉の足立山の下の神
社仏閣取引の開拓を命じられた、そこで、和気清麻
呂ゆかりの神社や黄檗宗の寺などの人と話すうち、
また歴史の勉強にのめりこんでいくようになった。
　大阪転勤後、奈良、京都は百以上の神社仏閣を
回った。九州にも、阪神淡路大震災の二日後に、福
岡に転勤になり、朝倉出身の丸山、武井君らと遊び
つつ、九州全県を回った。特に、筑豊の王塚や竹原
古墳、福岡吉井町から熊本山鹿市のチブサン古墳な
どの装飾古墳石室は素晴らしかった。伊都国も細か
く回り、京都郡の歴史の厚みにも驚いた。大阪城の
西の丸石垣の巨石が行橋からきている事も知った。
　仕事も面白かったが、働いている時間が惜しいと
定年退職してすぐ大阪歴史博物館にボランティアと
なり、改めて大阪の歴史の面白さにのめりこんでい
くことになるのである。体力はまだある様で、関西
人の友人と琵琶湖や淡路島を徒歩で一周し、空海の
歩いた高野山の町石道などの山道を歩き、最近は風
土記が現存する播磨を歩いている。
　今、これに関西大分県人会の副会長など九州関係
の仕事、勉強が加わっており、学生時代や銀行時代
より、確実に睡眠時間は減っているのだが、これか
らも私のテーマである、新しい発見が相次ぐ大阪の
歴史と九州との関連研究を極めたいと考えている。

田島寮 寮祭
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リ レ ー 随 想 　  

競争原理の社会から
　　　�協力原理の社会へ

和みのヨーガ研究所代表

　鈴木（旧姓�松本）　恵子氏
ペンネーム　ガンダーリ 松本

1980（昭和55）年卒

若き日の想い
　私は学生時代から「みんなが

幸せに暮らせる社会」をつくるにはどうすればよい
か、ということを考えてきました。卒業して40年近
くたった今、自分の想いに基づいて活動してきたこ
とが実を結びつつあると感じています。
　当初は、より良い社会をつくるためにはより良い
仕組みをつくることが大切だと思っていました。経
済学部を選んだのも、そういう考えがあったからで
す。しかし、その仕組みは、使いこなす人があって
の事です。企業で働いて実感したのは、仕組みより
も「人間関係」の大切さでした。人間関係が良ければ、
自然と物事は上手くまわります。反対にどんなに良
い仕組みがあっても、それを使う人が自分や相手を
信頼していなければ効果がないと気づいたのでした。

　学生時代から興味を持って心理学を勉強していま
したが、さらに様々な種類の心理学を学び、知識を
深めていきました。最初は、未来を担う子供達の教
育に携わっていましたが、子供達の才能を伸ばすに
は、母親の協力が大切であること、母親の意識を変
えるには、父親の理解が必要であることから、次第

に企業研修に携わるようになりました。
心身を整える方法を考案
　そんな中で気づいたこ
とがあります。それは、
理論（言葉）だけでは人
は中々変わらないという
こと。ストレスがある時
は、体がとても緊張して
います。頭（顕在意識）
に働きかけるだけではな
く、同時に体（潜在意識）の緊張をゆるめ滞りを手
放すと、すぐに変化が起こるのです。
　そこで私は、自分で自分の心と体を整える方法を
考案し、それを「和みのヨーガ」と名付けました。
心理学をはじめ、ＮＬＰ、大脳生理学、脳科学、東
洋医学、整体術などの要素が入っている「自然治癒
予防整体」のことです。難しいことはなく、日本古
来より伝わる手当て法と簡単なヨーガのポーズで構
成されています。このシンプルな方法によって、沢
山の方が原因不明の症状や人間関係の問題を解決し
ていかれる様子を見てきました。気がつくとお医者
さんをはじめ多くの方が「和みのヨーガ」を支持し
てくださるようになり、教室を運営するとともに、
インストラクターの養成を行うまでになりました。
　書籍化のお声もかけていただき、ガンダーリ松本
の名で、現在までに６冊の本を上梓させていただき
ました。そのうちの１冊は2016年に台湾の出版社か
ら翻訳出版される運びとなり、他に英語版の音声付
き電子書籍も「Restful Nagomi Yoga」として刊行
されています。
大切にしてほしい三つのこと
　現在は和みのヨーガをお伝えするとともに、全国
でワークショップや講演、企業研修などを行ってお
ります。そこでは、理論のみではなく実践を通して
自ら気付いていただくこと、行動変容にまで落とし
込むことを重視しています。心と体を同時に整えて
いくと、健康になり、年を取ることが怖くなくな
ります。右脳と左脳、心と体のバランスが取れる
と、自分の中に解決の力があることを思い出してい
きます。人間関係の悩みも解消して、無駄にストレ
スを抱えること無く「自分らしい生き方」ができる
ようになります。その時に、更に気付きを深める為
に、昔から受け継がれてきた智恵「三つの自然の法
則」などをお伝えさせていただいています。
　一つ目は「すべてのことには両面がある」という
こと。物事には良いとみえる面もあれば、悪いとみ

卒業式の後、都留先生ご一家と。中央：都留先生、その前が筆者、右端
からお嬢様、奥様、院生の原さん（左端）と、ゼミの仲間
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える面もあります。この世界は、陰と陽、光と闇な
ど相反するように見えるものが必ずセットになって
います。片方だけを見て「これは良いことだ」と思
うと、それが心の均衡を崩すことになります。両面
を俯瞰して見られるようになると自分のなかにある
思い込みを手放していくことができます。
　二つ目は「大切なのはバランス」ということ。感
情に振り回されている時や、誰かと対立したりする
時は、片方しか見えていない時です。また、どちら
かに傾き過ぎると、目の前に真逆のものが現れてき
ます。バランスがとれている人は柔軟性があり、臨
機応変に行動することができます。
　三つ目は、「すべては
自分が決めている」とい
うこと。物事をどの角度
から見てどう受け取るか
は、どんな環境下であろ
うと自ら決定することが
できます。自分で決めた
ことが自分の人生を創り、
世界の見え方を決めてい
るのです。また、自分で決める覚悟を持つことも大
切になります。
人生の折り返し地点
　私は、還暦を迎え人生の折り返し地点にいるよう
な気持ちです。学び多き人生の前半を終え、これか
らの人生で何ができるのかと考えています。
　情報の洪水に戸惑い、自分らしい働き方、人との
付き合い方、生き方が見えなくなって、自信を無く
している人が多いように感じます。これまで企業は
成長し続けることを目指してきました。これからは、
成長よりも継続し続けることが大切であり、競争し
合うよりも協力し合うことが大切なのだと思います。
　かつては、安心して疲れをいやすことができる家
庭があり、自分のできることで貢献し合う会社があ
り、互いに支え共に伸ばしあう学校がありました。
残念ながらかつてあった素晴らしい日本の文化は薄
れかけてきています。それらを現代に蘇らせていく
ことも、これからの使命であると感じています。
　未来が持続可能な、「みんなが幸せに暮らせる社
会」になるように、共にそれぞれのできることで協
力し合っていけたらと切に願っています。
　みなさまのご活躍が、素晴らしい社会を創造して
いくことを確信して、すこし堅苦しい随想になって
しまいましたが、ペンを措かせていただきます。

リ レ ー 随 想 　  

九大大学院生活の思い出
大東文化大学 経営学部 准教授

国府　俊一郎氏
2001（平成13）年博士入

　こんにちは。この度は編集部
から「リレー随想」の投稿の機
会をいただきました。九州大学

には、1999年から2005年の６年（修士課程２年、博
士課程４年間）にわたりお世話になりました。福岡
を離れてもう10年以上になり、記憶が定かでもない
部分もありますが、大学院生活について振り返って
みようと思います。
〜九州大学と福留先生との出会い〜
　学部は広島大学の経済学部でしたが、「君が本気
で研究者になりたいのならば、大学院は九大に行っ
た方がいい」と、ゼミ指導教官の森岡敬史先生に勧
められ、1999年４月、九州大学大学院経済学研究科
に入学しました。森岡先生が宇野理論の学者でした
ので、九州大学でお世話になるのは福留久大先生に
しようと漠然と決めていました。記憶は定かではな
いのですが、願書のどこかに希望する指導教官名を
書く欄があって、私はナイーブにも挨拶も何も無
く、福留先生のお名前を記入していたのだと思いま
す。合格発表後に、突然福留先生からお電話があっ
て、すこぶる驚きました。電話の中でこれまでの学
問の経歴などについて質問され、しどろもどろでお
答えしたのですが、寛大にも受け入れてくださると
おっしゃっていただきました。それが福留先生との
出会いでした。
〜福岡での生活〜
　翌３月に広島から福岡に転居し、東区の松崎とい
うところにアパートを借りました。貝塚から橋を越
えたところにある、当時は所々に田圃などが残る静
かな街でした。付近の商業施設はユニクロとダイ
エーくらいだったでしょうか。ほとんど毎日ダイ
エーで惣菜を買っていたように記憶しています。ダ
イエーではいつもホークスの応援歌が流れていたの
で、野球にほとんど興味を持たない私でも、ホーク
スの応援歌を口ずさむことができるようになりまし
た。夜は自転車で香椎駅前までアルバイトに出かけ
ていました。アミューズメント・ストアでの遅番の
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アルバイトで、他校の学生と知り合ったり、機械の
修理を覚えたりしました。また、終了後のビールと
深夜に食べる豚骨ラーメンの旨さも覚えました。知
人に聞くところによるとダイエーはすでに閉鎖し、
香椎駅や千早駅付近も再開発の結果、道路や景観が
大きく変化し、当時の面影は現在ほとんど残ってい
ないそうです。
〜大学院での生活〜
　九州大学大学院は私と同じように研究者を目指す
院生が多数在籍していました。ゼミ形式の授業では
活発な議論がなされることがしばしばで、議論好き
の私はゼミが楽しくて仕方ありませんでした。ただ、
アルバイトが深夜であったために、どうしても眠く
て、まず一眠りしてから真面目に議論に参加するふ
てぶてしい院生でもありました。博士課程に進学し
てからは院生研究室にスペースが与えられました。
同じ部屋にいた中国からの留学生の董さんとは、日
中事情や台湾関係などで大いに議論しました。喧々
諤々の議論をして、お互いに感情的になることもあ
りましたが仲が悪いわけではなく、運動不足の解消
のために一緒にバトミントンをすることもありまし
た。おかげで中国人とはどのような考え方をするの
か、どのように付き合えば良いのか、暗黙知レベル
での理解が深まったと思います。
　博士論文のテーマについて随分悩んだものです。
私が最終的に選んだのはアメリカの1920年代から30
年代の政治経済と労働組合運動に関する考察でした。
誰に勧められたわけでもないのに、なぜそのような
テーマを選んだのか。当時のことを思い出している
と、ふと蘇ってきた記憶があります。経済学部には
独自の図書室があって、そこで院生が受付や書籍
チェックなどのアルバイトしていました。私は博士
課程の院生になると態度も大きくなり、書庫チェッ
クをするという名目で、いつも書庫の奥で眠ってい
る古い雑誌を読んでいました。過去にどなたかが集
められたのでしょうか。経済学部の図書室には戦前
から蓄積した実に膨大なアメリカ労働関係の資料や
論文がありました。それらを書庫にこもって読みふ
けっているうちに次第にその世界に引き込まれて
いったのです。
　私は福留先生の経済原論のゼミだけではなく、遠
藤雄二先生の労務管理、久野国夫先生の産業技術の
ゼミにも参加していました。博士課程の学生が他ゼ
ミに顔を出すのを嫌う先生もいらっしゃるのですが、
福留先生はいつも歓迎してくれていました。経済学
がバックグラウンドである私が、経営学部で人的資

源管理を教えることができているのは、ここでの幅
広い議論の経験と知識が生かされているからだと思
います。博士課程に在籍して４年、スランプなども
あって、平坦な道のりではありませんでしたが、福
留先生をはじめ多くの先生に支えていただき、無事
に課程博士号を取得することができました。
〜台湾での９年、そして帰国して想うこと〜
　先に遠藤先生のゼミにも参加していたことに触れ
ましたが、博士課程１年の時にそこで素晴らしい女
性との出会いがありました。当時修士１年だった台
湾からの留学生でした。彼女は２年で帰国しました
が、その後も遠距離でしたが交際は続き、私が博士
４年の時に結婚しました。愛らしい娘にも恵まれま
した。そうした縁もあって、私は博士課程修了後に
台湾に行くことになりました。最初は育児の手伝い
と非常勤講師が始まるまでの半年間の語学勉強の予
定でしたが、運にも恵まれ、台湾の開南大学応用日
本語学科で専任の助理教授の職を得ることができま
した。その後、より専門に近い国際企業学科の職が
あるということで中華大学に移動しましたが、合計
で９年間台湾の大学で教員を務め、2015年４月、帰
国し、現職にあります。
　今回、このリレー随想を書くにあたり、九州大学
での人（先生）と学問との出会いが、私の人生とキャ
リアを形成していることを改めて実感しました。私
は大学教員として大学における学問の楽しさと、人
との出会いの大切さについて、これからの若者に伝
えていきたいと考えています。

リ レ ー 随 想 　  

やらぬ後悔よりやる後悔
 

旭硝子株式会社

稲波（旧姓�深瀬）祥子氏
2006（平成18）年卒

　この度は、同窓会のご縁で、
このような機会を頂きましたこ

と心より感謝申し上げます。
　私は、宮崎県立小林高校を卒業し、2001年に九州
大学経済学部に入学、2006年に卒業いたしました。
卒業後は旭硝子（株）へ入社し、建築用ガラスを扱
う事業部に配属となり、現在は業務改革及びシステ
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ム開発PJチームで働いております。また、プライ
ベートでは小２と年少、２人の娘の子育て中です。
　光陰矢のごとしで卒業後あっという間に11年経ち、
大学時代の日々が遠い想い出になりつつある今日こ
の頃ですが、折角の機会に自身の大学時代を振り返
り、また、卒業後の大学との関わりについて筆を執
らせて頂きたいと思います。
１．九州大学入学
　私が入学した2001年はまさに21世紀の始まりで、
日本では小泉内閣がスタートし「構造改革」が叫ば
れ、戦後最多の５人の女性閣僚を起用するなど、次々
に新しい施策が繰り広げられていました。まだ就職
氷河期で失業率も高く、学生にとって明るい未来を
描ける世の中ではなかったですが、新しい時代への
期待感はあったように思います。
　一方、世界では同時多発テロ事件「9.11」が起こ
り、国際情勢に大きな緊張の走った年でした。この
事件はやはり衝撃的で、必然的に「世界」について
考えることが多くなりました。新しい時代への期待
感から「やらぬ後悔よりやる後悔」と前向きに捉え、
また「世界」について考えるうちに国際交流に関わ
りたいと思うようになり、九大のJTW（留学生の
チューター活動）などに参加して様々な国籍の留学
生たちと関わる機会を持ちました。国際情勢とは
違って至極平和に、国際交流を深めることができた
と思います。また、１～２年は専門科目に興味を持
てない時期を過ごしましたが「経済学部は就職に有
利そうだからもう少しちゃんと頑張ろう」「どうせ
やるなら国際交流の延長で『世界』経済を勉強して
みようかな」という（今思うと）単純な理由で、大
学３年時に清水一史先生の世界経済ゼミに所属する
ことに決めました。
２．清水ゼミ及び韓国との出会い
　きっかけは単純でしたが、清水ゼミに所属してい
なかったら今の私は無かったと言っても過言ではな
いほど、私の人生に大きな影響ときっかけを与えて
頂きました。
　ゼミのテーマは私には難しく、周りのゼミ生も優
秀で、キャッチアップするのにとても苦労しました
が、ゼミの回数を重ねる度に経済の面白さを教えて
頂きました。一番印象に残っているのは末広昭先生
の「キャッチアップ型工業化論」で、東アジアにつ
いて理解を深めたいと考えるようになったきっかけ
の１冊です。清水先生には著者の末広先生をご紹介
頂いて直接お話をさせて頂いたこともあり、ますま
すその想いが強くなりました。そして、韓国留学生

の友達や、韓国留学していたゼミ先輩の存在もあり、
特に韓国に興味を持ち、深川博史先生の韓国経済、
そして松原孝俊先生の韓国語入門を受講させて頂き
ました。
　そうするうちに、就職活動時期が近づき、このま
ま就職活動をするのか、興味のある韓国へ留学し勉
強するか…と悩みましたが、清水先生や先輩方に背
中を押して頂き、「やらぬ後悔よりやる後悔」で留
年を決意して、ソウルの西江大学校へ交換留学する
道を選択しました。
　様々な葛藤がありましたが、結果として自分の志
す道を選択した経験が、自信へと繋がったと思いま
す。
３．二度の韓国留学と卒論
　私が留学した2004年は韓流の全盛期でした。「冬
のソナタ」が日本で爆発的人気となり、「ヨン様」

「BoA」「東方神起」などの韓国の芸能人や歌手が日
本で注目を浴びていました。同じく2004年、韓国で
段階的に解放されてきた日本文化のうち、映画や
CD等が全面開放され、韓国でも日本文化が大人気
に。留学先でも日本に興味を持つ学生は多く、日本
文化に関する講義もいくつか開講され、日本人とし
て重宝される機会が多々ありました。この日韓文化
交流の盛んな時期に留学できたことは、とても貴重
だったと思います。
　留学を終え帰国し就職活動をした後で、再度韓国
へ交換留学させて頂くことになり、2005年ソウル大
学校に半年ほど留学しました。卒論のためのフィー
ルドワークを実施し、「韓国経済と文化経済（韓流）」
について研究しました。
　韓流は新しいテーマで文献が少なく苦労しました
が、文献収集のため研究会や講演会に参加し貴重な
お話を聴講したり、ソウル大教授の紹介で有名な有

2006年３月　卒業祝賀会　清水ゼミ
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識者の方にお話を聞く機会があったり、苦労しなが
らも楽しい研究過程でした。
　この卒論は清水先生のご指導のおかげで「南信子
賞」を受賞させて頂きました。数年前は経済学も韓
国語も未熟だった私が、このテーマで卒論を書き、
賞を頂くことになるとは夢のようでした。二度にわ
たり留学の機会を与えてくれた大学と、清水先生を
はじめ指導して下さった諸先生方、支えてくれた友
人、そして私のことを見守ってくれた家族のおかげ
だったと心から思います。
４．社会人生活と九大との繋がり
　2006年に旭硝子（株）に入社し、その年
の７月７日、人生初の有休を取得し向かっ
たのは九大経済学部東京支部の同窓会でし
た。それからご縁があり、今は東京支部同
窓会の理事をさせて頂いております。
　卒業して11年経った今も、東京支部理事
をはじめ、全学の九大東京同窓会のお手伝
いや就活支援、また経済学部キャリアゼミ
講師など、様々な形で九州大学や経済学部
と関わる機会があります。また、清水先生
をはじめとする経済学部の諸先生方や、経

済界の第一線でご活躍されている諸先輩方、切磋琢
磨しあえる同期、優秀で素直な後輩や現役学生まで、
幅広い年齢層の九大同窓生とのご縁があります。
　卒業後に、これほどまでに大学と関われる機会が
あるとは思いませんでしたが、九州大学での学びが
卒業後の人生までも豊かにしてくれていることに、
心から感謝する日々です。
　大学を通じて関わってくださった皆様に今後恩返
しできるよう、「やらぬ後悔よりやる後悔」で出来
ることひとつひとつに大事に取り組みながら、過ご
していきたいと思っています。

インターゼミ報告

窓
潮﨑ゼミ１期生

熊本　誠氏
2016（平成28）年卒

　2016年２月、韓国・釜山の東
義大学校において、九州大学、
西南大学、福岡大学、東義大学

校の４大学合同で開催されたインターゼミ「2016年
韓日大学生国際交流シンポジウム」に参加しました。
私たちはゼミで取り組んでいた日経ストックリーグ
を通じて得られた研究結果に、福岡と九州大学の紹
介を含め、「九州・山口の未来に投資せよ」というテー
マでプレゼンテーションを行いました。併せて、釜
山国際交流財団や福岡市の釜山―福岡経済協力事務
所などを訪問しました。
　このインターゼミは会計学という共通領域をベー

スとして、国内外の同世代の学生と共に研究報告や
議論ができたという点で、非常に有意義なものでし
た。我々に関する背景知識のない海外の学生に対し
て、私たちの大学や研究成果について如何により正
確に伝えるかと皆で検討・準備をし、英語や時に韓
国語を交えた報告をやり遂げたことは、私たちに大
きな自信を与えてくれました。当日には予期せぬ出
来事も多々生じましたが、それを通して、その現場

左から、筆者、江口君、岩井君

2015年九大キャリアゼミ講師として
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でしか分からない事態や雰囲気に素早く対応する力
や、限られた時間で相手をより深く理解するために、
自分の専門外における関心を広くもつことの重要性
など、今後意識すべき課題も発見できたように思い
ます。
　特に国外でのインターゼミの素晴らしい点は、イ
ンターゼミという「窓」を通して、我々が知らない
外の世界を覗き込むことができる点ではないでしょ
うか。日頃一大学という非常に閉鎖的な環境で勉学
に励む学生にとって、自分が如何に「井の中の蛙」で、
自分の知らない「大海」がどれほど広いものなのか
を知ることは、その学生をして子供のような好奇心
を呼び起こさせ、その後に一人の知的な人間として
より自由かつ大きな視野をもって、自らの学問ある
いは社会的課題に対し、一層深い情熱を持って取り
組むきっかけとなると思います。そしてそれは「グ
ローバル人材」に求められるまず第一歩目であるで
しょう。その「井の中の蛙」だった私は、その後初
めて故郷の福岡を離れ、現在ドイツのフランクフル
トで生活をしています。フランクフルトなどこの広
い世界においては一つの「湾」程度にすぎませんが、
ここでさえ人種や国籍、そして人々の思考や振舞い
の多様性に驚かされる毎日です。そうして自分の小
ささや無知を感じつつも、日本あるいはこの広い世
界において今後自分が一生をかけて果たすべき社会
的役割は何なのか、その答えに繋がるヒントを少し
ずつ、日々探し集めようと苦心しています。
　最後にインターゼミの大きな成果として、ゼミで
重要視していた「人としての成長」を遂げたことも
忘れることはできません。特に当時の３年生が初の
海外滞在を経て一回り成長した姿に、私は大いに刺
激を受けました。またそこで得られた学びがひとつ
の精神として、この先もゼミ内で後輩たちに長く受
け継がれていくであろうことに、ゼミ第１期生とし
て大きな喜びを感じています。またこのインターゼ
ミを乗り越えようと協力し合うことで培ったゼミ生
間の絆も大きな成果です。それはその場で得られた
知識よりも重要であるかもしれません。なぜなら今
後何かで困ったとき、最後に助けてくれるのは他で
もない「人」、つまりこのように共に切磋琢磨した
仲間であるからです。
　今後も九州大学が様々な挑戦をできる場であり続
け、経済学部の学生が国内外で進んでインターゼミ
に参加し、仲間たちと切磋琢磨しつつ縦や横の繋が
りを深め、それを通して大きな学びを得られること
を願っています。

【謝辞】経済学部2015年度「教育の質向上プログラム」
を通じ、このような貴重な機会をいただいたことに
対して深謝致します。

 

多様な価値観との遭遇、
　　　新たな人脈の形成

瀧本ゼミ

経済工学科４年

藤田　翔平氏

　今年で京都大学佐々木ゼミ
ナールとのインターゼミも５回
目となり、年月を経ることで重

みを感じる行事へと姿を変えつつあります。これま
で先輩方が繋いで下さったこの絆と伝統を後輩たち
へと引き継ぐことができたならば幸いだと感じてい
る次第です。
　さて、2016年２月21日に瀧本ゼミナール一同は道
中トラブルに見舞われましたが、京都大学を訪問し
ました。双方ともに長い時間をかけ準備を進めてき
ていましたが、緊張と不安からかインターゼミ開始
前には形容しづらい雰囲気が会場に蔓延していまし
た。しかしながら、いざ発表が始まると発表者は研
究テーマを伝え、多様な価値観と新たな切り口を吸
収しようという熱意、聴講者からは自らのそのテー
マへの疑問を発信することでより発展した議論をし
ようという意思を感じられました。質疑応答では各
人が思い思いに疑問をぶつけることで新たな見地を
得ることができ、今後の研究に向けてさらなる邁進
を続けるための活力を得ることができただろうと思
います。決して発表自体は長い時間ではありません
でしたが、過ごした時間以上に濃密なときを過ごす
ことができました。その中で今の自分の限界、今後
の展望などを見つけることができたのではないで
しょうか。その後は、両ゼミナールでの懇親会を行
い、今回のインターゼミについての議論をさらに発
展させるもの、京都の地で新たに知り合えた友人と
の親交を深めるものなど、今回のインターゼミで芽
吹いた芽をめいめいに育ませていました。
　翌日には佐々木ゼミナール生とともに京都観光に
繰り出し、日本の古き街並みを目の当たりにしまし
た。京都特有の悠々とした時間のなかに身を置くこ
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人�物�往�来�〜新教員紹介
池下　研一郎　准教授

【担当講義】
学部　「上級マクロ経済学」
　　　「経済工学演習」
学部　「マクロ経済分析特研」

【自己紹介】
　2016年４月に経済学研究院に着任しました池下研
一郎といいます。３月まで金沢大学に10年ほど勤務
したのちに、現職につきました。実は生まれ育った
場所は長崎であり、その後九州大学で学部・大学院
時代を過ごし、学位取得後に金沢大学に奉職した次
第です。今回このような形で学生時代を過ごした福
岡に再び戻ってきたことをとてもうれしく思います。
　専門はマクロ経済学で、特に経済成長論に関心を
持っており、いままでは知的財産保護政策と経済成
長の関係や、経済成長と環境汚染の問題、また開発
経済に近いテーマとしては児童労働に関するマクロ
動学的分析などを行ってきました。思い起こすと
ちょうど私自身が大学生になった頃はすでにバブル

経済も崩壊しており、日本経済の低迷が徐々に誰の
目にも明らかになったころでした。このような我が
国の経済状況も、私がマクロ経済学に関心を持った
理由の１つであると言えます。それから20年ほどが
経った現在においても、残念ながら日本経済の潜在
的な成長力は勢いを取り戻せてはいないわけですが、
今までの研究に加え、今後はより日本経済の課題に
ついても研究を深めていきたいと考えています。
　一方で教育については、今年度の前期に「上級マ
クロ経済学」という講義を学部向けに担当させて頂
きました。九州大学に来て、初めての講義でしたが、
自分が学生のころと比較すると、今の学生は講義に
はまじめに出席しており、回数を重ねても受講者数
はなかなか減りません。ただその代わりに、学生の
中に少し受動的というか積極性に欠ける部分を見つ
けることもあり、今後は学生の積極性をより引き出
すような教育を行うべく、一層努力していきたいと
思います。
　九州大学での職務は身に余る重責ではありますが、
研究・教育にいっそう精進する所存です。今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。

とで、町全体が千年を超える歴史を醸し出すさまに
興じることができました。それは町全体が一つの芸
術作品のように感じられ、幽玄な世界とはこのよう
なものを指すのかと思うことでした。
趣ある古都に心を洗われるような感じ
を覚え、今の自分を見つめ直すための
よいきっかけとなりました。最後には
来年のインターゼミでの再会を約束
し、それぞれが帰路につきました。私
にとってインターゼミとは「多様な価
値観との遭遇、新たな人脈の形成」を
意味するものだと考えています。その
点において、今回のインターゼミは満
足のいく結果を得ることができました。
これから先も伝統行事として、両ゼミ

ナールの枠を超え、多くの絆が生まれることで、よ
りよいインターゼミへと変化していくことができる
でしょう。
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目代　武史　准教授

【担当講義】
学府　「生産管理」
　　　「企業戦略」

【自己紹介】
　本年度から、九州大学ビジネススクール（QBS）
に着任しました目代武史（もくだい たけふみ）です。
QBSでは、生産管理と企業戦略を担当しています。
　生まれはもともと北九州市小倉です。小倉高校卒
業後、学部、大学院と広島大学で学び、修了後は広
島大学地域経済システム研究センター助手を務めま
した。足掛け15年広島で過ごしましたので、すっか
り広島弁になってしまいました。その後、仙台の私
立大学、東北学院大学で４年間企業戦略を担当し、
2011年度に九州大学に移籍しました。当初は、工学
研究院に籍を置き、教育は大学院統合新領域学府
オートモーティブサイエンス専攻で生産管理ならび
に企業戦略を担当しました。自動車を工学、心理学、

経済・経営学の観点から総合的に研究教育する日本
初の大学院で、大変刺激になりました。
　そして、2016年度から経済学研究院に籍を移し、
QBSで社会人院生を対象とした実務家教育に携わる
ようになりました。生産管理は、世界的に見ても
日本が世界をリードしている領域です。欧米のテ
キストでもKaizen（改善）やKanban（かんばん）、
Heijunka（平準化）といった用語はそのまま英語化
されています。一方、現場のものづくり競争力に比
べ、企業戦略の領域では、日本は学術面でも実務面
でも必ずしも世界トップレベルとは言いがたい状況
にあります。QBSでは、日本の強みを活かす企業戦
略はいかにあるべきか、実務経験豊富な学生の皆さ
んとともに知恵を絞っていきたいと考えています。
　研究面では、自動車産業を中心に製品開発戦略や
生産管理、サプライチェーン最適化の問題に取り
組んでいます。国内調査はもちろん、中国、韓国、
ASEAN、欧州、メキシコなど海外調査も毎年行っ
ています。新興国を訪れるたび、現地工場の追い上
げを感じ、危機感を募らせています。一研究者とし
て、生産現場の生産性改善、企業戦略や産業政策の
立案に微力ながら貢献していきたいと考えています。

水野　敦子　准教授

【担当講義】
学部　「開発経済」
　　　「外国書講読（英語経済）」
　　　「経済・経営学演習」

　　　　　　　　　　学府　「上級開発経済」
　　　　　　　　　　　　　「開発経済特研」

【自己紹介】
　2012年10月よりテニュアトラック制の助教として
本学に勤めておりましたが、本年度より准教授に任
用されました水野敦子と申します。伝統ある九州大
学で引き続き職務に当たることとなり、改めて身の
引き締まる思いをしております。
　出身は大阪ですが、本学に赴任するまでは在ミャ
ンマー日本国大使館に４年間勤務しておりました。
当初は、慣れない環境に戸惑うことも多かったので
すが、福岡での生活もはや４年を迎えて、ようやく
慣れて参りました。今後も当地で生活を続けていけ
ることに、改めて喜びを感じております。

　専門はミャンマー経済研究で、研究手法として
フィールド調査を重視してきました。長い軍事政権
下で停滞してきたミャンマー経済は、民政移管に
よって急速に世界経済への再統合が進展しており俄
かに活況を呈していますが、所得水準は依然として
低い水準にあり、国内には多くの開発課題が山積し
ています。そうしたなかで私の最近の研究関心は、
民政移管以降の労働集約的製造業の発展とそれによ
る労働力移動の変化、そして労働力送出地である農
村内部における社会経済構造の変容を解明すること
にあります。現在は、主にヤンゴン近郊の農村で世
帯調査を実施しており、これら課題への接近を模索
しているところです。
　東南アジアで最も開発が遅れてきたミャンマーの
経済研究から得られた知見を、本学で担当している
開発経済の講義や演習に生かしていきたいと考えて
おります。
　今後もより一層、研究と教育に励み、経済学研究
院、そして同窓会の発展に微力ながら寄与できるよ
う努力していく所存でございます。引き続きよろし
くお願い申し上げます。



28

平成28年11月1５日 九州大学経済学部同窓会報 第61号

経済学部名誉教授の会
　第20回の九州大学経済学部名誉教授の会は、2016
年４月９日（土）16時から19時まで、経済学部近く
の「リーセントホテル」で開催されました。前回同
様に、大学文書館で仕事中のカメラマン・桂木氏が
駆けつけて撮影して下さったので、綺麗な写真が得
られました。添付した写真の方々が今回の参加者で
す。４月に研究院長就任２年目を迎えられた磯谷明
徳先生が現役教授陣を代表して参加下さいました。
名誉教授側は、木下悦二・秀村選三・大屋祐雪・市
村昭三・川端久夫・津守常弘・原田溥・児玉正憲・
逢坂充・近昭夫・矢田俊文・福留久大・丑山優・荻
野喜弘・稲富信博名誉教授の15名が出席しました。
４月に名誉教授に就任された稲富先生の新参加、下
関市大の学長・理事長の用務が重なって暫く姿が見
えなかった荻野先生、現在の勤務校の新入生合宿と
重なって近年欠席が続いた丑山先生、名誉教授とし
ては「若手」３名の出席が本年の特徴でした。他の
12名については、恙なく一年を過ごされて基本的に
旧年と変わりない様子で出席が叶いました。
　会の冒頭で、経済学部・経済学府作成の『教育

の質向上支援プログラム・多段階人材育成支援の
グローバル展開事業・2015年度記録』を頂きまし
た。キャリアセミナー、内外交流プログラム、イン
ナーゼミ・インターゼミなどの諸成果が盛り込まれ
た430頁の部厚い報告で、現役の教職員学生の活動
を知り得る貴重な一書です。この報告書に触れつつ、
磯谷先生から、経済学部・研究院の抱える課題につ
いて報告を頂きました。九大の動きとしては、2018
年秋までに伊都への移転を完了すること、それに合
わせて新学部創設が計画されていること。経済学部・
研究院では、教員レベルと学生・院生レベル両面で、
国内外の他大学との研究・教育交流の制度化が進捗
していること。大学外からは、文部科学省によって
文系学部の見直し、抜本的再編の要請がなされてい
て、組織改編策を法文経教育四学部で練っているこ
と、関連学界や同窓会の有識者に意見聴取を進めて
いることなどでした。
　磯谷報告の後、暫く自由に談話を交わして、17時
から名誉教授の方々の近況報告に移りました。木下
先生・秀村先生・大屋先生は、大正生まれ。木下先

内田　大輔　講師

【担当講義】
学部　「経済・経営学基本演習」
　　　「経済・経営学演習」
　　　「外国書講読（英語経済）」

　　　　　　　　　　学府　「日本経営論特研Ⅰ・Ⅱ」

【自己紹介】
　本年度より経済学研究院に着任いたしました内田
大輔と申します。着任前までは、一橋大学商学研究
科に勤務しておりました。東京生まれ東京育ちで、
大学院も東京にあったことから、生活の拠点はずっ
と東京にあったのですが、父親が小倉出身というこ
ともあって、福岡には今も親戚が住んでおり、これ
までに何度か訪れる機会がありました。今回、九州
大学に着任したことも何かのご縁だと感じておりま
す。
　専門は経営学で、日本企業における経営慣行の変
化と継続を主な研究テーマとしています。バブル崩

壊以後、「失われた10年」が「失われた20年」と言
われるようになって久しく、その間、戦後日本の経
済発展を支えてきた日本企業における多くの経営慣
行（例えば、終身雇用制度）は、時代遅れのものと
して否定されてきた一方、海外からは様々な経営慣
行（例えば、成果に基づく報酬制度）が礼讃され輸
入されてきました。しかしながら、欧米でうまく機
能していた経営慣行が必ずしも日本においても同じ
様に機能してきたわけではなく、いまだにより良い
企業経営のあり方を模索し続けているというのが日
本企業を取り巻く現状となっています。このような
現状を踏まえ、これまでに日本企業の経営慣行はど
のように変化してきたのか（あるいは、変化してな
いのか）、また、変化したのであれば、その変化を
引き起こした原因は何かについて、経営理論を用い
て実証的に研究しています。
　これからは、教育および研究活動を通じて、九州
大学の発展に少しでも貢献できるよう誠心誠意努力
いたします。何かと至らぬ点があるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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生が1920年12月10日生、秀
村先生が1922年12月10日生
で、今年暮れには96歳と94
歳を迎えられます。大屋先
生は1926年６月24日のお生
まれですので、90歳を超え
られました。木下先生は早
朝からインターネットを駆
使して世界各地のサイトで
資料収集、昨年インド経済
について纏められ今年はア
メリカ経済に立ち返って
考察される由です、（ただ、
奥様の体調が思わしくない
ことが気がかりです）。秀
村先生は、老若男女の秀村
ファンに囲まれて歴史研究
を続けておられます。「大隅鹿屋・大隅高山とわが
友　林市造への思い」（『大隅』第59号）など熱のこ
もった研究回顧録を発表し、九州が朝鮮・中国など
西方地域とともに独自の世界を形成してきた歴史の
大切さを強調されます。大屋先生は、大正末年生ま
れで昭和時代全部を体験されたので、統計制度改革
を中心に昭和回顧録を遠望しつつ、従来執筆された
ものを整理しておられます。いずれ本同窓会報でそ
の一端をお知らせする機会が得られると思います。
近年の脳科学研究では高齢者でも脳細胞だけは新生
するとのことですが、御三方を拝見しているとその
学説の生き証人のように思われます。
　昭和一桁組の先生方も従来通り各々の道に勤しむ
毎日のようです。市村先生は、学生時代から経営学
と聖書学の二足の草鞋を履いておられたのを、近年
は聖書研究に一本化、教会活動およびその一環とし
て同人誌の編集刊行に励んでおられます。川端先生
は、1968年に九大に戻られたときの課題がようやく
結実、『日本におけるバーナード理論研究』として
刊行されました。同書について川端先生ならではの
極めて興味深い論稿を本号に寄せて頂きました。津
守先生と原田先生は、九大定年後同じ九州情報大学
で研究会をともにされた仲ですが、先に奥様を失わ
れた津守先生が痛手を補うかの如く研究書の発刊を
計画中、原田先生は生来の研究熱心を少し脇におい
て病に倒れられた奥様の介護に専念中。児玉先生は、
元気一杯、論文発表とその後の旅行を楽しみにカナ
ダなどの海外学会を渡り歩いておられます。逢坂先
生は、九大定年後日本国憲法に思いを深め、独自の

９条改善案を練り上げて、当日の参加者にも提供さ
れました。
　昭和二桁組では、近先生は大学時代のゼミ仲間と
デモ（今日ではパレードと呼ぶそうです）に参加す
ると同時に相変わらず現代史の大著読破を楽しん
でおいでです。最近の収穫は、ロシア生まれでイ
ギリス移住のアレクサンダー・ワース（Alexander 
Werth,1901~69）のソ連・ドイツ戦を巡る著作。矢
田先生は、半世紀の「知的労働」の結実として４巻
構成の著作集を刊行中、目下第３巻の『国土政策
論』を書きおろし中。大学評価機構や公立大学協会
の関係者として新鮮鋭利な大学観察も拝聴できまし
た。丑山先生は、九州情報大学でなお現役として経
営財務論の研究教育を担っておられます。荻野先生
は、下関市大の理事長、今春から学長に就任された
川波洋一先生と歩調を合わせて、大学運営に懸命で
す。稲富先生は、東大で安田講堂攻防が展開された
1969年の九大入学、当日参加の名誉教授の多くは現
役教授として教壇に立っておられた由。重厚な英国
証券市場史を著わしておられますが、その拡充を図
ると同時に奥様孝行に努められるとのことです。
　福留は、秀村先生の発案で、名誉教授の会の「1968
～ 70年・九大闘争＝紛争」記録係に指名されたの
ですが、今年３月25日に大学文書館の折田悦郎教授
を事務局長として、「奥田八二日記研究会」を設立
いたしました。九大学生部長・教養部長・福岡県知
事を歴任された奥田さんの厖大な日記を手掛かりに、
福岡と九大の現代史を探り、記録係の役目も果たし
たいと考えています。　　　　　　（2016・９・８）

前列左から３番目磯谷明徳研究院長を挟んで、右より。津守常弘、大屋祐雪、秀村選三、稲富信博、木下悦二、
川端久夫の各名誉教授。後列右より。荻野喜弘、近昭夫、矢田俊文、逢坂充、児玉正憲、原田溥、福留久大、
丑山優の各名誉教授。別枠：市村昭三名誉教授
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申請者 内　容 期　間
【　交流協定大学・機関との交流促進費　】

川波　洋一（教授）
※共同ジンポジウム開催
第10回３大学ジョイントコンファレンス（九州大学・中国人民大学・南京大学）
開催

27.11.18

～

27.11.23
【　海外在住研究者招聘　】

山本　健兒（教授）

※国内からの招聘：Franz  Waldenberger
（ミュヘン大学経営学部教授を休職し、現在ドイツ日本研究所所長）
講演会　テーマ「Japan in the World  Economy」
経済学部生を主たる聴衆として、英語での日本経済に関する講演会を行なった。
併せて、同研究院が企画しているGProEに関しての意見交換及び今後の協力のあ
り方についてディスカッションを行った。

27.6.18

～

27.6.20

潮崎　智美（准教授）

※国外からの招聘：ウィーン経済大学教授 Anne d’Arcy
　　　　　　　　：ウィーン大学教授　Thomas Pfeiffer
研究大学強化促進を目的とした、ワークショップでの報告、国際学術雑誌の投稿
に関するレクチャー、本学教員の研究に関するコメントや情報提供

（平成28年度に発生する費用について、国際学術交流振興基金より支出予定）

28.3.21

～

28.4.4

【　学術特定研究員の設置　】

高島　伸幸学術研究員の雇用
27.4.1

～

28.3.31

九州大学経済学部　国際学術交流振興基金執行状況報告（平成27年度）

　川波先生の後を受け継いで、平成28年（2016年）４月より国際交流委員会委員長を拝命いたしました大下
と申します。どうかよろしくお願いいたします。今回は、私の方から経済学部国際学術交流振興基金の執行
状況につきまして報告させていただきます。
　さて、平成26年（2014年）度は経済学部の創立90周年の年でありましたが、翌年平成27年（2015年）度か
らまた新たな10年を刻み始めました。同窓会の皆様を中心にご寄付を頂いた資金は、30有余年の間「国際学
術交流振興基金」として経済学部における国際学術交流のための基盤を形成してまいりました。改めて心か
ら感謝申し上げます。
　さて、別表にありますように、平成27年（2015年）度はまず、毎年恒例の三大学（中国人民大学、南京大
学、九州大学）カンファレンスの第10回大会を九州大学で開催し、基金をその開催・運営の諸経費の一部と
して充当させていただきました。また海外在住研究者の招聘の件では、国内からはFranz  Waldenberger先
生（ミュンヘン大学経営学部教授を休職し、現在ドイツ日本研究所所長）を招聘し、経済学部生を主たる
聴衆として「Japan in the World  Economy」と題して日本経済に関する講演会をおこなっていただきまし
た。併せて、先生とは経済学研究院の研究教育の将来構想に関して意見交換を行う貴重な機会を持つことが
できました。さらに国外からの招聘としては、ウィーンからAnne d’Arcy先生（ウィーン経済大学教授）と
Thomas Pfeiffer先生（ウィーン大学教授）を招聘し、研究大学強化促進を目的としたワークショップでの
報告や国際学術雑誌の投稿に関するレクチャーを行っていただきました。両先生の本学教員の研究に対する
コメントや情報提供は有用なものでありました（ウィーンからの２人の先生の招聘については、平成28年度
に発生する費用についてのみ、本基金より支出予定です）。最後に、昨年同様、学術特定研究員１名の雇用
に関して、基金を充当させていただきました。
　言うまでもなく、本基金は、皆様から頂いた貴重な財産であり、可能な限り持続可能な形で使わせていた
だく所存です。経済学研究院においても、伊都キャンパスへの移転を契機に、これまで以上に教育研究の国
際化が重要な戦略課題となっており、今後とも使途を吟味しながらも有効かつ有益な形で本基金の活用に努
力していきたいと思っています。同窓会の会員の皆様へは、今後とも一層のご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。以上をもちまして、報告とさせていただきます。
 【国際交流委員会委員長　大下　丈平】
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学　　　部

就　　職　　先 人数（   ）

IHI 2 （1）

あおぞら銀行 1 （1）

アカツキ 1

アサヒビール 1

旭化成アミダス 1

イオンリテール 1

石川県庁 1

伊藤忠エネクス 1

岩崎産業 1

インタースペース 1

AGC旭硝子 1

NEC 1 （1）

NOK 1 （1）

NTTデータ 1

NTTドコモ 1

エム・シー・アイ 1

大分県庁 1 （1）

大分市役所 1 （1）

大野城市役所 1

オービック 1

沖縄銀行 1

鹿児島テレビ放送 1

兼松 1

河北新報社 1 （1）

川崎重工業 1

かんぽ生命保険 2 （2）

監査法人トーマツ 1

関西電力 1 （1）

技術評論社 1

九州財務支局 1

九州電力 2 （1）

九州農政局 2

九州旅客鉄道 1

クボタ 1

熊本県庁 1

熊本市役所 1 （1）

熊本放送 1

グリー 1

久留米市役所 1

国土交通省九州運輸局 1

ザイマックスアルファ 1

財務省福岡財務支局 1

就　　職　　先 人数（   ）

佐賀県庁 1

自衛隊長崎地方協力本部 1

JA佐賀 1

JFEエンジニアリング 1

JFEスチール 1 （1）

JR九州システムソリューションズ 1

JR西日本 1

JXエネルギー 1

システナ 1

シティアスコム 1

島津製作所 1

住化農業資材 1 （1）

十八銀行 2 （1）

ジュピターテレコム 1 （1）

商船三井 1 （1）

新日鐵住金 1

親和銀行 1 （1）

住友化学 1

住友商事 2

住友電気工業 1

西南学院大学 1 （1）

双日 1

ソラシド・エア 1 （1）

損保ジャパン日本興亜 2 （1）

大成建設 1

ダイキンHVACソリューション中四国 1 （1）

大和証券 2

大和証券投資信託委託 1

第一生命 3

ディスコ 1

デロイトトーマツコンサルティング 2

デンソー 2 （1）

電源開発 1

Donuts 1 （1）

TOTO 1

東急不動産 1

東京海上日動火災保険 4 （1）

東芝 1

東芝エレベータ 1 （1）

東芝三菱電機産業システム 1

東北放送 1

鳥栖市役所 1

戸田工業 1 （1）

平 成 2 7 年 度 卒 業 生 就 職 状 況
平成28年３月31日現在、（　）は女子で内数

就　　職　　先 人数（   ）

トヨタ自動車 3

トヨタ自動車九州 2 （1）

豊田自動織機 1

内閣官房内閣情報調査室 1

長崎県庁 1

ナムコ 1 （1）

西日本コベルコ建機 1

西日本シティ銀行 5

西日本総合リース 1 （1）

ニチレキ 1

日鉄鉱業 1 （1）

日本銀行 2 （2）

日本政策金融公庫 5 （1）

日本政策投資銀行 1

日本生命 3

日本郵便 1 （1）

ネオマーケティング 1

農林中央金庫 1

ノボノルディスクファーマ 1

パナソニック 1

阪急電鉄 1

肥後銀行 2 （1）

日立製作所 1

福岡銀行 9 （1）

福岡県庁 4 （1）

福岡財務支局 1 （1）

福岡市役所 2 （2）

福岡地方検察庁 1

福岡中央銀行 1

福岡入国管理局 1 （1）

富士ソフト 1 （1）

富士フィルム 1 （1）

富士通 5 （1）

富士通鹿児島インフォネット 1 （1）

フューチャーアーキテクト 1

マツダ 1 （1）

みずほ銀行 3

三井住友銀行 1

三井不動産 1

三井不動産リアルティ九州 1

三井物産 1

三菱UFJインフォメーションテクノロジー 2

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1
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修士課程（学府）

就　　職　　先 人数（   ）

糸島市役所 1

インアウト 1

エアーラック 1

エイチ・エス証券 1 （1）

エーエヌディー 2 （1）

NTTコミュニケーションズ 1

大分県庁 1

監査法人トーマツ 2 （1）

九州NSソリューションズ 1

九州電力 1

小糸九州 1 （1）

香蘭女子短期大学 1

コカ・コーラウエスト 2

国土交通省九州運輸局 1

参天製薬 1

三省製薬 1

全教研 1

損保ジャパン日本興亜 1

中国銀行 1

常石造船 1 （1）

トックスプレソテクニック 1

トータテ都市開発九州 1

ドレーゲル・メディカルジャパン 1

西日本シティ銀行 1

西日本鉄道 3 （1）

日本銀行 1

農林中央金庫 1

野村證券 1

博多織デベロップメント 1

久野印刷 1 （1）

広島県庁 1

福岡商工会議所 1

Fusic 1

マリンハイドロテック 1

三井住友銀行 2

三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 1

ＹＣＡ 1

総　計 43 （7）

就　　職　　先 人数（   ）

三菱UFJ信託銀行 1

三菱ガス化学 1

三菱商事 1

三菱総研DCS 1

三菱電機 5 （1）

三菱電機ビルテクノサービス 1

三菱東京UFJ銀行 3 （1）

村田製作所 1

明治安田生命 1 （1）

ヤマサキ 1

ヤマハ 1

山口フィナンシャルグループ 1 （1）

山田ビジネスコンサルティング 1

ゆうちょ銀行 2

横河ブリッジ 1

Razest 1

リクルートホールディングス 1

リクルートマーケティングパートナーズ 1

ワークスアプリケーションズ 1

総　計 203（51）
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平 成 2 7 年 度 決 算 報 告

 （単位：円）

収　入　の　部 予　算 決　算 差　異
会費収入 8,500,000 7,681,500 △ 818,500
　　（会員） 3,000,000 2,316,500 △ 683,500
　　（学生会員） 5,500,000 5,365,000 △ 135,000
負担金収入 930,000 888,000 △ 42,000
　　教員年間総会費 530,000 530,000 0
　　卒業祝賀会会費 400,000 358,000 △ 42,000
雑収入 22,000 64,486 42,486
　　受取利息 7,000 7,286 286
　　名簿売上 15,000 17,200 2,200
　　寄附金 0 40,000 40,000
当年度収入計 9,452,000 8,633,986 △ 818,014

支　出　の　部 予　算 決　算 差　異
事業費 3,300,000 3,327,104 27,104
　　会報発行費 1,700,000 1,777,849 77,849
　　卒業祝賀会 1,050,000 1,035,765 △ 14,235
　　卒業記念品費 100,000 126,490 26,490
　　名簿代 400,000 387,000 △ 13,000
　　会員加入促進費 50,000 0 △ 50,000
運営費 6,312,000 6,464,527 152,527
　　事務局員費 1,322,000 1,322,208 208
　　会議費 100,000 59,875 △ 40,125
　　通信費 1,600,000 1,683,098 83,098
　　旅費交通費 1,000,000 1,112,700 112,700
　　消耗品費 130,000 127,940 △ 2,060
　　消耗雑費 60,000 58,706 △ 1,294
　　支部運営費 1,850,000 1,850,000 0
　　全国総会運営費 250,000 250,000 0
負担金 100,000 100,000 0
　　支部総会会費（教員） 100,000 100,000 0
当年度支出計 9,712,000 9,891,631 179,631

当年度収支差額 △ 260,000 △ 1,257,645 △ 997,645
前年度繰越収支差額 2,646,573 2,646,573 0
正味会費納入金から繰入 0 0 0
正味会費納入金へ繰入 0 0 0
次年度繰越収支差額 2,386,573 1,388,928 △ 997,645

 （単位：円）

科 目 金　額 科 目 金　額
現金預金 37,438,477
　現金 9,340 前受金 2,275,000
　普通預金 （西日本シティ） 31,114 負債合計 2,275,000
　普通預金 （西日本シティ２） 67,980
　普通預金 （福　岡） 625,936 正味会費納入金 33,774,549
　郵便貯金 557,616 　前年度繰越高 33,774,549
　郵便振替口座 （通知） 2,358,484 　一般会計へ繰入 0
　定期預金 （西日本シティ） 33,788,007 　一般会計から受入 0
　

次年度繰越収支差額 1,388,928

正味財産合計 35,163,477
資　産　合　計 37,438,477 負債・正味財産合計 37,438,477

収 支 計 算 書 平成27年4月１日～平成28年3月31日

貸 借 対 照 表 平成28年3月31日現在
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九州大学経済学部同窓会役員名簿          　 （カッコ内は卒業年次〜昭和、ただしHは平成）2016年９月

役　　員  　氏　名　
会　　長　　貫　　正義（43）
副 会 長　　籾井　勝人（40）　小森田憲繁（46）
事務局長　　藤井　美男（55）
監 事　　工藤　重之（52）　貞刈　厚仁（52）
顧 問　　大屋　祐雪（26）　淵上　敏晴（29）

福岡　道生（30）　松浦　正純（30）
森山　靖章（30）　鈴木多加史（33）
進谷　庸助（35）　石橋　英治（36）
池田　弘一（38）　檀　　豊隆（40）

（理　事）
本 部　　貫　正義会長　　　藤井美男事務局長

山本健兒教授　　　丑山優名誉教授
深川博史教授　　　大石桂一教授

大 学　　磯谷明徳研究院長　清水一史教授
東京支部　　籾井勝人支部長　　秦喜秋副支部長

杉哲男副支部長　　吉元利行事務局長
関西支部　　小森田憲繁支部長　太田光一副支部長

久保隆二副支部長　中野光男事務局長
福岡支部　　貫　正義支部長　　光富彰副支部長

貞刈厚仁副支部長　平井彰副支部長
髙木直人副支部長兼事務局長

（評議員）
秀村　選三（22）　大屋　祐雪（26）　江藤　正憲（27）
棚倉　　亨（27）　井原　伸允（28）　高岩　　淡（29）
淵上　敏晴（29）　山本　和良（29）　福岡　道生（30）
松浦　正純（30）　森山　靖章（30）　濱口　廣海（31）
鈴木多加史（33）　江口　　傅（34修士）
真藤　乃輔（34）　麻生喜久男（35）　進谷　庸助（35）
三輪　晴治（35）　石橋　英治（36）　種村　茂明（36）
山道　茂樹（36）　箱島　信一（37）　池田　弘一（38）
佐野　壬彦（38）　檀　　豊隆（40）　松浦　哲也（40）
籾井　勝人（40）　沖　　弘隆（41）　安陪　義宏（42）
平本　公雄（42）　右田　喜章（42）　秦　　喜秋（43）
杉　　哲男（43）　寺原　義之（43）　貫　　正義（43）
跡部　千春（44）　一丸　孝憲（44）　甲斐　琢己（44）
靏川　　洋（45）　森　恍次郎（45）　青柳　泰教（46）
太田　光一（46）　小森田憲繁（46）　吉井　勝敏（48）
岩崎　俊彦（49）　久保　隆二（49）　園田　一蔵（49）
加藤　孝典（50）　佐藤　敏弘（50）　富井　順三（50）
中野　光男（50）　石田　光明（51）　古賀　英樹（51）
光富　　彰（51）　工藤　重之（52）　貞刈　厚仁（52）
志村　恭子（52）　綾部　正博（53）　岡田　裕二（53）
古賀　英基（53）　境　　正義（53）　吉元　利行（53）

小川　重巳（54）　川原　　晃（54）　嶋田　正明（54）
三浦　　正（54）　平井　　彰（55）　池上　恭子（56）
窪田　秀樹（56）　冨山　幸三（56）　道永　幸典（56）
米村　健史（56）　片山　基之（57）　楠　　雅之（57）
髙木　直人（57）　川上　　寛（58）　梅原　　晋（59）
柴田　祐二（59）　友池　精孝（59）　橋本　　上（59）
吉留　　郁（59）　斉藤　浩志（60）　田中　和教（61）
成宮　正和（61）　齊藤久美子（62修士）
桜木　良平（62）　高本　英一（62）　岩中　雄次（63）
大坪　勇二（63）　古川　和哉（H1）　清丸　泰司（H2）
山崎　正良（H2）　北村　英照（H3）　谷村　信彦（H3）
林　　秀信（H3）　尾花　　研（H4）　川島　　満（H4）
権藤　健太（H4）　中村　昌子（H4）　松延　　篤（H4）
池田　　泉（H5）　宇出　　研（H5）　原山　泰之（H5）
三浦　芳徳（H5）　向　勇一郎（H5）　山崎　　浩（H7）
上田　純也（H8修士）　久保　文一（H8）
竹下　将史（H8）　手嶋　秀幸（H8）　藤川　昇悟（H8）
渡辺　正司（H8）　松田　和俊（H9）　仲　　義雄（H10）
安藤　大輔（H12）　濱田　貴将（H12）　岩貝　和幸（H15）
瀬戸　貴博（H15）　青栁　未央（H16）　土公　文平（H17）
宮本　　傑（H17）　稲波　祥子（H18）　小林　秀章（H18）
伊藤　健司（H19）　亀井　祐輔（H20）　森内　勇貴（H20）
首藤　洋志（H22）　秋山　卓哉（H24）　北山　隆之（H24）
竹之下一也（H24）　中村　龍太（H24）　水田　晃斉（H24）
中野さゆみ（H25）　西原　貴史（H26）　嶋田　直人（H27）
市村　昭三（元教官）　清水　一史（現教員）

各支部の役員
東京支部…………………………………………………
支 部 長　籾井　勝人（40）
副支部長　秦　　喜秋（43）　　杉　　哲男（43）
顧　　問　淵上　敏晴（29）　　福岡　道生（30）

池田　弘一（38）
監　　事　今井　俊之（44）　　富井　順三（50）
理　　事　高岩　　淡（29）　　三輪　晴治（35）

種村　茂明（36）　　箱島　信一（37）
梅原　　晋（59）　　岩中　雄次（63）
濱田　貴将（H12）　　岩貝　和幸（H15）
青栁　未央（H16）　　土公　文平（H17）
宮本　　傑（H17）　　稲波　祥子（H18）
小林　秀章（H18）　　亀井　祐輔（H20）
首藤　洋志（H22）　　秋山　卓哉（H24）
北山　隆之（H24）　　竹之下一也（H24）
中村　龍太（H24）　　水田　晃斉（H24）
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中野さゆみ（H25）　　西原　貴史（H26）
嶋田　直人（H27）

事務局長　吉元　利行（53）
事務局次長　川原　　晃（54）　　大坪　勇二（63）

林　　秀信（H3）　　原山　泰之（H5）
伊藤　健司（H19）

関西支部…………………………………………………
支 部 長　小森田憲繁（46）
副支部長　太田　光一（46）　　久保　隆二（49）
顧　　問　松浦　正純（30）　　鈴木多加史（33）

石橋　英治（36）　　檀　　豊隆（40）
事務局長　中野　光男（50）
事務局長代理　清丸　泰司（H2）
会　　計　佐藤　敏弘（50）
監　　事　甲斐　琢己（44）

※以上の方は理事を兼任。　
理　　事　江藤　正憲（27）　　棚倉　　亨（27）

濱口　廣海（31）　　山道　茂樹（36）
松浦　哲也（40）　　跡部　千春（44）
園田　一蔵（49）　　中野　善文（51）
古賀　英基（53）　　冨山　幸三（56）
片山　基之（57）　　川上　　寛（58）
斉藤　浩志（60）　　齊藤久美子（62修士）
北村　英照（H3）　　谷村　信彦（H3）
川島　　満（H4）　　権藤　健太（H4）
松延　　篤（H4）　　向　勇一郎（H5）
上田　純也（H8修士）
藤川　昇悟（H8）

福岡支部…………………………………………………
支 部 長　貫　　正義（43）
副支部長　光富　　彰（51）　　貞刈　厚仁（52）

平井　　彰（55）
副支部長兼事務局長　髙木　直人（57）
監　　事　森　恍次郎（45）　　三浦　　正（54）
評 議 員（＊は運営委員）

秀村　選三（22）　　大屋　祐雪（26）
井原　伸允（28）　　山本　和良（29）
森山　靖章（30）　　江口　　傅（34修士）
真藤　乃輔（34）　　麻生喜久男（35）
進谷　庸助（35）　　沖　　弘隆（41）
安陪　義宏（42）　　平本　公雄（42）
右田　喜章（42）　　寺原　義之（43）
貫　　正義（43）　　一丸　孝憲（44）
靏川　　洋（45）　　森　恍次郎（45）

青柳　泰教（46）　　吉井　勝敏（48）
岩崎　俊彦（49）　　加藤　孝典（50）
石田　光明（51）　　古賀　英樹（51）
光富　　彰（51）　　工藤　重之（52）
貞刈　厚仁（52）　　志村　恭子（52）
綾部　正博（53）　　岡田　裕二（53）
境　　正義（53）　　小川　重巳（54）

＊嶋田　正明（54）　＊三浦　　正（54）
＊平井　　彰（55）　　池上　恭子（56）

道長　幸典（56）　　窪田　秀樹（56）
米村　健史（56）　　楠　　雅之（57）
髙木　直人（57）　＊梅原　　晋（59）
柴田　祐二（59）　　友池　精孝（59）
橋本　　上（59）　　吉留　　郁（59）
田中　和教（61）　　成宮　正和（61）
桜木　良平（62）　　高本　英一（62）
古川　和哉（H1）　　山崎　正良（H2）
尾花　　研（H4）　　中村　昌子（H4）

＊池田　　泉（H5）　＊宇出　　研（H5）
＊三浦　芳徳（H5）　＊山崎　　浩（H7）

竹下　将史（H8）　　手嶋　秀幸（H8）
渡辺　正司（H8）　＊久保　文一（H8）

＊松田　和俊（H9）　＊仲　　義雄（H10）
＊安藤　大輔（H12）　＊瀬戸　貴博（H15）
＊森内　勇貴（H20）

……………………………………………………………
名古屋地区　　板山　和弘（54）
広 島 地 区　　佐藤　　敬（23）　　白石　順一（34）
大 分 地 区　　高山泰四郎（39）
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初　代　田中　　定氏 （昭和50年10月４日～）（３期８年）

第２代　森下　　弘氏 （昭和58年２月４日～）（１期３年）

第３代　岡野　正實氏 （昭和61年10月24日～）（２期６年）

第４代　谷川　大介氏 （平成４年10月９日～）（１期１年）

第５代　渡邉　彦士氏 （平成５年７月７日～）（１期３年）

第６代　福岡　道生氏 （平成８年10月11日～）（１期３年）

第７代　吉田　清治氏 （平成12年２月10日～）（１期２年）

第８代　森山　靖章氏�（平成14年５月31日～）（１期３年）

第９代　平山　良明氏�（平成17年７月７日～）（１期３年）

第10代　池田　弘一氏�（平成20年７月７日～）（２期６年）

第11代　貫　　正義氏�（平成26年７月７日～）

九 州 大 学 経 済 学 部 同 窓 会 歴 代 会 長

　住所など身辺の事情に変更が生じましたら、すみやかに下記同窓会事務局までご連絡ください。

　同窓会会費の納入をお願い致します。

会費は、終身会費（45,000円）と普通会費（３年間分4,500円）になっております。
終身会費は一括払いと分割払いとがあります。ご都合のつくときにご協力よろしくお願い致します。
 ①終身会費 一括　 45,000円
 ②　　〃　 ３分割 15,000円×３回（1.5年間で納入完了）
 ③　　〃　 ６分割   7,500円×６回（３年間で納入完了）
 ④普通会費 ３年間分  4,500円ずつ（11回・49,500円の納入で完了）
◎平成18年（2006年）３月末日までに旧同窓会規定の終身会費を既に納入頂いております皆様は、そのまま新同

窓会規約の終身会員に移行しております。
◎従来の普通会員として今まで振り込まれた合計金額と、49,500円との差額を、今後何回かの分割払い、または

一括払いで払い込まれた場合も、終身会員に移行となります。
◎終身会費を分割払いにされます方は、半年毎に３回又は６回続けてお振り込み頂きますようお願い致します。
◎会費納入や住所変更等のデータは、平成28年９月30日現在で集計しました。

同窓会からのお願い

複数の同窓会関係者が写されている写真類を掲載したいと考えております。
適当なものがございましたら事務局までご連絡下さい。

　　　  九州大学経済学部同窓会事務局　（開室：平日の月・火・木・金　10時～17時）　

　　　　　　　　　〒812－8581　福岡市東区箱崎6－19－1　九州大学経済学部内
　　　　　　　　　TEL 092―642―2442／FAX 092―642―2348／E-mail：dosokai@econ.kyushu–u.ac.jp
　　　　　　　　　経済学部同窓会ホームページ　http://koyukai.kyushu-u.ac.jp/alumni/4


