ったことを思い出します。

開発担当をしていた関係で、大変力が入

大きな事業でしたので、私も係長として

社国際高校を合わせると面積的にも相当

た。同志社大学、同志社女子大学、同志

1986年、大学・女子大学同時に開設された京田辺キャンパス（当時は田辺キャ
ンパス）が、今年で開校四半世紀の節目の年を迎えました。これを機に今までの
歩みを簡単に振り返りながら、京田辺市にある本キャンパスが今後めざす方向性
と進展について、京田辺市長を交えて意見を交換しました。

水谷●受け入れにあたって、どんなご苦
労があったのですか。

学内での長い論議と
地元への粘り強い説明を経て
実現した新キャンパス開設
水谷●本日はお忙しいところお集まりい
ただき、ありがとうございます。同志社
大学と同志社女子大学の京田辺キャンパ
スが１９８６年に開設されて、今年はち

ついて大いに話し合っていただきたく思

周年です。その四半世紀の間に

員としてキャンパス開設事業に携わって

25

年という節目へ

年当時、石井市長は市職

おられたそうですね。

86

すか。

も全国的に有名な同志社大学を迎えると

性化ができるという確信があった。しか

迎えるということは画期的な出来事だっ

と か（ 笑 ）
。そんな中で田辺町が大学を

学生が田んぼの中に入らないだろうか、

民などの間にはまだ不安がありました。

の中で大学を迎えるという雰囲気で、町

ういう時代ではなかったですね。未知数

したが、当時の田辺町としては、まだそ

くりとして当たり前のようになってきま

感謝いたします。松岡先生は当時はまだ

水谷●当時からのご尽力、ご協力に深く

いと思っています。

もっと熱を入れて大学と連携していきた

っていましたから、市長になってからも、

同志社とは当初からそういうふうに携わ

しんで各方面に説いて回ったものです。

学を迎える意義を、それこそ寝る間を惜

万人の学生が来てくれるのですから、大

した。しかし４万５０００人のまちに２

ないかという不安を訴える方もおられま

り農地が主だったために、水に影響は出

辺町には全部で７地域ありますが、やは

ないという問題もありました。それに田

において、画期的な変化をもたらした年

ろう、そういう態勢づくりもスタートし

域連携、社会貢献を行うことが必要であ

同志社も田辺町で、大学の役割である地

キャンパスが出来ました。それと同時に

たのだと思います。お蔭様で大変立派な

を得ることによって、まずスタートでき

ょうか。そういった地元の皆様のご尽力

がすごく大きな山だったのではないでし

いては、やはり田辺町での受け入れ態勢

ご苦労されたそうですね。移転決定につ

方にお聞きしたことがあります。非常に

ってからの移転構想を、退職された先生

統合移転が実施されました。

でも私たちにすれば、それでまちの活

年代に入

いうことで個人的にすごく興味も期待も

大学におられなかったんですね。

だったと思います。

年に工学部の

ありましたので、私も地元への説明や調

松岡●広島におりました。でも私自身同

松岡●

整などに奔走しました。ただアクセスと

志社の卒業生でもありますので、実家に

周年を迎えて

年前だった。我々の大学の歴史
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25

たんですね。

しては近鉄新田辺駅、興戸駅、三山木駅

80

94

25

たのが

はありましたが、移転予定地に近い駅が

年からです。翌

水谷●同志社大学にはいつからお勤めで

です。

いくのかと非常に興味深く見ていたもの

していた時期で、田辺町がどう変わって

りました。国際中・高校がもうスタート

っていくのを大いに関心をもって見てお

帰ってくる都度、キャンパスが出来上が

そこへ同志社の田辺移転という話があっ

まだまだ未整備な部分があった頃です。

業施設や河川、道路などの都市基盤には

まちが発展し始めたところでしたが、工

井山手などで住宅開発が進み、ちょうど

５０００人でした。北部では花住坂、松

喜郡田辺町と呼んでおり、人口は約４万

石井●当時はまだ京田辺市ではなく、綴

の思いもひとしおではないでしょうか。

25

います。まず

みを簡単に振り返りつつ、今後の展開に

この機会に、京田辺市にある両大学の歩

社会、大学にも様々な変化がありました。

ょうど

（大学理工学部教授）

93

大学・女子大学の
京田辺校地開設25周年を迎えて

石井●現在は全国的に大学誘致がまちづ

京田辺市長

義
水谷
明三氏

石井

会
司

石井 明三氏 （京田辺市長）
（京田辺校地担当）
、
松岡
敬 （大学副学長
）
研究開発推進機構長
本間 洋一 （女子大学企画部長）
高田 芳樹 （大学京田辺校地総務部長、
京田辺地域連携推進室長 ）
出席者

12
13

あけぞう】
【いしい

❖座談会❖

本間●女子大も同志社大学と同じ時期に
今出川ではこれ以上の展開はできないと

て困難でした。同志社大学でも基本的に、

でキャンパス規模を拡大することは極め

は工場等制限法がありましたから、市内

しなければいけない一方で、京都市内で

の高まりと大学進学希望者の増加に対応

の各大学も社会的な高等教育へのニーズ

どんどん増えていった時代です。京都市

ですね。当時は臨時定員増で、学生数が

境づくりが大きな課題でした。また学修

ことで、やはり交通の便や学生の生活環

れでも１・２年生が京田辺に来るという

りはやや少なかったかもしれません。そ

６学部時代でしたので、現在の学生数よ

松岡●当時は神・文・法・経・商・工の

のがあったのですか。

水谷●開設当時の課題にはどのようなも

した。

充実させる非常に大きな機会にもなりま

いくかということについて、教育環境を

かりませんが、古くからおられる方など

らに参りましたので開設当時のことは分
生を迎えていただこうという整備計画を

の一角を占める形で、田辺町で１・２年
変わるという問題、これは文系学部で現

移るため、学年進行によっては通学先が

校地が３年になると今出川キャンパスに

ね。今出川ではとても実現できない大規

境に恵まれた非常に広大な敷地ですから
尽力に感謝しているところです。その基

題を克服していただいたまちの皆様のご

も非常に大きな課題であり、逆にこの課

年を迎えられたと

盤があってこそ開設

いるというのが、今思うと絶好の場所だ

本間●坂を上がりきったところに立って

水谷●場所もいいですね。

になっていることは間違いありません。

の同志社女子大学にとって非常にプラス

け広いキャンパスを持てたことは、今日

が実現したのだと考えています。これだ

員が共通した方向に立ち、女子大の移転

代を迎えるちょっと手前に移転をしたん

同志社は、いわゆる「大学バブル」の時

松岡●多様な背景があったと思います。

うな背景があったのでしょうか。

本間●まさに

水谷●どのような背景があったのですか。

た。

スにおける改革が続いて忙しい時期でし

女子大にとっては急速に京田辺キャンパ

設されたのです。特に２０００年以降、

を新設、京田辺に次々と新しい学科が開

した。さらには

語英文学科）が移転し、学芸学部は京田

いう教育体制を今後いかにつくり上げて

同志社大学の掲げる知育・徳育・体育と

素晴らしい環境を整えることができた。

対応できる

年に日本語日本文学科

辺キャンパスに本拠を置くこととなりま

松岡●同志社大学では、

す。メインのキャンパス、大事なキャン

ャンパスには約４１００人が学んでいま

６５００人の学生がいますが、京田辺キ

心 か ら 感 謝 し て い ま す。 女 子 大 に は 約

境 を 本 当 に 有 効 に 使 わ せ て い た だ き、

なかったことです。この恵まれた教育環

本間●京田辺キャンパスがなければでき

が開設された。ものすごい勢いですね。

石井●京田辺へ移ってから５つもの学科

た女子大学をつくるということで、教職

が理解しました。新しいビジョンに合っ

っても非常に重要だということを教職員

世紀の女子教育体制を固

パスになりました。

世紀の大学にと

ったなと。京田辺市を一望できるんです

めていくということで、新しいビジョン

ャンパス開校時は１・２年次生のみであ

果、教育環境の整備は

よね。非常に充実した施設を作れました

り、学部の本体は今出川にありました。

本間●女子大でも大いに論議を重ねた結

いう印象ですね。

模な施設もたくさん出来ました。
関しては、分散していた施設の集約が関

松岡●そうですね。特にスポーツ施設に

在もあります。それに地元とのつながり

したわけです。
万平方メートルという、自然環

から側聞するところによると、移転には

広大な校地だからこそ
整備できた充実した教育環境
種目に

し、豊かな自然環境が学生に与えるもの

のもとに学科増設をしてきたわけです。

そういう意味では、工学部が学部・大学

年の京田辺キ

年に全面的に統合移転する

86

もの施設が完成し、非常に

も非常に大きいと、今になって思います。

社会的なニーズもあって、２０００年に

21

水谷●京田辺キャンパスが開設されてか

４年には現代社会学部の中に現代こども

報メディア学科を設置し、さらに２００

りました。２００２年には学芸学部に情

り、現代社会学部社会システム学科を作

辺キャンパスにとっては初めて４年間を

水谷●工学部の統合移転によって、京田

がないキャンパスだったんです。

までは、京田辺は主体となる学部の実像

94

89

35
21

ら、両大学とも新校地での展開が加速し

京田辺キャンパスで加速する
新学部・学科の開設

短期大学部を改組して女子大の中に新し

係者の念願でした。京田辺では

25

院を含めて

水谷●京田辺キャンパス開設にはどのよ

79

い４年制の学部を作ろうということにな

43

ます。

大変な決断を要したようですね。女子大

本間

水谷●

こちらに移りました。私も
いう状況を迎えていた。そこで、当時計

女子大学企画部長

画が進行中だった関西文化学術研究都市

洋一
年からこち

よういち】

【ほんま

でも学内で再三審議を重ねたと伺ってい

90

学年移転させました。その２年後には学

た学芸学部音楽学科の定員を増やして全

学部を設置し、今出川キャンパスにあっ

設と同時に、入学定員４００名の短期大

本間●女子大は、 年田辺キャンパス開

ていきますね。

認可申請中です。

程（４年制課程）の開設を目指して設置

年度には薬学研究科医療薬学専攻博士課

芸学部に国際教養学科を作りました。来

医療薬学科を開設し、２００７年には学

学科を作りました。そして翌年、薬学部

をカバーする必要もありましたが、やは

松岡●非常に大きな問題でした。学生数

ですか。

あの移転にはどのような事情があったの

過ごす学部がスタートしたわけですね。

周年を迎えて

り時代のニーズに合った学科を作ってい
芸学部英文学科（現在の表象文化学部英

特集●大学・女子大学の京田辺校地開設

25

14
15

86

り、７学科体制になった。これで工学部

ったく同じです。そこで知識工学科を作

かなければならない。女子大の事情とま
も新たな学科を作り、学部入学定員を縮

く上でも、従来の定員数を堅持するより

めに、またレベルをきちっと維持してい

れている同志社らしい人材を輩出するた

況等も勘案しましたが、社会から要求さ

時ですね。これはもちろん当時の入試状

松岡●２００８年に理工学部に改組した

ましたね。

本間●工学部では途中で定員を削減され

を築いていきました。

作り、新しい学問領域が展開できる体制

はグローバル・コミュニケーション学部

科に博士後期課程が開設されます。今年

れており、来年はスポーツ健康科学研究

す。また並行して大学院の設置も進めら

部が始動し、来年度に完成年度を迎えま

文学部心理学科を改組・再編した心理学

ツ健康科学部を開設。翌２００９年には

方針に基づいて、生命医科学部とスポー

は八田学長をはじめとした大学執行部の

っていくことになります。２００８年に

融合のキャンパスづくりに大きく舵を切

年プラス１年で、京田辺キ

ャンパスは計６学部５研究科を擁する体

た。この京田辺キャンパスで大学院教育

特に博士前期課程の定員数を増やしまし

水谷●一方で２０００年代に入ると、京

か、非常に期待しているところです。

ように京田辺キャンパスで展開していく

になりました。今後この理工学部がどの
を考える必要があると思っています。

辺キャンパスの活性化につなげていくか

今後は学部・大学院の充実を、どう京田

制となります。これが一つの流れですが、

を充実させることができたことは、非常
田辺キャンパスに新しい学部が次々に開

学科体制

要だと考えたからです。この時点で数理

に大きかったのではないかと思います。

システム学科を作り、現在の

その一つとして、学際系の大学院、数理

います。その後２００４年には環境シス

は工学研究科としては初めてだったと思

ったものです。学際的な専攻を作ったの

は学科のないところに大学院の専攻を作

けとして、京田辺校地は理系または文理

も長年の夢でした。これを一つのきっか

した。これは京田辺にいる我々にとって

２つめの学部、文化情報学部が発足しま

松岡●２００５年に京田辺キャンパスで

いった

き、大学には新しい理系の学部が増えて

水谷●京田辺では女子大には薬学部がで

り、現在も年々人口が増えています。京

年の国勢調査では約６万８０００人にな

には市制を敷かせていただきました。昨

国勢調査では５万人を超え、１９９７年

これは大きかったですね。１９９５年の

石井●まず、人口が著しく伸びました。

たか。

事業による基盤整備など、都市基盤を少

み、新田辺駅や三山木駅の土地区画整理

都市線の輸送力増強にも市として取り組

の間に道路を整備しています。ＪＲ学研

ますし、それに通じるようにＪＲと近鉄

志社の協力を得て同志社前駅ができてい

る。これは大きな利点です。ＪＲには同

ＪＲ、近鉄でも同様の時間で都心へ行け

も手を加えていただいていることに感謝

どこからでもアクセスが良い。そこへ市

にも奈良や神戸から来ている者もいます。

水谷●確かにここは非常に便利で、学生

展につながりました。

に来ていただいたことがまちの大きな発

ード面、すなわちキャンパスデザインに

学生・市民に活用される
キャンパスの多様な施設

都府全体でも、人口が増加している市町

しずつですが整備してきました。特に三

ついてのお話を伺いましょう。まず女子

約

山木駅前には現在２７０億円を投入し、

ね。

田辺や同志社の南玄関として整備中です。

学生の皆さんが市内で活動するようにな

や施設が目に見えて充実してきましたね。

新しい学部の設置が進むとともに、校舎

き地が目立っていましたが、両大学とも

京田辺キャンパス開設当時はまだまだ空

ましたが、それが実を結んできました。

気持ちの通じるまちづくりをめざしてい

民と学生が共に賑わうまち、学生さんと

オルガンが入っており、市民の皆さんに

島記念講堂が完成しました。現在パイプ

人同志社創立１１１周年を記念して、新

メリットがありました。

環境が確保できたという、非常に大きな

音響も非常に良い設備にして十分な練習

さなコンサートホールを設置しました。

は頌啓館という建物を建て、その中に小

本間●最初に移転した音楽学科について

年には学校法

り、市民の方々も学生さんたちを受け入

ましたね。

これによって同志社の２万人の学生さん

石井●京田辺市の面積は

大学京田辺校地総務部長、
京田辺地域連携推進室長

このような利便性を生かしながら、市

トル。その中にＪＲと近鉄が走り、駅が

奈和自動車道もやがて完成します。車な

よしき】

高田

芳樹

【たかだ
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周年を迎えて

88

25

こへ最近、第二京阪道路が整備され、京

大ではいかがですか。色々な建物が出来

36

の受け入れにも役立つかと思います。

平方キロメー

村といえば木津川市と京田辺市です。

れるようになってきた。本当に、同志社

大学、女子大学が来てからの

年間で、

年間でした。石井市長、同志社

テム学科と情報システムデザイン学科を

分で大阪、京都、奈良へ行ける。

ら

25

25

高田●交通の便も非常に良くなりました

40

しています。次は京田辺キャンパスのハ

30

ヘクタールを学研区域の北玄関、京

〜

京田辺市にはどのような変化がありまし

キャンパス移転を契機に
さらに発展を続ける京田辺市

設されていきました。

同時に大学院の充実を図る必要があり、

25

松岡
環境科学専攻を 年に作りました。これ

10

た。

を開設し、

大学副学長
（京田辺校地担
当）
、研究開発推進機構長

小しても新たな体制で臨むことの方が重

敬
の教育研究領域の幅が大きく広がりまし

たかし】

【まつおか

９つもある。非常に珍しいまちです。そ

43

16
17

98

演奏会にお越しいただくなどしています。
水谷●２００５年の薬学部開設でも、新

てています。

植栽に気を遣い、かなり凝った計画を立

キャンパスに入る前のプロムナードでも

学生たちの評判もなかなか良いようです。

でしたが、エスカレーターを付けてから

くねったアスレチックコースのような道

カレーターを付けました。以前は曲がり

す。あとは正門の位置を変えて野外エス

ケーションを取ったりする場にしていま

て、学生が安らいだり、互いにコミュニ

石井●京田辺キャンパス開設以来、同志

ています。

生の皆さんにもよく見学に来ていただい

メージが広がっていると思います。高校

来てもらえる新しいキャンパスというイ

とはまた違った雰囲気の、若い人たちに

学生にとっても非常に良かった。今出川

然があり、こういった施策ができたのは

いた感じですね。広大な土地と豊かな自

ャンパス整備は、これでやっと一段落つ

ン語で「絆」という意味だそうです。キ

大学理工学部教授

水谷●高い尖塔は京田辺キャンパスのシ

義
ています。これを受けて２００５年に文

するための教育を充実させる施設になっ

館があり、次世代の情報の担い手を養成

らいもできる。その奥には情報メデイア

きな空間の中で学生たちが勉強でき、語

社にはなかったような建物です。あの大

しました。ご存じのように、今まで同志

２００３年に同志社ローム記念館が完成

から勉強していく場。その問題に対し、

不足していたのは、学生たちが集い自分

大きな推進力になったと思います。ただ

ペースを確保できた。これが教育研究の

常に大きく、様々な実験設備のためのス

ードホールを造り、立派なソファを置い

内の風景を眺めています。１階にはヒバ

り、学生たちはお昼休みにそこへ来て市

３階に食堂、４階にはカフェテリアが入

階から４階にかけて非常に眺めがいい。

ており、面白い構造になっています。２

できました。ちょうど山の傾斜を利用し

時に、事務機構を一括して納めることが

建ててコミュニティセンターにすると同

創立１２５周年記念事業として友和館を

を抱くようです。そして２０００年には

「京田辺に帰ってきた」というイメージ

ら、学生たちは記念講堂の尖塔を見ると

本間●あれが近鉄から見えるものですか

ンボルですね。

利用できるものはどんどん利用していく。

した結果だと思います。今後は D-egg
の
みならず、さらに多様な事業に向けて、

大で学研都市に近いという地の利を生か

に大きな展開であろうと思いますが、広

る施設です。これは従来なかった、非常

いは産業に対する社会貢献へと展開でき

施設 D-egg
を設けました。企業誘致も含
めて大学と企業との連携を深める、ある

携の強化に向けて、インキュベーション

置しました。また２００６年には地域連

エゾンオフィス、研究開発推進機構を設

２０００年の少し前からあり、大学にリ

産学連携を強化したいという強い要望が

本間●私は知らなかったんですが、ラテ

石井●どういう意味ですか。

愛称も学生から募集して、「 Vinculum
（ウ
ィンクルム）の庭」と決まりました。

の象徴的な場所になるのではと思います。

と当たりますが、いずれはそこが女子大

した。まだ高い木がなくて日がかんかん

だった場所を公園化して中庭が完成しま

２０１０年３月には、以前テニスコート

約１００種類の植物を栽培しています。

学問がありますので薬用植物園も造り、

コンパクトに入りました。生薬学という

本間●憩水館ですね。教育設備が非常に

しい建物が出来ました。

る

石井●学研都市では京阪奈丘陵に分散す

ますか。

お話が出ました。学研都市という研究環

研都市の玄関として整備中であるという

水谷●先ほど石井市長から、三山木を学

ました。

て京田辺キャンパスの大きな変化となり

いかと思います。これらハード面での充

に大きな役割を果たしていく施設ではな

リアの中で、特に国際化推進の上で非常

ますが、基本的には京田辺校地というエ

松岡●キャンパスとしては少し離れてい

物が４棟出来ました。その中の１棟が非

工学部の移転です。この時は工学部の建

松岡●一番大きなキャンパスの変化は、

スづくりが大変うまく進んでいるのです

水谷●京田辺の立地を生かしたキャンパ

ます。

現在も色々アピールさせていただいてい

ました。「同志社の京田辺」ということで、

大学がこのまちのシンボルの一つになり

自然に溶け込んで美しい景観をつくり、

いただいています。独特の煉瓦風建築が

ただいて、校舎には勾配屋根を採用して

社には我々のまちづくりにもご理解をい

のクラスター、クラスターとは「ぶ

境については市としてどう捉えておられ

実は、６学部体制になったことと合わせ

ね。大学の方はいかがですか。

化情報学部が出来た。このような環境が

京田辺キャンパスを日本にアピールして

けいはんな学研都市に近い立地はどう生

水谷●関西文化学術研究都市、いわゆる、

水谷●昨年スタートした多々羅キャンパ

ねばなりません。

のネットワーク、情報網も生かしていか

っている委員会も多数あります。これら

区との協議会があり、大学の教員が関わ

けいはんな地区との連携については同地

基盤づくりを行う必要があるでしょう。

いくような研究施設を作っていく、その

ボット、医療などの分野に重点を置いた

報産業、環境・エネルギー、バイオ、ロ

やすい立地にあります。学研都市には情

で、各クラスターの研究機関とも連携し

ある他のクラスターと近接していますの

や精華町のほかに枚方市や生駒市などに

的にはそれほどありませんが、木津川市

京田辺市にあるクラスターは３つで面積

文化学術研究地区を段階的に整備中です。

どうの房」という意味ですが、すなわち

学研都市の核としたまちづくり

25

京田辺キャンパスを

かされていますか。

スは京田辺校地の中でどんな位置を占め

周年を迎えて

松岡●これも重要なことですね。京田辺

特集●大学・女子大学の京田辺校地開設

ていくのでしょう。

12

キャンパスには理工学部がありますので、

非常に大きなメリットが得られました。

整い、京田辺キャンパスのハード面では

水谷

18
19

ただし】

【みずたに

研究機関が数多くあります。それらの研
石井●ただ、それらをつなぐ山手幹線を

ます。
入れていただいてから

高田●同志社大学が当時の田辺町に受け
年が経ち、連携

究分野と京田辺キャンパスにある学部と

から、自覚をもってまちづくりをしてい

の利便性の高いまちだと自負しています

ネームバリューをもつ大学があり、交通

の大きな核になってほしい。それだけの

市としては京田辺キャンパスが学研都市

石井●ここに同志社がある以上、やはり

ますか。

は同志社をどのように位置づけておられ

水谷●学研都市に関連して、京田辺市で

か。

としては素晴らしいのではないでしょう

は密接な関係にありますから、研究環境

っそう良くなると思います。

で学研都市キャンパスへのアクセスもい

に向けた整備が完了する予定です。これ

石井●２０１５年度には山手幹線の南進

パスへのアクセスにも関係しますね。

水谷●山手幹線の整備は学研都市キャン

最重要課題です。

道路が必要であると。早急に実現を願う、

な研究施設を活用するためには一番近い

しいと知事に要望し続けています。多様

長になってから、この道路をつないでほ

を組んだ意味がないわけですね。私も市

完成させなければ、これらのクラスター

るのですか。

水谷●具体的にはどんなプログラムがあ

目に沿って展開中です。

く現在、京田辺市との連携がこれらの項

り、 ５．そ の 他 と な っ て い ま す。 ま さ し

新産業創出、３．人材育成、４．
まちづく

スポーツの振興・発展、２．地域産業振興、

ありまして、１．教育・文化・福祉の向上、

る包括協定を結びました。これは５項目

中高と京田辺市との間で連携協力に関す

に設けて、同年に大学、女子大学、国際

では京田辺地域連携推進室を２００５年

はますます進んでいると思います。大学

高田●市とも協力しながらいろんなプロ

も私の部長時
D-egg
代に同志社と連携して実現したものです。
グラムを実施していますが、なかでも特
徴的なのは、２００５年に文部科学省の

図書館の地域開放、 D-egg
での技術支援
などでも、もっと連携していきたいです

ム

いる「全国大学まちづくり政策フォーラ

にしたいと考えています。毎年開催して

と人とのつながりを大事にした包括協定

た。同志社と市の窓口が密に連携し、人

市にも市民参画課という窓口を設けまし

石井●包括協定を締結して以降、京田辺

い機会ではないかと思います。

ただく。知的財産の共有を図る非常に良

民の皆様にも聴いていただき、学んでい

していただいています。大学の講義を市

レッジ」です。毎年５００人くらい参加

ラムが「京たなべ・同志社ヒューマンカ

ではないでしょうか。

ただいたのが大きなきっかけになったの

研究のフィールドとして取り組ませてい

水谷●力強いお言葉をありがとうござい

りはそういう気持ちでやっていきます。

なってくるでしょう。私が市長でいる限

両者を含めたまちづくりが非常に重要に

スターを含めた学研都市と同志社、この

な節目と考えていますが、先ほどのクラ

野球などを中心に、市民向けのスポーツ

は、これまでにもラグビー、サッカー、

クル活動をしておられる学生の皆さんに

生きてきた人間ですから。クラブやサー

ーツが好きですし、学生時代はクラブで

いただくのは良いことですね。私もスポ

石井●まずスポーツからの交流を図って

います。

入れる形で秋の大きなイベントになって

京田辺市の文化祭も行われ、相互に乗り

でいただいています。ちょうどその日に

ただき、祭ともどもご家族連れで楽しん

ーツフェスティバルにも多くの参加をい

て定着しつつあります。同時開催のスポ

高田●地域の方々とのふれあいの場とし

追うごとに盛り上がってきましたね。

水谷●秋の「同志社京田辺祭」も、年を

できればと思います。

るような意見・情報交換を今後も活発に

できるだけ積極的に協議し、実行に移せ

る連携推進協議会もつくっていますので、

での現状はいかがですか。

を濃くしていく必要がありますね。大学

をさらに強化、活性化し、よりその特色

まちというお話が出ましたが、その連携

ほど市長から、市民と学生が共に賑わう

水谷●ソフト面ではどうでしょうか。先

なりますが、近隣の町や市との連携も拡

京田辺市との連携がもちろんメインには

換していきたいと考えています。さらに、

今まで以上に市と緊密に情報や意見を交

し、地域に生かされる連携」をめざし、

高田●我々も今後いっそう「地域に根ざ

のです。

れない関係をこれから築いていきたいも

一つずつ積み重ねていき、本当に離れら

出していきたいですね。そういう連携を

他にも様々な分野で交流の場面をつくり

の皆さんから指導をいただいています。

の素晴らしい施設の中で、先生方や学生

んの種目について、しかもキャンパス内

リー、フリークライミングなど、たくさ

ウォーク、チアリーディング、アーチェ

アメリカンフットボール、ノルディック

石井●先ほど申し上げたスポーツの他に、

ブ」ですね。

水谷●
「 京 た な べ・ 同 志 社 ス ポ ー ツ ク ラ

ながっています。

ていただくことが京田辺の活性化にもつ

数々のスポーツ施設。これらを活用させ

課題、特に商業活性化について、教育・

にこのプログラムで三山木地区の様々な

連携が進み出したのではと思います。特

すね。この辺から本格的に市と大学との

んな知的特区活性化デザインの提案」で

通称「現代ＧＰ」に採択された「けいは

現代的教育ニーズ取組支援プログラム、

ね。小中学生向けのスポーツ教室や楽器

教室などを開いていただいています。地

大していく必要があると思いますし、何

地域に根ざし地域に生かされる
連携をめざす

かないと。先ほどの
市長になってからは、今まで以上に同志
社と強く連携したまちづくりをしたいと

指導、介護予防事業への参加、女子大学

域のスポーツクラブの先生方にお世話に

度も出ていますが学研都市との関係を生

思っています。２０１３年が一つの大き

薬学部の模擬患者への参画などもできる

種目に使える

なることもあります。それに、京田辺キ

最も長く 年間取り組んでいるプログ

と思います。これ以外にも、連携の可能

ャンパスに整備された、

京田辺」の開催、ラーネッド記念
in

周年を迎えて

性はもっとあるでしょう。そのためにト

特集●大学・女子大学の京田辺校地開設
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ップ会談や、副学長、副市長を座長とす

43
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一 環 と し て、
「こどパ」というプロジェ

また現代こども学科では、体験学習の

石井●分かりました。人と人とのつなが

ていただければと思います。

一緒に楽しくコミュニティづくりをさせ

女子大の施設や学生を使っていただき、

で取り組めるようなお話がありましたら、

ク ト を 実 施 し て い ま す。
「 こ ど パ 」 と は、
りを今後も大事にしていきましょう。

ぜひお知らせいただきたい。できるだけ

公演は市民の皆さんにもよくお越しいた
明るくはじける、広がりのあるイメージ

そのような連携を今後とも進めていきた

だいています。また、ギャラリー展示な
で命名したもので、学生が主体的に企画、

かした連携も必要ですね。

ども本学主催でやっています。市民の皆
運営しています。具体的には、京田辺市

いと思っています。

さんがもう少し直接関わってくださるも
内の小学生の皆さんをキャンパスに招い

水谷●女子大ではいかがでしょうか。

のでは、たとえば音楽学科が２００９年
て一緒に学ぶ活動で、学内にいくつかの

楽に対す

自ずと音

ることが、

に演奏す

時に一緒

えると同

流し、教

学生と交

です。中

レッスン

本間●改めて京田辺市には、市民の皆さ

かありますか。

水谷●そのために市に望まれることは何

たいと思います。

私どもも地域連携に参加させていただき

すが、このようなコミュニティを含めて、

こともあります。地道な活動ではありま

過去の実施例では京田辺の特産を扱った

み重ねながら交流を深めていくのです。

のを作ったり、考えたりという体験を積

学生が一緒にそのブースを回ります。も

おり、２０１２年

烏丸キャンパスともに既に工事に入って

この調査も終了しました。今出川新棟、

うことから発掘作業も行っていましたが、

移転跡は相国寺、薩摩藩邸跡であるとい

年夏に同志社中学が岩倉に移転しました。

松岡●今出川の整備事業については、昨

再編事業の現状をお聞かせください。

今出川キャンパスに移ります。これらの

部の１・２年次生が、２０１３年４月、

ンパスで学ぶ文・法・経済・商の計４学

りましょう。同志社大学では京田辺キャ

水谷●それでは２０１３年以降の話に移

本間●公開講座や音楽の演奏会、オペラ

から始めているのが、京田辺市の中学校
体験ブースを設置し、小学生の皆さんと

るモチベ
んの声を女子大に届けていただくようお

キャンパス再編に伴う
京田辺校地の取るべき道

う楽器の

の吹奏楽部の皆さんに来ていただいて行

ーション
願いしたいです。市民の声をよくご存じ

月末の完成を予定し

を高めて

２年の秋頃から一部開始し、約１年かけ

パス整備をいたします。早ければ２０１

ますが、まず事務の配置も含めたキャン

松岡●既に総合企画会議で提案されてい

どんな中長期プランがあるのですか。

水谷● 年以降、京田辺キャンパスでは

い進め方ができることになります。

縦割り型となり、教育としては効率の良

地で完結させることが可能になる。学部

ば、すべての学部教育を４年一貫、１校

両キャンパスを教育環境という点で見れ

迎える節目であると考えています。ただ、

にとっても非常に大きな、新たな時期を

たように、この事業は京田辺キャンパス

いません。人数が減ることを問題にする

がキャンパス衰退につながるとは考えて

見込みです。ただ我々は、学生数の減少

松岡●確かに学生数は約８０００人減る

ますね。

つまり京田辺市の学生数が減ってしまい

水谷●今出川に学生が移るということは、

とが必要だと思います。

強みをわかりやすくアピールしていくこ

験生はもちろん、社会に対しても大学の

特徴を明確にした教育・研究を進め、受

義、 リ ベ ラ ル ア ー ツ 」
。両キャンパスの

きます。今出川のコンセプトは「国際主

情報」というコンセプトが重要になって

松岡●そこで「身体、生命、先端技術、

のキャンパスになりますね。

なのは市役所の皆さんですから。女子大

る、京田辺キャンパスであってほしいと

げていきます。ぜひ世界へ発信していけ

環境をこの京田辺キャンパスでつくり上

新学部・研究科から世界へ開かれた教育

程に取り込んでいくものです。これらの

た。これは海外から留学生を博士前期課

究科に国際科学技術コースも設置しまし

せん。昨年、生命医科学研究科と工学研

めていくのかを真剣に考えないといけま

松岡●国際化をこのキャンパスでどう進

ケーション学部などへの期待は。

水谷●新設されたグローバル・コミュニ

ます。

コンセプトに盛り込んでいく必要があり

発信していけるのかという点を、中長期

には、京田辺キャンパスから社会へどう

ています。今まで皆さんがおっしゃられ

くれる。

て 年の夏までに整備したいと考えてい

10

生命医科、スポーツ健康科、心理、グロ

水谷●今後京田辺では、理工、文化情報、

要があります。

キャリア支援ももっと充実させていく必

域をきちっと押さえた事務体制をつくる。

ていける事務室を含めて、そういった領

学部ができましたので、国際化を推進し

ます。グローバル・コミュニケーション

スづくりも可能と考えています。基本的

な環境を展開していけるようなキャンパ

でしょうし、産学を含めたもっと学際的

を構築していくという方向性も出てくる

例えば、拠点となるような研究センター

中で今まで以上に様々な展開ができます。

思います。研究面では広いキャンパスの

できるものをつくれるかという問題だと

のではなく、キャンパスの中身が活性化

田辺に住み、学ぶことになるわけですね。

辺の学部の学生さんは４年間を通じて京

パス再編後は学部縦割り型になり、京田

かに不安ではありますが、一方でキャン

念なことです。まちづくりへの影響は確

ることは、大学の方針であるとはいえ残

の流れでしょうし、京田辺市の学生が減

石井●なるほど。大学の都心回帰は時代

願っています。

周年を迎えて

ーバル・コミュニケーションの６学部体
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制で動くことになります。理系学部中心
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松岡先生もおっしゃられたように、学生

ただける学生生活になることでしょう。

じっくりと京田辺市の良さを分かってい
いでしょうか。あとはソフト面、それか

特にハード面はかなり実現したのではな

パスの整備計画はほぼ達成できました。

ますます推進する。ただ、世界の京田辺

ドを盛り込みながら、先端研究拠点化を

生命・先端技術・情報」というキーワー

いうコンセプトを掲げています。
「身体・

かを模索する必要があるでしょう。

になるためには、我々同志社が引っ張っ

水谷●例えば京田辺キャンパスの強みと

らできるだけ京田辺市と地域連携できる

す。地域の保育の先生方と交流し、新し
は何でしょうか。

ようなあり方を模索したいと思います。

先ほどグローバル・コミュニケーショ
い保育や幼児教育のあり方を学び、現場
松岡●やはり企業との連携。これは非常

数減の影響が出るというよりも、いま申

ン学部の開設によって国際化を一層進め
の先生方の意見にふれるなどの機会をも
に重要です。一つの流れとしては一番ス

し上げたようなことを軸にして、ワンス

るというお話を伺いましたので、そこや
たせていただきたい。地域と一体となっ
ムーズに動かしやすいですし、世界の企

ていかないといけない。同志社自身がそ

他の学部の多くの留学生たちが京田辺キ
て新しい風を吹かせるような子ども教育
業も含めて注目してもらいやすく、スタ

現代こども学科では、来年度に向けて、

ャンパスで学ぶことになる。これによっ
を行っていければと考えています。そう
ートしやすいのではと私は考えています。

うあるべきだと思わせるような、世界が

て学生と市民の皆さんとの交流が、まさ
いう意味でも、ぜひ市の方でも私どもに
具体的には、このキャンパスで物づくり

テップ上に行けるまちづくりを今後は考

しくグローバルなつながりを築ける可能
ボールを投げていただきたいと期待して
をすることより、我々は人材を育成し輩

注目してくれるようなキャンパスとは何

性がある。市としてもキャンパス再編を、
います。
出していくことに重点を置きたい。あく

保育士資格の取得が可能となるよう、現

新たなまちづくりの方向性を探る転機と
石井●分かりました。いろんなことにど

在、保育士養成施設への指定を申請中で

して捉えたいと思っています。京都の京
んどん参画させていただきましょう。

えたいですね。

田辺市から、国際的な京田辺のまちをめ

らこのキャンパスへ来ていただき、京田

へ巣立っていく。もちろん逆に、世界か

までも日本の方々が入学し、学び、世界

ざす。そのためには先ほども申し上げた
ように、同志社を核とした学研区域とし
たい。これからも同志社とは強く連携し
ていきたいです。

きたいと考えています。京田辺は６学部

０をめざしてセンターの設置を進めてい

では研究センターを３桁にしたい。１０

究センターが ありますが、我々の構想

松岡●今は研究開発推進機構を中心に研

の展開に向けた目標はありますか。

水谷●クリエイティブ・ヒルのいっそう

ないかと個人的に思っています。

ィブ・ヒルの一つのあり方、方向性では

います。これがもしかするとクリエイテ

も含めた人材育成が重要ではないかと思

本間●女子大ではひとまず京田辺キャン

起きますか。

ミをどう再利用するか。あるいは太陽光

ドにしようと考えています。例えば生ゴ

整備事業では「エコ」を一つのキーワー

パス構想の中に大きく打ち立て、今後の

リーンキャンパス」という構想をキャン

そこで、
いわゆる「エコキャンパス」「グ

ますね。我々も無視できない問題です。

害等で色々なエネルギー問題が起きてい

ス環境という点から見ると、いま自然災

松岡●そう思います。それからキャンパ

そスタートしやすいことですね。

水谷●それも京田辺キャンパスだからこ

ではないかと思います。

ャンパスに「クリエイティブ・ヒル」と

松岡●同志社大学としてはこの京田辺キ

松岡●

お聞きしましょう。

けての課題点を、対策・解決策を含めて

ということですね。では改めて今後に向

れとエコキャンパス構想を持たれている

濃い京田辺の同志社をめざしていく。そ

いき、世界から人が集まるような中身の

水谷●学生数は減るが、内容を充実して

いかと考えます。

していただく。このような地域との連携

社会の知識を得て、世界の産業界で活躍

辺市で生活し、日本の文化あるいは日本

体制となり、その中にも多くの学科がで

を使った発電システムでエネルギーをで

京田辺を先端研究拠点
「クリエイティブ・ヒル」に

きて、今まで理工学部のみだった学問領

年を境に２つのそれぞれのキャ

京田辺キャンパスの国際化
今出川キャンパスとの
一体化が課題

域に多様な分野の先生方が集まってきて

水谷●女子大では 年以降、何か変化は
13

り上げていく。それによって世界へ発信

ちっと構築し、世界的な研究拠点をつく

究において横の連携を図るシステムをき

き上がっていません。そこで、まずは研

結集させるシステムが残念ながらまだで

方個々の高い研究力、教育力を、有効に

科も開設されます。しかしながら、先生

来年は学研都市キャンパスに脳科学研究

究環境が５倍に広がったということです。

います。増えた学部のぶんだけ、教育研

据えた京田辺キャンパスの方向性ではな

きるだけ実現させたい。それが将来を見

るいは地域の皆様から提案いただき、で

いろんなアイデアを先生方、教職員、あ

置づけていくつもりです。そのために、

大し、京田辺キャンパスの特長として位

グリーンキャンパス化を質・量ともに拡

できました。今後このような省エネ化、

棟を含めて太陽光発電を導入することが

ステムを作っていく。一部では既に教室

きるだけ学内で生産、消費するようなシ

は共同研究をどう進めていくのかという

ちろん学部間、研究科同士の教育あるい

用していくのかが、大きな課題です。も

動を含めたスポーツ施設をいかに有効利

うに展開できるのか、もう一つは課外活

す。一つは教育を両キャンパスでどのよ

避けたいというのが、まず大きな前提で

スごとに分割されるような状況は絶対に

いけるのかがポイントですね。キャンパ

が、両キャンパスがどのように融合して

ンパスで学部が縦割り型になるわけです

周年を迎えて

していける産学連携の拠点になり得るの
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ではなく、京田辺と両方のキャンパスが

ない。そして同志社は
「今出川の同志社」

としては早期に方向性を示さないといけ

次のステップが出てきますが、まず我々

つなんだという一体感をつくるように

って、２つのキャンパスがあるけれども

ともある。こういったイベントなどによ

間に入って話ができ、学内を案内するこ

います。学生には好評ですね。教職員も

めに、女子大では打開策を考えておられ

水谷●両キャンパスの一体感の創出のた

と思っています。

ためには京田辺が大きな核になるだろう

るだけ快適な空間を創出していく。その

んな支援策を考えています。ただ女子大

生の活動に支障が出ないよう、現在いろ

ル活動のための両校地間の往来など、学

から。正課科目の履修やクラブ・サーク

割り型になり、質的に大きく変化します

がこちらに来ていた横割り型が完全に縦

一体感の創出です。今までの１・２年生

ょっとしたティーパーティー形式にして

を取ってもらうことが目的ですので、ち

に集まり、お互いにコミュニケーション

そういうことよりもむしろ一緒に京田辺

レッジソングの練習をしたりしますが、

ブ活動の成果を披露して歓迎したり、カ

京田辺の体育館で開催しています。クラ

キャンパスの新入生１５００人を集めて、

年やっているのが新入生歓迎会です。両

意識がないようにするか。そのために近

に結びつけて、別々のキャンパスという

スとに分かれていますので、それをいか

のと同様です。今出川と京田辺キャンパ

本間●女子大も松岡先生がおっしゃった

が出てくると思います。

らの意見を集約することで今後の具体策

議論をしていただいていますので、これ

話が既に学長から出ていますが、学内で

ード面では無料シャトルバスを運行する

に、塗り替えていく必要があります。ハ

ていかねばと思います。そのためには教

り出したい。その辺は今後もっと模索し

デンティティ、ＤＮＡをもつ卒業生を送

ょうが、大学としては両校地共通のアイ

たな伝統をつくっていく必要もあるでし

歴史的な雰囲気があまりありません。新

辺は広大なキャンパスではありますが、

の気持ちも育つと思います。一方で京田

す。その満足度を落とさないよう、でき

です。とはいえ、学生の満足度は高いで

して考えていかねばと思っているところ

こまではできません。その辺が女子大と

きればいいんですが、我々は経済的にそ

社大学のようにシャトルバスで行き来で

本間●それはなかなか難しいです。同志

ですか。

水谷●クラブ活動などの行き来はいかが

ように取り組んでいます。

キャンパスを強調しながら一体化を図る

ているつもりはない。できるだけ京田辺

ンパスにいる者も、その中に閉じこもっ

ンの方が多いですね。そして京田辺キャ

なので、今出川から京田辺に来るパター

に来ています。しかし京田辺の方が拠点

本間●はい。科目によっては結構こちら

田辺に来ることはあるんですか。

水谷●科目によっては今出川の学生が京

しています。

ちづくりをめざします。

二のふるさと」と言ってくれるようなま

いう実感をもっていただき、ここを「第

しては学生の皆さんに京田辺で育ったと

私にとっても大変嬉しいことです。私と

生さんがもっと出てくる。市にとっても

こで４年間学び、生活していただける学

田辺キャンパスが６学部体制になり、こ

きな転換期になります。そして今度は京

思っています。

クアップしていくことが大きな課題だと

キャンパスの活性化を大学としてもバッ

掛けを作り、学生の活動を後押しして、

し今後は、今まで以上にソフト面での仕

状態は多少ましになっていました。しか

辺に本拠を構えるようになり、そういう

ていましたが、最近は多くの学部が京田

終わると閑散としていた時代が長く続い

はという点が心配です。以前から授業が

辺キャンパスがまた少し寂しくなるので

によって、せっかく活性化してきた京田

ていますが、文系の１・２年次生の移転

１万５０００人ほどいて、かなり賑わっ

京田辺キャンパスの活性化。現在学生が

は、大きく分けて２つあります。

高田●２０１３年度以降を見据えた課題

いかがでしょうか。

るということですね。同志社大学の方は

あっての同志社であるというコンセプト

よりはもっと人数が多いので、一堂に集

職員も、良心教育や同志社精神を改めて

つは

まって何かをするのは難しい。京田辺キ

再認識していく必要があるでしょう。

２つめは、まさしく両校地の一体化、

今後も私の信条
「人と人とのつながり」

浸透、定着させていくかは大きな課題で

としてのアイデンティティをいかに育み、

同 志 社 の 原 点 で あ る「 良 心 」
、同志社人

高田●京田辺で４年間学ぶ学生の中に、

いる学生もいますね。

りません。すると６年間ずっと京田辺に

系だと大学院まで行くケースも少なくあ

違いは出てきそうでしょうか。特に理工

４年間を過ごした場合、学生の中に何か

水谷●ただ、今出川と京田辺それぞれで

どのようにアプローチしていかれますか。

ーワードが出ました。京田辺市としては

水谷●活性化、一体化、国際化というキ

ながら進めていきたいと思っています。

なっていますので、これも市とお話しし

の場としてご活用いただくことも前提に

ません。京田辺市民の皆さんに国際交流

めの仕組みを今後は考えていかねばなり

田辺キャンパスの国際化の拠点とするた

に積極的に使っていくのはもちろん、京

をもっと進めたい。留学生寮としてさら

ましたように、多々羅キャンパスの活用

交流や協議の機会を積み重ねていくこと

なると思いますし、できるだけそういう

していくことはお互いにとってプラスに

ょう。皆がそういう前向きな気持ちを出

含めて立ち向かっていく必要があるでし

いて、これから市では、市民も市職員も

ちづくりに生かせるような環境整備につ

として私たちは考えています。それをま

社を学研都市などと合わせて、知的資源

と期待しています。また、そういう同志

のつながりがさらに広がり、深まるもの

とによっても、国際化を通じて人と人と

ニケーション学部を作っていただいたこ

国際化の一環としてグローバル・コミュ

を軸にして、同志社と連携していきたい。

す。 年経ったといっても京田辺はまだ

石井●あまり大きなことは言えませんが、

もう一つ、先ほど松岡副学長からも出

ャンパスの特徴は持ちながら、両校地の

まだ新しいキャンパスです。今出川には

２０１３年は京田辺市としても一つの大

周年を迎えて

１３６年という歴史と伝統がありますか

一体感をいかに醸成するかが大事です。

1

26
27

1

ら、自然と学生の中に、同志社人として
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可能な範囲で市民開放にご配慮いただけ

ある程度の制約はあろうかと思いますが、

石井●教育・研究目的の施設ですので、

期待をしておられますか。

水谷●多々羅キャンパスにはどのような

が必要条件の一つと考えています。

ょう。

田辺に関心を寄せるきっかけになるでし

目がたくさんあれば、学生の皆さんが京

みも数多く設けられました。こうした科

科目などで、京田辺を題材とした取り組

現代ＧＰの中の学際科目やプロジェクト

松岡●市長が学生と話してくださるのは

ちづくりをしていきます。

私も同志社を信頼して、先頭に立ってま

学生さんとお話しする機会もあります。

ようになるでしょう。私自身が同志社の

た、お互いにいろんなことも言い合える

期待しています。そのためには市として

の場、気軽な国際交流拠点になることを

ん、あるいは留学生たちとの一つの交流

素材はたくさんあるのではないでしょう

たいですね。まだまだ眠っている連携の

らもそういう場をぜひ提供していただき

強めていけるでしょう。また、同志社か

らかの形で同志社との絆を今まで以上に

んたちとコミュニケーションを取り、何

るだけ市民もそれを活用しながら学生さ

な分野において交流できますから、でき

女子大とは医学・教育・保育という多様

打ち出された５つの基本プランがありま

水谷●市長が今年度の市政運営について

松岡●それに尽きます。

ションが一番大事ですね。

ばと思っています。やはりコミュニケー

石井●学生さんたちとは自然体で話せれ

ません。

な将来構想がそこから生まれるかもしれ

ていただく機会にもなりますから。新た

いることを知り、また我々の希望を知っ

非常に重要ですね。市は我々に期待して

非常にありがたいです。そういう機会は

も、運営面での支援が必要ではないかと

か。それを掘り起こすために、学生の皆
すね。これは学生がここで生活する上で

同志社大学とはクラブ・サークル活動、

考えているところです。

さんはもとより、職員の皆さん、先生方

ればと思います。市民の皆さんと学生さ

水谷●それでは最後に、これからの京田
にもご協力いただければ嬉しいです。

さらに特色ある地域連携を行い
京田辺市と共に歩む
辺キャンパスへの思いや希望を語ってい

が、これが契機となって同志社と地域と

力を磨く取り組みが進められてきました

Ｐの中で、地域活動を通じて問題解決能

石井●包括協定を締結してから、現代Ｇ

本間●少しずつ変わってきていると思い

向かってやっていきたいと思います。ま

しみませんし、市民や職員がその方向に

ステップにするために、市でも協力は惜

した。それを揺るがぬ地盤として次への

くにあたっての基礎、地盤を築く年月で

献することが今後の地域連携のあり方か

ら、互いに支え合い、共存共栄、相互貢

とする、
「つながりによる地域力の創造」

全・安心な暮らしの創造」を最重要課題

いうことで書かせていただきました。「安

石井●はい。５つのチャレンジプランと

ていただきたいと思います。

非常に重要なことですので、ぜひ実践し

ただきましょう。まず、まちづくりをし
年間は、これからやってい

の連携が深まるようになったと思います。

年前に比べると学生が立ち寄

今までの

「地域の輝きと活力の創造」
「しあわせを
ますよ。

ておられる市長からお願いします。

実感できる社会の創造」
「京田辺の未来

代の思い出は、まちに凝縮されているん

なってから思い出の深みが違う。学生時

な４年間を過ごすというのは、社会人に

が全然違うんですよ。人生の非常に貴重

いは６年京田辺で暮らすのとでは、深み

松岡●２年で去っていくのと、４年ある

おりますから。

っています。薬学部は８００人在学して

間、安心で安全な空間が欲しいと常々思

構遅くまでいるんです。やはり駅までの

本間●女子大でも薬学部などの学生は結

ます。

ますので、ご協力の程よろしくお願いし

活できる環境をつくっていきたいと思い

だきながら、学生の皆さんが安心して生

協定に基づいて先生方にもお知恵をいた

向けた検討会議を設置しています。包括

市犯罪被害者等支援について、条例化に

いうことについては、今年５月に京田辺

一同頑張ってまいります。安全・安心と

をささえる人づくり」の５つです。職員

大学と地域は「永遠の隣人」なのですか

を提供していただければありがたいです。

フィールドや学生のボランティアの場等

だく、同時に、地域の方でも教育研究の

資源を地域に還元してお役に立てていた

うに、教員、学生、施設といった大学の

ら先ほどらい市長もおっしゃっているよ

索していく必要があるのかなと。それか

田辺市は、もっと特色ある地域連携を模

ような連携は行っています。同志社と京

たいですね。どこの大学と地域でも同じ

さらに特色のある地域連携を考えていき

タンスで発言させていただきましたが、

高田●私の場合は主に地域連携というス

交流もできればと思います。

水谷●他大学との、いろんなレベルでの

くってもらえれば嬉しいですね。

るような人間関係を、いろんな場所でつ

も大事ですが、学生さんが将来に生かせ

居場所づくりを心がけていきます。勉強

が、できるだけ学生さんが過ごしやすい

石井●時代、時代によって若干違います

る場所も随分増えてきました。

（２０１１年６月

ございました。

水谷●本日は皆さん、どうもありがとう

めてお礼申し上げます。

社と意見交換ができることを祈って、改

進していきたい。今後とも積極的に同志

との絆を一層強めながらまちづくりに邁

辺だと言われるよう、同志社と京田辺市

大学と連携しているまちは日本では京田

さらなる連携に向けて心強く思います。

いたことは私にとって最大の喜びですし、

石井●今日このような場を設けていただ

ます。

これからめざしていくべきだと思ってい

した開放的なキャンパスづくりを我々も

文字通り垣根を取払った、市民と一体化

大都会のキャンパスとは違いますから、

なと思います。最後にもう一つ、ここは

周年を迎えて

日京田辺キャンパス・

です。そこを京田辺市と大学とでつくり

嗣業館学長室）

上げていければ。
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