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【50 代・卒業生】 

■「人生 100 年時代の学び」に興味があります。近い将来、母校で再度学んでみたいとの意欲がありあ

りです。詳細を知りたいです。 

【40 代・卒業生】 

■リカレント教育について知ってみたい。 

→ご関心を持っていただきありがとうございます。リカレント教育センターのホームページ上でプログラムの

詳細を記載しております。ぜひそちらもご覧くださいませ。 

リカレント教育センターホームページ：https://www.konan-u.ac.jp/education/recurrent/ 

 

【60 代・卒業生】 

■卒業生にも、図書館が利用できるような方法を検討してください。 

→卒業生のご利用に関しては、甲南大学図書館のホームページをご確認ください。 

卒業生のご利用について https://www.konan-u.ac.jp/lib/?page_id=575 

問い合わせ先 https://www.konan-u.ac.jp/lib/?page_id=201 

 

【60 代・卒業生】 

■今年のホームカミングのご連絡は急すぎました。 

→ご意見をいただきありがとうございます。開催日までに読者のみなさまのご自宅に投函する配送スケジ

ュールを組んでおりましたが、地域や郵送事情の関係で、結果的に開催後に到着することになってしまっ

たかと存じます。ご参加をご希望されていたご卒業生の皆様には大変残念な結果となり、誠に申し訳ござ

いません。よろしければ、アーカイブ動画を公開しておりますので、ご覧いただければ幸いに存じます。（諸

事情により、一部のみ公開となっております） 

甲南大学同窓会ホームぺージ：https://www.e-konan.net/konanonlinegallery2021/ 

 

【50 代・卒業生】 

■外袋（透明ビニール）が今迄に比べて破りづらくなった。 

→ご意見をいただきありがとうございます。破りづらくなったとのこと、ご不便をおかけしております。外袋に

ついては、特に変更などは加えておりません。裏面の中央に点線が入っておりますので、上部から点線に

沿って破っていただくと開けやすいかと存じます。お試しくださいませ。 

 

【70 代・卒業生】 

●社会人入学制度を知りたい。 

→大学院入学試験要項をホームページ上に掲載しておりますので、社会人募集に関わる箇所をご覧くだ

このたびは、学園広報誌『KONAN TODAY No.60』アンケートハガキのご意見・ご要望欄へ 

ご記入いただきありがとうございます。いただいた内容を一部抜粋し、回答いたします。 

すべての質問にお答えできておりませんが、何卒ご了承いただければ幸いです。 

今後とも本学園の教育活動に、ご指導・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。 
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さいませ。また、大学院案内の閲覧や資料請求なども可能ですので、合わせてご覧くださいませ。 

 

社会人選抜入学試験 

https://ch.konan-u.ac.jp/admission/other/society/ 

2020 年度社会人選抜入学試験要項 

https://ch.konan-u.ac.jp/admission/assets/pdf/2022form/syakaijin-youkou.pdf 

大学院入試情報 

https://www.konan-u.ac.jp/exam/graduate/request/ 

2020 年度大学院入学試験要項 修士課程・博士後期課程  

https://www.konan-

u.ac.jp/pdf/exam/graduate/application/2022/2022_daigakuin2.pdf 

 

【50 代・卒業生】 

●卒業して 30 年余り、学園公認のスポーツ同好愛好会（卓球パート）は存続してますでしょうか。 

→部員減少により、現在休部中となっております。 

 

【60 代・卒業生】 

■白川台キャンパスは今一般利用できますか？コロナ禍で OB 会を長い間見合わせてきましたが、会場と

してお借りできる？ 

→白川台キャンパスの利用については、利用対象者を本学学生、中高生、教職員としており、ご卒業生の

みなさまのご利用はご遠慮いただいております。コロナ禍により、学生の使用に関しても制限をしている状

況ですので、何卒ご理解いただければ幸いです。 

 

【60 代・卒業生】 

■新潟県出身の在校生、卒業生は何名くらいいるのでしょうか 

→2021 年度入学試験では、11 名が受験し、8 名が合格しております。入学者についての数値は公表し

ておりません。ご卒業生の方で、出身地が新潟県の方がどの程度おられるかについては、数値を保有して

いないため、分かり兼ねます。 

なお、大学・大学院ご卒業生の方で現在新潟県にお住いの方は５０名ほどおられます。 

 

【40 代・卒業生】 

■SNS、LINE などで甲南生とつながれたらいいなあと思います。 

→公式ツイッターやインスタグラムを開設しています。ぜひフォローをお願いいたします。 

ツイッターアカウント＠konandaigaku  

インスタグラムアカウント konandaigaku  

以下、本学が公式に運用をおこなっている SNS アカウント情報です。 
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https://www.konan-u.ac.jp/life/sns/ 

 

【30 代・卒業生】 

■ネットで配信してほしい。住所変更もネットで可にしてほしい。 

→ご意見をいただきありがとうございます。冊子版の発行に合わせて、PDF 版をホームページ上で公開し

ており、ホームページ上で案内をしております。一部記事に関しては、No.60 より「KONAN-PLANET」で

の連動記事を掲載しており、「KONAN-PLANET」の会員（無料）にご登録いただきますと、月に一度メ

ールマガジンが配信され、記事を閲覧いただくことが可能ですぜひご登録をお願いいたします。 

なお、2022 年 3 月末発行予定の No.6１より、ネット上で住所変更や送付停止の手続きをしていただけ

るよう、準備をしております。もう少々お待ちくださいませ。 

学園広報誌『KONAN TODAY』：https://www.konan-u.ac.jp/gakuen/kouhou/ 

「KONAN-PLANET」会員登録フォーム： 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pana-lfoapb-

05508dd5c06e993de5b91af01f068128 

 

【20 代・在学生】 

■在学生に向けた校内プログラムの案内などが入っていると一目で見れてわかりやすいです。 

→「KONAN TODAY」の発行対象は在学中の保護者宛と卒業生となっております。よって、在学中の学

生さんに向けた情報は基本的に掲載しておりません。年２回の発行時期のタイミングで、どうしてもタイムリ

ーな発信が難しいため、イベント情報などは「My KONAN」や学内掲示をご確認くださいませ。 

 

【70 代・卒業生】 

■クラブ活動の同窓会等、卒業者の身近な情報欄もあれば良いと思います。 

→『KONAN TODAY』は甲南学園の「いま」を伝える内容に比重を置いておりますので、各部活動の同

窓会情報については掲載しておりません。 

甲南学園同窓会発行の「甲窓（年 1 回発行）」では、「各種同窓会便り」という誌面にて、OB 会情報など

が掲載されておりますので、そちらをご覧くださいませ。 

また、同冊子の「近況（RECENT REPORT）」誌面では、ご卒業生の顔写真や学部、氏名、所属ゼミ名や

部活動、アドレスなどが掲載されております。より密な同窓生情報が記載されておりますので、ぜひご覧く

ださいませ。 

 

【50 代・卒業生】 

■久々に読みましたが、カラフルで読み応えありでした。でも費用も相当かかるでしょうから、希望者には

メールとかホームページで読めるようにすればいいかなと思います。 

→ご意見をいただきありがとうございます。発行に合わせてホームページ上で PDF 版を掲載しております。

送付不要の場合は、ハガキにてお知らせくださいませ。なお、発行は原則年 2 回（9 月・3 月）としており、

https://www.konan-u.ac.jp/life/sns/
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送付を停止された場合、メールでの発行連絡などは行っておりませんので、ご自身でホームページの該当

箇所をご確認いただく必要がございます。 

または、「KONAN-PLANET」の会員（無料）にご登録いただきますと、月に一度メールマガジンが配信さ

れ、「KONAN TODAY」発行時期とメールマガジン配信のタイミングが合いましたら、「KONAN TODAY」

発行の旨も発信されるかと思いますので、ぜひご登録をお願いいたします。 

「KONAN-PLANET」会員登録フォーム： 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pana-lfoapb-

05508dd5c06e993de5b91af01f068128 

 

【50 代・在学生・在校生の保護者】 

■子どもが在学生ですが、親が他大学出身ですが勉強できるような場を作ってもらえると嬉しいです。（オ

ンライン可、セミナーなどで） 

→公開講座を定期的に実施しておりますので、ご興味のある講座などがございましたら、ぜひご参加くだ

さいませ。 

甲南大学公開講座：https://www.konan-u.ac.jp/korec/lecture/ 

※すでに終了している講座もございますので、2022 年度の申込開始をお待ちください。 

 

【60 代・卒業生】 

■以前、甲南バッジみたいなものをプレゼントであったような気がしますが、いただけないですか？ 

→思い当たるバッジとしましては、2015 年 10 月から 2020 年 9 月までの期間中、甲南学園創立 100

周年記念事業募金を行いました際、ご寄付いただいた方全員に「甲南学園 100 周年記念バッジ（赤色

で約 2 ㎝角）」を贈呈いたしました。ご寄附いただいた方への記念品としており、非売品のため差し上げる

ことはできません。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

【20 代・卒業生】 

■岡本ぶらりをみて和ませてもらっています。お店等も紹介ください。 

【60 代・卒業生】 

■「岡本ぶらり」でいろんなお店の紹介もあればいいかなと思った。 

→ご意見をいただきありがとうございます。過去の誌面ではございますが、店舗紹介もございます。そちら

もご参考にお読みくださいませ。※店舗情報は掲載当時のものです。 

No.59（芦屋・御影を含むテイクアウトのお店） 

https://www.konan-u.ac.jp/news/wp/wp-content/uploads/2021/03/public-relations-

department-limited/v59_okamotoburari.pdf 

No.57 

https://www.konan-u.ac.jp/news/wp/wp-content/uploads/2021/10/public-relations-

department-limited/today57_okamotoburari.pdf 
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No. 55 

https://www.konan-u.ac.jp/pdf/gakuen/kouhou/today55.pdf 

 

【50 代・在学生・在校生の保護者】 

■定期的に子供の成績表を送っていただいているのですが、見方が今一つ分かりません。子供からは、特

に問題ないからとはぐらかされているようで心配です。成績表の具体的な見方を特集していただけないで

しょうか。 

→ご意見をいただきありがとうございます。本学が発行している「履修ガイドブック 2021」の【第４部】知

っておいてほしいこと（108～111 ページ）に成績に関する記載がございます。こちらもご参考にご覧くだ

さいませ。なお、学部・学科・学年により授業科目区分や卒業必要数が異なります。 

履修ガイドブック 2021 

http://www.konan-u.ac.jp/kyohmu/aao/book/2021/pdf/2021konan-u_guidebook.pdf 

 

【70 代・卒業生】 

■同窓生のご逝去についてのご案内をいただけるか。 

甲南学園同窓会発行の『甲窓（年 1 回発行）』にて、同窓会へご連絡をいただいた方で、追悼欄に掲載

希望の方を記載している「追悼」誌面がございます。 

『KONAN TODAY』では追悼誌面は掲載しておりませんので、『甲窓』をご覧くださいませ。なお、

『KONAN TODAY』と『甲窓』は制作部門が分かれておりますので、『甲窓』に関するご質問やお問い合

わせは甲南大学同窓会事務局へお問い合わせくださいませ。 

甲南大学同窓会事務局 TEL：078-842-0357 / FAX：078-811-9366 

 

【60 代・卒業生】  

■55 年（80 年卒）ですが、そのころのキャンパス風景など掲載してほしい。 

→学園 100 周年を記念し、No.53 より期間限定で懐かしい画像で 100 年をたどる「タイムトリップメモ

リーズ」という誌面を掲載しました。1980 年代は No.55 で掲載しておりますので、限られた誌面かつ過

去のものではございますが、ご覧くださいませ。 

No.55（27 ページ） 

https://www.konan-u.ac.jp/pdf/gakuen/kouhou/today55.pdf 

 

【50 代・在学生・在校生の保護者】 

■入学して一年半位は、親が名古屋に住んでいたので学校も見られませんでした。転勤で関西に来たも

ののコロナの影響で学祭も見に行けないどころか授業もほとんどリモートで残念でした。卒業してからも

何かあればいいのにな～と思います。 

→ご意見をいただきありがとうございます。コロナ禍により、キャンパスにお越しいただく機会が減ってしま

いましたこと、私どもも非常に残念な思いです。ご卒業後も大学祭に足をお運びいただければ幸いです。 

https://www.konan-u.ac.jp/pdf/gakuen/kouhou/today55.pdf
http://www.konan-u.ac.jp/kyohmu/aao/book/2021/pdf/2021konan-u_guidebook.pdf
https://www.konan-u.ac.jp/pdf/gakuen/kouhou/today55.pdf
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【50 代・卒業生】 

■セキュリティーシールが枠よりも少し小さいような？ 

→ご意見をいただきありがとうございます。枠内よりもほんの少し小さい作りになっております。 

 

【20 代未満・在学生】 

■両親がまだ大学に行けず（コロナで）早く見せてあげたいので終息したら早く見学させてあげたいので

すが、学校案内みたいな MAP があったらいいなと思いました。 

→「KONAN MAP」という冊子があります。学内に設置していますが、見つからない場合や不足の場合は、

岡本キャンパス１号館１階にある広報部にて配付させていただきますので、お立ち寄りいただければ幸い

です。 

 

 

たくさんのご意見・ご要望ありがとうございました。 

次号（No.61）の発行は 2022 年 3 月下旬を予定しております。 

 

 

 

 


