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２． キャンパスの概要 
■学園設置校及び学生数 
　法人名　学校法人　玉手山学園（以下の５校の母体） 
　　（HP　http://www.houjin.fuksi-kagk-u.ac.jp/） 
　関西福祉科学大学 
　　　大学院　社会福祉学研究科　62名 
　　　社会福祉学部　1853名 
　　　健康福祉学部　778名 
　関西女子短期大学 
　　　保育科　213名 
　　　保健科　208名 
　　　歯科衛生学科　312名 
　関西福祉科学大学高等学校　　 529名 
　関西女子短期大学附属幼稚園　 430名 
　関西医療技術専門学校　　　　 299名 
　学生・生徒・園児　総在籍数　4684名 
　　　　　　　　　　　　（平成20年4月1日現在） 
■所　在　地　　大阪府柏原市旭丘３丁目11-１ 
■敷 地面 積　　約60,000m2 
■建学の精神　　「　感　恩　」 
■教育方針・特徴 
　　人を幸せにする人を育てたい。 
　　人を幸せにすることによって自分も幸せになる。 
　　そんな人であふれる、心豊かな21世紀の福祉社
　　会をつくりたい。 
　　この願いをかなえるために学生自身が持ってい
　　る力を十分に引き出し育てる「確かな教育力」
　　と「あふれる情熱」が本学の誇りです。 
 　  
 
 
 
 
 

１．はじめに 
　さて、玉手山学園と言われてもピンとこない節が
あるかと思います。 
　由来は、当地（大阪府南東部）に玉手山古墳群が
あり、それを引用しています。また、古くは大坂夏
の陣の古戦場跡地であり、後藤又兵衛基次の碑も奉
られています。 
　ゼネコンに就職するときも数がありすぎて、当時
の就職担当の先生にお任せしていて、入社試験に際
して、初めてその存在を知りましたが、私立大学に
おいても学校法人名が、創設者の名前であったり、
その地域や、建学の精神の一部を法人名に引用して
いるものもあり、なかなか知名度が低い法人もあり
ます。 
　今回、学園リポートとして紹介の機会を得ました
ので、前職のゼネコン時代のエピソードも含めて、
昨今の大学改革・経営・運営について報告いたしま
す。 



全景写真 

春の学園２号館 
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　は現場の掃除のおっちゃんまで幅広い階層の人と
　お付き合いでき、一部駆け引きはあるものの本音
　でぶつかり合えるお付き合いが広がる楽しい・や
　りがいのある業界だと思っている。 
　　関西のビッグプロジェクト（インテックス大阪
　やUSJ）では、多くの出会いがあった。 
　　体育会系ののりで、体を張って技術力・交渉力
　を高められたし、先輩からその様に教えられ、鍛
　えられ、同様に部下にもその様に指導していた。
　俗にKKDといわれる経験・感・度胸が鍛えられ
　る所以だ。 
■数字にうなされる 
　　ゼネコンの最後の3年間は企画畑と営業畑をか
　じった。 
　　経営企画部時代は、寝ても覚めても数字が頭を
　迷走しており、休日でも会社の机に座っていない
　と落ち着かなくなった。メインバンクからは計画
　上の数字の根拠を求められ、確実に実績を自助努
　力で達成できるものは、人件費削減でありつまり
　リストラのみであった。 
　　それ以外は、悪く言えば屁理屈を並べているだ
　けであり、銀行を説得するだけの根拠としてはつ
　らいものがあった。 
　　当時の唯一の気分転換法は、パチンコに熱中す
　ることであり、勝っても負けてもそれに集中し、
　他の事は忘れられた。色んな会合でお話しすると
　案外パチンコに集中して気分転換している企業人
　が多いようだ。 
■最後の頼りは、 
　　もうひとつは、人任せで受注が上がらないなら、
　大阪大学の同窓を頼って営業活動してみるかと一
　大発起し、営業職を希望し配属となったことだ。 
　　阪大の先輩・後輩はありがたいもので、K製鋼、
　K市、O市、H不動産、K不動産など訪問しては
　アドバイスを受けたり、情報交換していただいた。
　関西圏には頼りになる同窓生がたくさんいた。 
　　しかし、これも厳しい世界で、企業も営業も長
　年の人間関係・信頼関係が重要で、受注ではなく、
　造注の世界であることを悟った。要は一朝一夕と
　なる素材は無い。（あっても２束３文の案件が多
　い）営業のつらさは、0（ゼロ）か100 であり、
　ゼロが大半でまた、半年もしてくると訪問先がな
　い日もでき、壁にぶち当たった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３． ゼネコン時代 
■終身雇用の崩壊 
　　建築工学科卒業後、24年間を中堅建設会社で
　技術者として勤務した。 
　　「衣・食・住」のうち２大産業では、１昨年来
　偽証問題で信用をなくしたが、小さい頃より思い
　描いていた日本の3大産業の「住」の部門に就職
　した。 
　　入社当時は、よもやこのような時代が来るとは
　夢にも想定せず、終身雇用の中で末は役員を夢見
　て、男の世界に浸っていた。 
　　しかし、バブル崩壊後の金融再編・不良債権処
　理が進む中で、体力の無いゼネコンは統合・合併・
　廃業などリストラの嵐に揉まれ・振り廻されるこ
　とになった。 
■建設業に男の夢を見た 
　　何が良かったかというと、地図に残る仕事に参
　画することであり、工事中には家族見学会なども
　あり、両親・妻子に親父の仕事、成果を見せられ
　たことであった。 
　　また、この世界は、上は一流企業の社長から下 



創設当時の学園 

当時の授業風景 
 

表１　少子化（出生数の実績と推計） 

※ 厚生労働省統計情報部「人口動態統計」及び 
　 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来 
　 推計人口（平成18年12月）」による 
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　もよく耳にした言葉だが、いまや大学経営にも当
　てはまるようになっている。「大学全入時代」とは、
　ある種ゼネコンのバブル崩壊後とイメージが重な
　っている。 
　　ゼネコン時代の売上高や利益は年度末に発注さ
　れる工事如何で最終金額が決まることが多く各支
　店とも3/31まで数字の固めに躍起になっていた
　ところであるが、学校経営に関しては、すべて年
　度初めの４月には収入額（在籍人数）が決まって
　おり、あとは年度計画での支出をどう執行してい
　くかとなる。つまりは、前年末の入試受験者数、
　合格者数、入学確定数が今期の収支を左右する。 
　以下のデータにより、大学全入時代は目前である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　18歳人口は、平成４年度の205万人をピークと
　して減少に転じ、平成 19 年度には３割減の130
　万人となっている。 
　　表中1989年（平成元年）の出生数が平成20年
　度入試対象母数。 

　　私の唯一の営業成果は、転職前に営業活動し概
　算見積りを提出していた本学園の次年度事業計画
　の食堂改修工事を発注できたことであり、学園関
　係者のご厚情に感謝している。 
　　会社が民事再生法を適用し、その説明や工事の
　中断・再開手続きなど悶々としている時期に、大
　阪大学の同窓とはありがたいもので、ゼミの恩師
　を通じて、構築の先輩より本学園への転職のお誘
　いを頂き、24年間勤めた会社を辞め、お世話に
　なることを決心した。 
 
４． 私学の職員となって 
■建学の精神 
　　国公立大学と私立大学の大きな違いは、「建学
　の精神」であると思う。 
　　建学の精神は、学園創設者が私財を投入し、子
　女の教育に情熱を持って取組む必要性、思い、意
　気込みを端的に示しており、本学においては「感
　恩」がそれで、「人は皆有形・無形の数々の恩恵
　を享受し今日の自分がある。あまねく感謝の念を
　忘れてはいけない。人に幸せをもたらすことによ
　り自分も幸せになる」と述べられ、昭和17年に
　玉手山高等女学校を当地に200名の生徒を迎えて
　創設された。爾来66年を経て、上述の大学から
　幼稚園までの総勢4700名の総合学園に成長した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■大学全入時代 
　　「勝ち組」と「負け組」とは、ゼネコン時代に 



表２　大学収容力（志願者は減－受け皿は増） 

※ 平成19年度学校基本調査速報より作成 

生産と技術　第60巻　第３号（2008） 

－59－ 

立教館 

　励行」も平成20年度の運営基本方針に取り上げ
　ている。 
　①教育力の向上 
　　職員の資質・能力、人格の向上、意欲・情熱の
　　向上を図る。 
　　教育に情熱の無い教職員に接しられる学生は不
　　幸である。 
　②学生・生徒・園児の満足度の向上 
　　「入学してよかった、卒業してよかった」の満
　　足度につなぐ。 
■ 史跡　立教館 
　　本学園の一画には、府の史跡である立教館を移
　築している。 
　　1830 年に当地の医師・柘植　城が文教の退廃
　を憂えて創立した寺子屋的な私塾。明治５年の学
　制で国分小学校として使用され私塾の役目は終わ
　ったが、1934年まで使われ、64年に本学園に移
　築した。寺子屋を建てた柘植の精神は、今も脈々
　と受け継がれている。 
　（我らが大阪大学もその源流をたどれば、江戸中
　期の懐徳堂や幕末の適塾にまでさかのぼる。） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 学校建築の未来像 
　以下に、当学園の監理設計事務所である都市建築
綜合研究所の山本久所長（53年構築工学科卒）の
思いをお伝えする。所長は、昭和49年より本学園
プロジェクトに参画している。 
■ 学校建築の技術 
　　学校建築は、広い無柱空間と変化に対応できる
　フレキシブルな空間が要求される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　平成４年時の収容力（入学者数 / 志願者数）は、
　58.9％であったものが、平成19年では、89％と
　なっており、18歳人口減と大学及び新学部の増
　加により収容力100％に近づくことは明白。 
 ■学園での作業 
　　決まったルーチンワーク的なものは少なく、突
　発的に発生する電気・設備機器の不具合の手直し
　対応・更新計画や防犯・防災対策から駐車場管理・
　学園内の植栽整備、食堂運営まで施設部という部
　署で「よろず相談事解決します」みたいなことか
　ら、新規施設の建設計画・建設工事管理、夏休み・
　春休みには機器更新、建物改修工事などの建築技
　術者的な作業の準備と実施を行っており、それな
　りに忙しくしている。 
　　さらに、文科省からの調査依頼対応作業があり、
　そのベスト３は、①アスベスト対応　②耐震補
　強実施状況　③エネルギー消費量　であり、今
　後は③の環境関連の調査が増えるであろうし、
　実績として年ごとに１％削減を数値目標化される
　見込みであり、細かい積み重ね以外に新エネルギ
　ー（太陽光発電など）への着手も検討段階にきて
　いる。 
　　いずれにしても環境対策（省エネ）もお金（設
　備投資）でもって対応しなければ、削減できない
　時期にきている。 
■ 改革・運営 
　　大きくは、以下の②を成果として引き出す為に、
　教職員のベクトル・情熱を最大限に共振させ、①
　を達成することを基本方針としている。　 
　　教職員の意識を変える、変わる。⇒　Change
　これができないと「勝ち組」で生き残れない。 
“生き残る大学”ではなく、“必要とされる大学”
　となるべく、学園総力を結集し教育に邁進する。
　その為に、あえて基本的なマナーである「挨拶の 



鉄道でのアクセス 
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　がら将来像へと繋げて行く事が必要である。 
 
６． おわりに 
　最後に、本学園へのアクセスを紹介します。 
　平成21年春には、阪神なんば線も開通し、神戸
方面からのアクセスもよくなります。 
　春は、原川沿いの桜がきれいですし、初秋には当
地名産の葡萄が収穫期を迎えます。 
　お近くにお越しの折は、是非お立ち寄りください。
　ご案内致します。 

　　かなり早い時期に各大学の研究者の指導を受け
　乍、学園内各建物に大スパン対応の可能なPC、
　ボイドスラブ、PRC、アースアンカー高強度コ
　ンクリートなどの各技術を導入し、またカーテン
　ウォール、可動壁などを使用して学校建築のフレ
　キシブル空間を実現した。 
■ 学園のマスタープラン 
　　各学園の将来を見据えたマスタープランの必要
　性は理解されながらも、軌道に乗せるのは難しい
　問題であった。各学園とも学校建築の配置はかな
　り自然発生的に行われ、将来像の想定は弱かった。
　昭和40年代の各学園は静的な発想で建物を配置
　計画した。 
　　やがて、学園のダイナミズムを計画に導入する
　ことを考えた。つまり動的な経済の導入である。
　「常に完成し、また未完成である」プロセスプラ
　ンニングの発想である。 
　　次に学園のような大きさと多くの建物のある場
　合は、都市計画の感覚つまり学園という街を造る、
　成長する学園都市を造る発想が必要であると考え
　た。広い街路と公園、緑地、建築群、エネルギー、
　上下水道など各プラン、歴史と文化、更にアート
　の感覚と創造の具現など他の学園とは差別化しな 


