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卒業生の皆様へ

《個人情報について》校友会からのお願い

（支部・同窓会への提供）

個人情報の保護について

近年IT関連の発達により、情報の利用が容易になる一方で、個人情報に関する事件が多くなり、個人情報の保護
がより一層要請されています。この状況の中で、校友会では、卒業生に対して個人情報の開示についてお伺いし
ておりますので、よろしくお願い申し上げます。
校友（卒業生）はそれぞれ、校友会のデータバンクにて校友番号が付番されてデータベースに登録されており、この
ことによりデータの構築をしております。この目的としては、大学と卒業生の間を親密に保つため、卒業後から終身に
亘るまでに各種の連絡、校友会行事、大学行事などのご案内また、校友間の交流･親睦を図るために活用しており
ます。

校友会として公認させていただいている地域支部並びに職域支部、学校･学部毎の同窓会に対して、地域在住の
校友情報を提供している場合があります。支部･同窓会活動のために必要と認めた場合に限り情報を提供しています。
※上記以外には提供はしておりません。

校友会では、個人情報の開示について校友の皆さまの意思を尊重して行きたいと考えています。つき
ましては、この《個人情報について》をご覧の上で、ご自身の情報開示についてのご意思を校友会事
務局まで、お知らせください。お知らせいただく方法としては、用紙に必要事項を明記し（卒業年･学
校･学部･学科･氏名･住所･電話番号･勤務先名及び電話番号を明記し、それぞれの項目ごとの開
示･非開示の意思表示をお願いします）FAX又は郵送してください。
なお、ご希望の開示内容に関係なく、「電話番号」は提供いたしません。
※開示･非開示のお届けの無い方については、個人情報は非開示となりますので、ご了承ください。

情報変更届出について
校友会では事務局において、校友の皆さまの大切な情報の整備に努めています。
転居･転職･改姓など、皆さまの個人情報に変更があった際には、お手数ですが校友会事務局まで
お知らせください。お知らせいただく方法としては、郵送･FAX･メール等で（卒業年･学校･学部･学科･
氏名･住所･電話番号･勤務先名及び電話番号を明記し、それぞれの項目ごとの開示･非開示の意思
表示）をお願いします。

届出・問い合わせ先

近畿大学校友会事務局
〒577 -8502  大阪府東大阪市小若江3-4 -1   TEL .06 -6723 -2314   FAX.06 -6724 -7430   E -ma i l  in fo@kinda i -koyu . jp

本件についての届出･お問い合せは、下記の校友会事務局までお願いします。
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校友会総会　平成23年度プログラム

日時：10月16日（日）
場所：シェラトン都ホテル大阪　4階「浪速の間」
受付：11時30分

定期総会・懇親会
校歌斉唱
黙　祷

１. 開会の辞
２. 校友会会長挨拶
３. 乾杯（歓談）
４. 校友紹介
５. アトラクション
６. 抽選会
７. 近大節
８. 万歳三唱
９. 閉会の辞

散　会（午後3時）
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東日本大震災救援募金へのお礼
このたびの東日本大震災で尊い命を奪われた皆様のご冥福を心よりお祈りするとともに、被災された皆様に心
よりお見舞い申しあげます。
校友会では、被災された校友、校友関係者並びに学生を含め多くの被災者への支援として、救援募金を募り、
多くの校友からご協力いただきました。厚くお礼申しあげます。
また、救援募金にご協力いただいた各支部・校友を本誌（近畿大学校友会報 vol.47）でご芳名を掲載させていた
だいております。

東日本大震災校友会救援募金名簿
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山本　昌彦 友延　　稔 西村　松次 平野　信子 愛媛県東予支部
松岡　祥浩 多喜　美枝子 髙谷　政広 林　　瑞熹 北九州支部
森川　　讓 上竹　賢治 永石　英二 猪尾　　浩 沖縄県支部
野口　末和 赤井　英和 青木　久治 矢谷　和信 台湾支部
中出　貞男 中村　元治 植田　泰正 九野　早智子 韓国支部
阪口　　登 藤村　景子 三嶋　正葊 吉川　正規 尾道支部
久保　隆史 竹谷　重樹 杉本　哲雄 加藤　公代 徳島県支部
前田　　修 横山　良次 柏原　英邦 麓　善之助 熊本県支部
炭本　治喜 吉田　昭博 松浦　充恭 黄　　旭璀 梅友会熊本県支部
土井　　進 糸井　卓矢 中瀬　達朗 亀井　大策 広島県三原支部
藤田　五郎 𠮷田　馨之介 谷口　勝則 馬場　正幸 富田林市支部
森本　佳明 山村　　宏 平石　　貴 山口　明子 中華民国在日支部
葊瀬　喜久 𠮷川　勝美 山﨑　秀治郎 村上　尚記 広島芸南支部
上野　哲男 安平　　進 静原　重人 木村　和重 岐阜県支部
枩田　裕顯 細谷　敬一 中光　芳朗 岩田　悛二 泉南支部
福井　昌勝 貞弘　　徹 伊関　康夫 矢野　哲夫 佐賀県支部
山本　正彦 吉岡　　圓 山崎　　孝 北川　賢一 愛媛県南予支部
髙林　弘治 高谷　秀夫 夏秋　　博 奥村　和則 泉大津・高石支部
嶋西　洋治 大塚　　久 郭　　國泰 北村　邦雄 尼崎市役所支部
中尾　稀一 喜多村　 輔 瀬尾　　誠 武縄　幸男 高槻市役所支部
佐々木　敏文 菊田　博茂 山本　　伸 宮本　正明 特定郵便局近畿支部
山口　英治 宮本　泰雄 岡田　昌明 中田　貢広 寝屋川市役所支部
杉本　久仁一 辻井　利仁 土井　康裕 田中　祥博 守口市役所支部
太田　善夫 東淨　　實 橋本　一郎 西村　重三 奥村土木支部
喜田　藤平 青山　邑里 中根　年樹 水野　賢治 滋賀県庁支部
藤本　和正 馬場　　靖 南　　武志 水谷　洋一 日経サービス支部
杉岡　重武 西久保　武志 武本　和美 上杉　敏子 河内長野市役所ながの会支部
原田　蓮生 西村　征治 李　　忠儒 惣田　智洋 三菱電機グループ支部
岡山　文憲 笠野　輝次 小寺　宏和 佐々木　一男 摂河泉ＪＣ支部
服部　義親 西澤　輝秋 方廖　水蓮 森崎　龍行 環境緑化支部
溝邉　典紀 赤坂　長𠮷 𠮷岡　万右衛門 坂本　　惠 近畿大学九州短期大学同窓会
山口　英雄 下村　善允 孫　　昭仁 蒲地　辰雄
竹内　正彦 鉾木　正治 藤井　正人 髙原　和子
伊藤　武定 織田　忠信 桂川　　豊 柴田　清佳
野本　　実 大西　建八郎 日野　優一郎 石森　敦子
工藤　敦男 髙橋　成明 舟山　啓子 中壷　優子
渡辺　昭佳 山本　昭次 小野内　裕造
鈴木　　洋 藤瀬　政則 坂口　佳隆

東日本大震災救援募金へのお礼
このたびの東日本大震災で尊い命を奪われた皆様のご冥福を心よりお祈りするとともに、被災された皆様に心
よりお見舞い申しあげます。
校友会では、被災された校友、校友関係者並びに学生を含め多くの被災者への支援として、救援募金を募り、
多くの校友からご協力いただきました。厚くお礼申しあげます。
また、救援募金にご協力いただいた各支部・校友を本誌（近畿大学校友会報 vol.47）でご芳名を掲載させていた
だいております。

東日本大震災校友会救援募金名簿
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9月29日突然、近畿大学理事長・校友会名誉会長世耕弘
昭先生のご逝去のお知らせを受けただただ驚くばかりでし
た。まだまだお元気で大学の執務にご専念されておられる
ものと思っておりましたのに、誠に無念の思いで一杯でご
ざいます。生前は、私たち校友会に対し、温かいご薫陶とご
指導・ご支援を賜り深甚の謝意を表すと共に、在りし日のお
姿を偲び心からご冥福をお祈り申し上げます。
平成23年度校友会本部定期総会を開催いたしましたと

ころ諸事ご多端のなか大学本部から世耕弘成理事長・校
友会名誉会長、畑博行学長並びに多くの役員・先生方のご
臨席を賜り厚くお礼申し上げます。平素は母校並びに校友
会の発展にご協力、ご尽力を賜り深く感謝申し上げます。
本年3月11日に発生しました国難とも言える未曾有の東

日本大震災に宮城県支部の方々が遭遇し、随分多くの方々
が被災しました。いち早く救援金を募り、宮城県支部にお
届けさせて頂きました。救援募金のご協力ありがとうござ
いました。
大震災が発生してから7ヶ月以上経ちますが、まだまだ
復興が進まぬこの時期に定期総会を開催いたしますのは
誠に心苦しいところでありますが、校友諸先輩の皆様方な
らびにご家族の方々は昨年に引き続き、このように沢山ご
参集頂きました。厚くお礼申し上げます。
さて、校友会の近況につきましては、昨年来、特別委員会
を設置し、校友会の将来像について検討している中から会
則についての審議が取り沙汰され、会則審議委員会に委
ね、その後、執行部会議、幹事会議の議を経て大幅な改正を
行いました。特に、役員の任期は２ヵ年となります。
卒業生総数は、平成22年度（本年3月）の卒業生を入れま

すと約45万有余人となり、現在、活動している支部は、本年
度設立されました3支部を含めて地域支部92、職域支部60、
専門職支部2、同窓会19、支部合計173と梅友会があります。

また、支部・同窓会とは別に支援団体として｢全国経済産
業リーダーズクラブ｣が、母校が推し進めています｢産・官・
学｣連携事業に寄与するため、母校のキャリアセンター、リ
エゾンセンターと協力し、学生の就職並びに各地域産業の
発展のために、また母校と企業間の技術および人的交流を
深めるよう努力しております。
次に大学の近況につきましては、畑学長からお話しがあ

るものと存じますので、割愛させていただきますが、本年新
しく設置されました建築学部を入れますと13学部48学科と
なり、院生を含む学生数は、4万人を上回っています。平成23
年度の入学志願者は11万人を突破し、全国で第2位であっ
たと報告を受けております。また、世界的に著名な素晴らし
い研究が次々と発表され、学生生活の充実と相まって総合
大学として揺るぎなき地位を占めるようになってまいりま
した。
私たち母校は日進月歩素晴らしい発展を遂げています

が、私たち校友会も変えるべきところは変え時代にマッチ
した校友会を構築しなければなりません。そのためには、近
畿大学の卒業生として校友会への帰属意識と校友として
のプライドをしっかりと持ち、自分の職業ならびに地域社
会に貢献することであります。私たち校友会では校友とし
ての証しに徽章を作成し襟に付けています。一人でも多く
の卒業生にこの徽章を付けてもらいたいものです。この徽
章を付けることによりさらに近畿大学の校友としての品位
を保ち、責任ある行動をとり、尊敬され、信頼される校友と
して校友会の発展に寄与すること間違いないでしょう。徽
章については校友会本部あるいは各支部にお言付け下さ
ればと存じます。
最後になりましたが、母校近畿大学のますますの発展と

本日ご参会の皆様方のご健勝とご多幸をお祈りし、ご挨拶
とさせて頂きます。

近　況 近畿大学 学長　畑 博行 平成23年度 
近畿大学校友会定期総会 挨拶

校友会会長 亀岡 弘

今夏も日本列島は猛暑に包まれましたが、校友の皆さ
まにはお変わりなくご壮健にてお過ごしのことと拝察い
たします。
それにしても、3月11日に東北地方、関東地方の太平洋
岸一帯を襲ったいわゆる「東日本大震災」は未曾有の被害
をもたらしました。
復興に莫大な費用を要することは明白で、アメリカの

有名な格付け会社「スタンダード・アンド・プアーズ社」も
わが国の財務の評価を3Ａマイナスから一段階下の2Ａに
格下げすると発表しています。それに加えて、今回の豪雨
と台風の襲来です。これもわが国の経済に甚大な悪影響
を及ぼすことは間違いないでしょう。
このように、今日の日本を取り巻く状況はきわめて厳

しいものがありますが、翻って、わが近畿大学の状況はど
んなものでしょうか。以下、近畿大学の近況について校友
の皆さまに若干のご報告をいたしたいと存じます。
まず、明るいニュースとしては、農学部が管理栄養士国
家試験の合格者100％を達成したということ、水産研究所
が日清食品の創業者故安藤百福氏の偉業を顕彰する安藤
百福賞大賞を受賞したことなどでしょう。水産研究所は、
それと同時に平成22年関西元気文化圏賞特別賞を受賞し
たことも特筆に値すると思います。このように、水産研究
所は色々と近畿大学の名を高めてくれています。
クロマグロの完全養殖などと並んで、本学の研究力を
内外に知らしめた研究成果の一つは次世代バイオ・リサ
イクル燃料「バイオコークス」の開発でしょう。石炭コーク
スの18.9％を茶かす、コーヒーかす、雑草などの廃棄物を
原料に製造したバイオコークスが代替できることを㈱ナ
ニワ炉機研究所などの企業との共同実証試験で立証して
います。いずれ実用化の日も近いと思われますが、これが
実現されれば、地球温暖化防止、二酸化炭素の排出削減を
目指す国際社会の要請に応えることは間違いありません。

余談ですが、研究・教育面での本学の目覚しい業績、学
生諸君のスポーツの課外活動での優秀な実績のお蔭で、
社会における近畿大学の評価は随分高くなっています。
参考までに、㈱リクルートが2012年3月卒業予定の高校生
を対象に実施した「進学ブランド力調査2011」の『高校生
に聞いた大学ブランドランキング』をご紹介します。
【知名度】
1位 近畿大学、2位 関西大学、3位 同志社大学

【親しみやすい】
1位 近畿大学、2位 関西大学、3位 関西学院大学

【志願度】
1位 関西大学、2位 近畿大学、3位 神戸大学

（以上いずれも関西エリア）
となっています。因みに、本学23年度の入試志願者総数は
11万人を超えています。
以上、簡単ではございますが、ご笑覧くだされば幸いで

す、最後になりましたが、校友の皆さまのご健勝とますま
すのご発展を念じ、ご報告を終わりたいと存じます。

近畿大学校友会報 vol .47（平成23年10月16日）
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9月29日突然、近畿大学理事長・校友会名誉会長世耕弘
昭先生のご逝去のお知らせを受けただただ驚くばかりでし
た。まだまだお元気で大学の執務にご専念されておられる
ものと思っておりましたのに、誠に無念の思いで一杯でご
ざいます。生前は、私たち校友会に対し、温かいご薫陶とご
指導・ご支援を賜り深甚の謝意を表すと共に、在りし日のお
姿を偲び心からご冥福をお祈り申し上げます。
平成23年度校友会本部定期総会を開催いたしましたと

ころ諸事ご多端のなか大学本部から世耕弘成理事長・校
友会名誉会長、畑博行学長並びに多くの役員・先生方のご
臨席を賜り厚くお礼申し上げます。平素は母校並びに校友
会の発展にご協力、ご尽力を賜り深く感謝申し上げます。
本年3月11日に発生しました国難とも言える未曾有の東

日本大震災に宮城県支部の方々が遭遇し、随分多くの方々
が被災しました。いち早く救援金を募り、宮城県支部にお
届けさせて頂きました。救援募金のご協力ありがとうござ
いました。
大震災が発生してから7ヶ月以上経ちますが、まだまだ
復興が進まぬこの時期に定期総会を開催いたしますのは
誠に心苦しいところでありますが、校友諸先輩の皆様方な
らびにご家族の方々は昨年に引き続き、このように沢山ご
参集頂きました。厚くお礼申し上げます。
さて、校友会の近況につきましては、昨年来、特別委員会
を設置し、校友会の将来像について検討している中から会
則についての審議が取り沙汰され、会則審議委員会に委
ね、その後、執行部会議、幹事会議の議を経て大幅な改正を
行いました。特に、役員の任期は２ヵ年となります。
卒業生総数は、平成22年度（本年3月）の卒業生を入れま

すと約45万有余人となり、現在、活動している支部は、本年
度設立されました3支部を含めて地域支部92、職域支部60、
専門職支部2、同窓会19、支部合計173と梅友会があります。

また、支部・同窓会とは別に支援団体として｢全国経済産
業リーダーズクラブ｣が、母校が推し進めています｢産・官・
学｣連携事業に寄与するため、母校のキャリアセンター、リ
エゾンセンターと協力し、学生の就職並びに各地域産業の
発展のために、また母校と企業間の技術および人的交流を
深めるよう努力しております。
次に大学の近況につきましては、畑学長からお話しがあ

るものと存じますので、割愛させていただきますが、本年新
しく設置されました建築学部を入れますと13学部48学科と
なり、院生を含む学生数は、4万人を上回っています。平成23
年度の入学志願者は11万人を突破し、全国で第2位であっ
たと報告を受けております。また、世界的に著名な素晴らし
い研究が次々と発表され、学生生活の充実と相まって総合
大学として揺るぎなき地位を占めるようになってまいりま
した。
私たち母校は日進月歩素晴らしい発展を遂げています

が、私たち校友会も変えるべきところは変え時代にマッチ
した校友会を構築しなければなりません。そのためには、近
畿大学の卒業生として校友会への帰属意識と校友として
のプライドをしっかりと持ち、自分の職業ならびに地域社
会に貢献することであります。私たち校友会では校友とし
ての証しに徽章を作成し襟に付けています。一人でも多く
の卒業生にこの徽章を付けてもらいたいものです。この徽
章を付けることによりさらに近畿大学の校友としての品位
を保ち、責任ある行動をとり、尊敬され、信頼される校友と
して校友会の発展に寄与すること間違いないでしょう。徽
章については校友会本部あるいは各支部にお言付け下さ
ればと存じます。
最後になりましたが、母校近畿大学のますますの発展と

本日ご参会の皆様方のご健勝とご多幸をお祈りし、ご挨拶
とさせて頂きます。

近　況 近畿大学 学長　畑 博行 平成23年度 
近畿大学校友会定期総会 挨拶

校友会会長 亀岡 弘

今夏も日本列島は猛暑に包まれましたが、校友の皆さ
まにはお変わりなくご壮健にてお過ごしのことと拝察い
たします。
それにしても、3月11日に東北地方、関東地方の太平洋
岸一帯を襲ったいわゆる「東日本大震災」は未曾有の被害
をもたらしました。
復興に莫大な費用を要することは明白で、アメリカの

有名な格付け会社「スタンダード・アンド・プアーズ社」も
わが国の財務の評価を3Ａマイナスから一段階下の2Ａに
格下げすると発表しています。それに加えて、今回の豪雨
と台風の襲来です。これもわが国の経済に甚大な悪影響
を及ぼすことは間違いないでしょう。
このように、今日の日本を取り巻く状況はきわめて厳

しいものがありますが、翻って、わが近畿大学の状況はど
んなものでしょうか。以下、近畿大学の近況について校友
の皆さまに若干のご報告をいたしたいと存じます。
まず、明るいニュースとしては、農学部が管理栄養士国
家試験の合格者100％を達成したということ、水産研究所
が日清食品の創業者故安藤百福氏の偉業を顕彰する安藤
百福賞大賞を受賞したことなどでしょう。水産研究所は、
それと同時に平成22年関西元気文化圏賞特別賞を受賞し
たことも特筆に値すると思います。このように、水産研究
所は色々と近畿大学の名を高めてくれています。
クロマグロの完全養殖などと並んで、本学の研究力を
内外に知らしめた研究成果の一つは次世代バイオ・リサ
イクル燃料「バイオコークス」の開発でしょう。石炭コーク
スの18.9％を茶かす、コーヒーかす、雑草などの廃棄物を
原料に製造したバイオコークスが代替できることを㈱ナ
ニワ炉機研究所などの企業との共同実証試験で立証して
います。いずれ実用化の日も近いと思われますが、これが
実現されれば、地球温暖化防止、二酸化炭素の排出削減を
目指す国際社会の要請に応えることは間違いありません。

余談ですが、研究・教育面での本学の目覚しい業績、学
生諸君のスポーツの課外活動での優秀な実績のお蔭で、
社会における近畿大学の評価は随分高くなっています。
参考までに、㈱リクルートが2012年3月卒業予定の高校生
を対象に実施した「進学ブランド力調査2011」の『高校生
に聞いた大学ブランドランキング』をご紹介します。
【知名度】
1位 近畿大学、2位 関西大学、3位 同志社大学

【親しみやすい】
1位 近畿大学、2位 関西大学、3位 関西学院大学

【志願度】
1位 関西大学、2位 近畿大学、3位 神戸大学

（以上いずれも関西エリア）
となっています。因みに、本学23年度の入試志願者総数は
11万人を超えています。
以上、簡単ではございますが、ご笑覧くだされば幸いで

す、最後になりましたが、校友の皆さまのご健勝とますま
すのご発展を念じ、ご報告を終わりたいと存じます。
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近大トピックス

近畿大学工業高等専門学校　
三重県名張市で“開学”

近大高専がいよいよ名張市に移転開学
しました。平成23年4月8日（金）午前10時
より、本館にて竣工神事が行われ、その
後、本館正面玄関前にてテープカットを
実施。
亀井利克名張市長、世耕弘成副理事長、
神野稔校長、学生代表桑原遥香さん・
前地陽介さん（ともに５年生）がハサミを
入れました。午前11時からは、アリーナに
関係者300名が集まり、開学式が行われ
ました。開校式後は、内覧会を開催。
午前中は本校関係者、午後からは一般の
多くの方々に、新キャンパスを御覧いた
だきました。

2011年9月13日、「薬学部新棟」が東大阪キャンパス内に誕生
しました。薬学部の教育・研究の主体を担う施設として、今年度
後期から運用を開始しています。11階建ての新校舎には、最新
設備を備えた講義室、実習室、演習室、研究室のほか、学生た
ちの交歓の場となるアメニティスペースなどを設置。また、緊急時
でも研究の継続性を確保できる非常用電源や高効率LED照明
の配備など、安全性と信頼性の向上にも配慮。新たな拠点から、
世界をリードする「薬学のエキスパート」を養成します。

～新キャンパスで開学式・内覧会を開催～

薬学部新棟が竣工

厳かな雰囲気の中、竣工神事が行われました。

世耕弘成副理事長による式辞。
「地域・日本に貢献できる学校にしたい」と述べました。

神野稔校長によるあいさつ。
地域の期待に応えられる学校づくりを約束しました。

亀井利克名張市長より「学校の円滑な運営に向けて
行政も全力でサポートする」とのお言葉をいただきました。300人の関係者が列席した開学式。

近畿大学 薬学部

関西の薬系大学で唯一3病院を併設、その強みを生かした教育・研究を展開。

高度な臨床能力をもつ薬剤師を養成

近畿大学薬学部は、薬剤師を養成する「医療薬学科」と薬学研究者・
技術者を養成する「創薬科学科」の2学科を設置しています。関西の薬
系大学で唯一、3病院を併設する強みを生かし、医学部・附属病院との
「医薬連携教育プログラム」を通じて実践的なチーム医療を学べるほ

か、がん治療に特化した「大学院薬学専攻・がん専門薬剤師養成コー
ス」を設けるなど、特色ある教育・研究を展開。医療の高度化、薬学の
進歩に的確に対応できる人材を養成しています。

医療薬学科 6年制

高度な専門知識と臨床能力、そして高い倫理観を併せもつ薬剤師
を養成します。薬剤師に求められる知識を幅広く修得するとともに、
医学部・3病院を中心とする実務実習を通じて、臨床の場で必要な
力を身につけます。

医薬品の創製・開発に携わる人材を養成
創薬科学科 4年制

医薬品の創製・開発や情報提供ができる人材を養成します。最先
端設備をもつ関連施設や附属研究所との連携による高度な専門
教育、そして専門英語教育を通じて医薬品業界の国際化に対応で
きる人材を養成します。
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入学センターからのお知らせ

平成23年度入試を振り返って

　長引く不況は国公立志向の上昇、受験校数の絞込み、進学の

断念など私立大学の入試のみならず、経営環境にも影を落とし

てきている。志願者数だけを見ると２２年度入試では、８年ぶりに

増加に転じたと言われ、２３年度入試でも全国の高校卒業者が

１万人程度減少するにも関わらず、大学志願率の上昇に伴い引

き続き増加したと言われている。しかし、それは近年各大学にお

いて積極的に行われている入試制度改革に伴う複線化入試に

依るところが大きく、実態的には減少傾向に全く歯止めは掛かっ

ていないと推測される。本学は１９年度入試以来、４年連続で志

願者が増加している状況ではあるが、難易度の上昇に伴い、い

わゆる「チャレンジ層」の出願が不況の影響もあり減少すること

が見込まれていた。また、前年に新設され１万人以上の志願者を

集めた総合社会学部が２年目となり、センター試験方式が新た

に加えられるが、前年並みに人気を集めることが困難であること

も予想されていた。

大学入試の世界では「隔年現象」という言葉がよく使われる。

要は志願者が増えた翌年には減る。逆に減った翌年には増える

という現象のことだが、本学は４年連続で志願者が増加し難易

度も上昇している。高校や受験産業では「近大ブランド」が受験

生やその保護者、高校教員にも浸透してきていると評価はされ

ているが、入学センターとしては、２３年度入試はその「近大ブラ

ンド」が本物であるか否かを問われる試金石になる年であると位

置づけ、本学の教育・研究に対する姿勢、整備されたキャンパス

など本学の魅力を最大限に引き出す広報に全力を挙げた。

＜日本初の建築学部新設の広報＞
　昨年度には１７年ぶりの新学部「総合社会学部」の開設により

創設以来の悲願であった、総合大学としての完成形を見ること

となった。そして近畿大学は更なる進化を続けるべく、本年４月に

は理工学部の学科として長年熟成されてきた建築学科が学部

に昇格し、日本で初めての「建築学部」となった。従来の「建築工

学」、「建築デザイン」に、これからの日本の建築学の中心となって

いくであろう分野として「住宅建築」、「企画マネジメント」の専攻

を加え、“つくる”を目的とした建築学から“守り・育てる”建築学へ

変革を遂げることとなった。建築学科時代には入試科目は理系

科目に限定されていたが、学部昇格に伴い、文系科目でも受験が

可能となった。今までの工学的な視点からの建築だけでなく、文

化、歴史、芸術、デザインなどからの視点から建築に対し興味を

持つ受験生にも門戸を開いた訳である。こうした新時代を拓く建

築学部を受験生に知ってもらうために、洗練されたデザインを用

いた広報を展開していった。「建築で、頭角をあらわせ。」をキャッ

チコピーに、あらゆる可能性を秘めた男女の大学生をイメージし

たキャラクターを使用し、彼らの目指す建築をその頭の上に表現

したデザインを取り入れた。建築に興味のない人にとっては理解

出来ないかもしれないが、興味のある人にとっては頭の上にある

建築物の一つ一つに大きな意味があることは容易に理解できた

はずである。

　入学した建築学部１年生に話を聞くと、高校時代は文系クラス

に在籍していた者も多く、この入試科目の変更による志願者の倍

増は、文系でも建築やデザインに興味を持っていたが科目の関

係で受験できなかった層が多かったことの表れだろう。文系出身

者も建築学部において、臆することなく一級建築士になることの

夢を語る様子も見られる。将来は文理の枠を超えた教養と技術

を持った新しい一級建築士が誕生する日を期待したい。

＜整備されたキャンパスの広報＞
　本学の東大阪キャンパスは、平成１５年の経済学部開設に伴

１．平成２３年度入試の環境

３．平成23年度入試の結果

４．平成24年度入試にむけて

２．入学センターの取り組み

うB館の竣工を皮切りに、理工学部・薬学部が入る３８号館、総合

社会学部が入るG館、フードコート・コンビニエンスストアを併設

する多目的学生ホール 「BLOSSOM CAFÉ」（ブロッサム カ

フェ）など、近年施設整備が進められ、劇的に変化を遂げている。

こうした姿は意外に一般には知られていない。入学センターとし

てはここ数年、整備されたキャンパスを受験生に知ってもらうた

めに、オープンキャンパスに力を入れている。昨年度のオープン

キャンパスには多い日には一日に一万人以上の来場者があり、受

験生からは「ここで学びたい」という気持ちが高まり、モチベー

ションアップにつながったとの声をたくさん頂いた。また、キャン

パスに来られない方 の々ためにも読売テレビで毎週20：54から天

気予報の背景として、キャンパスの映像を放映している。ちなみ

にある企業が関西在住の高校生にアンケートを取った結果、

キャンパスがきれいな大学として２位に選ばれている。

総志願者数は前年より大幅に増え112,389人となり５年連続の

増加となった。全国的に見ると、明治大学、早稲田大学次ぐ３番目

の志願者数となった。１８歳人口が減少し、不況の影響もあり、私

立大学の約４割が定員割れしている時代である。近年「入れる

大学」と「入りたい大学」の二極化が顕著に現れてきていると言

われているが、この志願者の状況を見ると本学が受験生にとっ

て「入りたい大学」になっていることは紛れもない事実である。

　文理別に見ると、文系学部全体ではほぼ前年並みを維持した

結果となった。２年目となる総合社会学部は引き続き人気があ

り、前年よりも更に多くの志願者を集めた。理系学部では生物理

工学部をのぞき全ての学部で志願者が増加した。不況になると

理系学部の人気が高まると言われているが、本学のここ数年の

状況に鑑みても依然理系各学部の人気は衰えを見せていない。

建築学部は学科時代から比べて２倍の志願者が集まった。学部

のコンセプトがしっかり受験生に浸透した結果であると認識し

ている。

　また、女子の志願者の増加も目を見張るものがある。平成１９

年より増加の一途を辿り、本年度は初めて３万人を超えた。１９年

度と比較しても約４割以上の増加である。更には東大阪キャン

パスの入学者の女子比率も初めて３割を超え、昔は「バンカラ」と

言われた本学のイメージとは大きく変わったと言える。

　２４年度に新設学部はないが、文芸学部のリニューアルや入

試制度の拡充等、新しいトピックスが続く。２年目となる建築学部

も初年度の人気が続くか、その真価が問われる年でもある。

　未曾有の大災害となった東日本大震災の影響から、日本経済

は混迷の度合いを深めてきている。１８歳人口の減少に加えて、

景気の動向が今後益々全国の大学の運営にも影を落としてくる

ことは間違いない。特に私立大学にとっては本当の意味での受

難の時代が到来したと言える。そうした状況下においても、近畿

大学は一歩たりとも退くことなく、在学生約３万人、卒業生約４５

万人のためにも進化し続けなければならない。その為にも入学

センターは魅力ある近畿大学の姿を受験生やその保護者、高校

の教員にしっかり伝えていかなければならないと考えている。

平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年度）

過去20年総志願者数推移（人）
（万人）

97,31897,318

122,643122,643

104,518104,518

97,59797,597
93,27793,277

81,56281,562
81,30481,304

71,23371,233
70,14070,140

72,37372,373
78,78378,783

85,02985,029
82,65882,658

78,84578,845
72,36372,363

87,26287,262

96,49696,496
98,62098,620

106,339106,339

97,318

122,643

104,518

97,597
93,277

81,562
81,304

71,233
70,140

72,373
78,783

85,029
82,658

78,845
72,363

87,262

96,496
98,620

106,339
112,389
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いて積極的に行われている入試制度改革に伴う複線化入試に

依るところが大きく、実態的には減少傾向に全く歯止めは掛かっ

ていないと推測される。本学は１９年度入試以来、４年連続で志

願者が増加している状況ではあるが、難易度の上昇に伴い、い

わゆる「チャレンジ層」の出願が不況の影響もあり減少すること

が見込まれていた。また、前年に新設され１万人以上の志願者を

集めた総合社会学部が２年目となり、センター試験方式が新た

に加えられるが、前年並みに人気を集めることが困難であること

も予想されていた。

大学入試の世界では「隔年現象」という言葉がよく使われる。

要は志願者が増えた翌年には減る。逆に減った翌年には増える

という現象のことだが、本学は４年連続で志願者が増加し難易

度も上昇している。高校や受験産業では「近大ブランド」が受験

生やその保護者、高校教員にも浸透してきていると評価はされ

ているが、入学センターとしては、２３年度入試はその「近大ブラ

ンド」が本物であるか否かを問われる試金石になる年であると位

置づけ、本学の教育・研究に対する姿勢、整備されたキャンパス

など本学の魅力を最大限に引き出す広報に全力を挙げた。

＜日本初の建築学部新設の広報＞
　昨年度には１７年ぶりの新学部「総合社会学部」の開設により

創設以来の悲願であった、総合大学としての完成形を見ること

となった。そして近畿大学は更なる進化を続けるべく、本年４月に

は理工学部の学科として長年熟成されてきた建築学科が学部

に昇格し、日本で初めての「建築学部」となった。従来の「建築工

学」、「建築デザイン」に、これからの日本の建築学の中心となって

いくであろう分野として「住宅建築」、「企画マネジメント」の専攻

を加え、“つくる”を目的とした建築学から“守り・育てる”建築学へ

変革を遂げることとなった。建築学科時代には入試科目は理系

科目に限定されていたが、学部昇格に伴い、文系科目でも受験が

可能となった。今までの工学的な視点からの建築だけでなく、文

化、歴史、芸術、デザインなどからの視点から建築に対し興味を

持つ受験生にも門戸を開いた訳である。こうした新時代を拓く建

築学部を受験生に知ってもらうために、洗練されたデザインを用

いた広報を展開していった。「建築で、頭角をあらわせ。」をキャッ

チコピーに、あらゆる可能性を秘めた男女の大学生をイメージし

たキャラクターを使用し、彼らの目指す建築をその頭の上に表現

したデザインを取り入れた。建築に興味のない人にとっては理解

出来ないかもしれないが、興味のある人にとっては頭の上にある

建築物の一つ一つに大きな意味があることは容易に理解できた

はずである。

　入学した建築学部１年生に話を聞くと、高校時代は文系クラス

に在籍していた者も多く、この入試科目の変更による志願者の倍

増は、文系でも建築やデザインに興味を持っていたが科目の関

係で受験できなかった層が多かったことの表れだろう。文系出身

者も建築学部において、臆することなく一級建築士になることの

夢を語る様子も見られる。将来は文理の枠を超えた教養と技術

を持った新しい一級建築士が誕生する日を期待したい。

＜整備されたキャンパスの広報＞
　本学の東大阪キャンパスは、平成１５年の経済学部開設に伴

１．平成２３年度入試の環境

３．平成23年度入試の結果

４．平成24年度入試にむけて

２．入学センターの取り組み

うB館の竣工を皮切りに、理工学部・薬学部が入る３８号館、総合

社会学部が入るG館、フードコート・コンビニエンスストアを併設

する多目的学生ホール 「BLOSSOM CAFÉ」（ブロッサム カ

フェ）など、近年施設整備が進められ、劇的に変化を遂げている。

こうした姿は意外に一般には知られていない。入学センターとし

てはここ数年、整備されたキャンパスを受験生に知ってもらうた

めに、オープンキャンパスに力を入れている。昨年度のオープン

キャンパスには多い日には一日に一万人以上の来場者があり、受

験生からは「ここで学びたい」という気持ちが高まり、モチベー

ションアップにつながったとの声をたくさん頂いた。また、キャン

パスに来られない方 の々ためにも読売テレビで毎週20：54から天

気予報の背景として、キャンパスの映像を放映している。ちなみ

にある企業が関西在住の高校生にアンケートを取った結果、

キャンパスがきれいな大学として２位に選ばれている。

総志願者数は前年より大幅に増え112,389人となり５年連続の

増加となった。全国的に見ると、明治大学、早稲田大学次ぐ３番目

の志願者数となった。１８歳人口が減少し、不況の影響もあり、私

立大学の約４割が定員割れしている時代である。近年「入れる

大学」と「入りたい大学」の二極化が顕著に現れてきていると言

われているが、この志願者の状況を見ると本学が受験生にとっ

て「入りたい大学」になっていることは紛れもない事実である。

　文理別に見ると、文系学部全体ではほぼ前年並みを維持した

結果となった。２年目となる総合社会学部は引き続き人気があ

り、前年よりも更に多くの志願者を集めた。理系学部では生物理

工学部をのぞき全ての学部で志願者が増加した。不況になると

理系学部の人気が高まると言われているが、本学のここ数年の

状況に鑑みても依然理系各学部の人気は衰えを見せていない。

建築学部は学科時代から比べて２倍の志願者が集まった。学部

のコンセプトがしっかり受験生に浸透した結果であると認識し

ている。

　また、女子の志願者の増加も目を見張るものがある。平成１９

年より増加の一途を辿り、本年度は初めて３万人を超えた。１９年

度と比較しても約４割以上の増加である。更には東大阪キャン

パスの入学者の女子比率も初めて３割を超え、昔は「バンカラ」と

言われた本学のイメージとは大きく変わったと言える。

　２４年度に新設学部はないが、文芸学部のリニューアルや入

試制度の拡充等、新しいトピックスが続く。２年目となる建築学部

も初年度の人気が続くか、その真価が問われる年でもある。

　未曾有の大災害となった東日本大震災の影響から、日本経済

は混迷の度合いを深めてきている。１８歳人口の減少に加えて、

景気の動向が今後益々全国の大学の運営にも影を落としてくる

ことは間違いない。特に私立大学にとっては本当の意味での受

難の時代が到来したと言える。そうした状況下においても、近畿

大学は一歩たりとも退くことなく、在学生約３万人、卒業生約４５

万人のためにも進化し続けなければならない。その為にも入学

センターは魅力ある近畿大学の姿を受験生やその保護者、高校

の教員にしっかり伝えていかなければならないと考えている。

平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年度）

過去20年総志願者数推移（人）
（万人）

97,31897,318

122,643122,643

104,518104,518

97,59797,597
93,27793,277

81,56281,562
81,30481,304

71,23371,233
70,14070,140

72,37372,373
78,78378,783

85,02985,029
82,65882,658
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スピリット

近畿大学は2011年4月、東大阪キャンパスに「建築学部」を開設した。
理工学部から建築学科を独立させて建築学部とし、さらに高度、広範か
つ専門的な教育と研究を展開し、建築分野の最前線で活躍する人材を
数多く社会へ送り出すことになる。建築学部の定員は240人。建築学科
1学科に建築工学専攻、建築デザイン専攻、住宅建築専攻、企画マネジ
メント専攻の4専攻を設置する。
現在、建築学部を有する大学は国内になく、近畿大学が全国初とな

る。建築分野は、工学と人文・社会科学の融合領域であり、近年、建築構
造物の耐震強度や安全性、健康で快適な住環境やまちなみづくり、建
築に関する省エネルギーやリサイクル性など、社会の関心やニーズが
高まっている。新学部創設の狙いやその概要を、岩前篤・建築学科長に
聞いた。

人のいるところには、必ず建築があります。グーグルアースの衛星写
真など、人工衛星から地球をとらえた写真を見ると分かりますが、人の
いるところといないところの違いは建築物があるかどうかです。砂漠に
は道路があっても、たくさんの人がそこに生活しているという痕跡はほ
とんどありません。都市や町や村があって、そこに人がいて、人の暮らし
があるということが如実に表れるのは、やはり人と建築が密接に関係し
てくるからです。
一口に建築と言っても、美術館や博物館のようにコマーシャルな部分

とカルチャーの部分がミックスした建物、学校のように子どもたちの精
神に影響を与えるような建物など、いろんなスタイルがあります。それ
ぞれの建築が使命や役割を持っており、今後何百年たっても、何千年
たっても、人類が存在する限り、住まい・建築は必要なのです。自動車や
パソコンは、時代とともにどんどん変わっていきます。ガソリンエンジン
は、もしかしたら100年後にはなくなっているかもしれない。でも、建築
は在り続ける。そのことを基本的な命題として、まず意識しておく必要
があります。

確かに今の日本は、新築がどんどん立ち並ぶような世の中ではなく
なってきていますが、その中で建築は本来の役目を果たしていかなけ
ればなりません。今回の学部のキャッチフレーズは“守り育てる建築”で
す。従来の“造る建築”に対する対比語であり、維持管理を含めて建築全
体を考えていこうとしています。
日本の建築物が海外と異なる特徴の一つは、極端に使用年数が短い

ことです。ヨーロッパの住宅で平均80年、イギリスなんて140年、アメリ
カですら100年といわれています。一方、日本の住宅は25年から30年
です。ゼネコンが建設する商業系のビルはどうかというと、もっと短いの
です。商業目的が変わると簡単に壊されてしまいますし、20年ぐらいで
建て替えている地域もあります。それが従来の“新築社会”を支えてき
たわけです。
それは資源の点からもかなり問題がありますので、今は一つの建物

を50年、100年、200年使うような社会に変わりつつあります。これは
国の考え方でもあり、「長期優良住宅」を促進する方向が打ち出されて
います。

地域の中で、シンボリックな意味でもコアとなる建物があります。例え
ば金沢21世紀美術館などは、今後残っていく建物だと思います。常に人
のにぎわいがあり、子どもの声が聞こえるような建築物があって、それ
が人を育てる。まちを育てると同時にまちにも育てられる。そういうも
のは偶然にはできない。目先のイニシャルコストだけを考えて作っても、
絶対にできません。
初めにそこにどういう建物を造るかという企画の段階で、いかに将来

を見渡して考えるか。美術館を造ればいいのか、オフィスビルを建てれ
ばいいのか、集合住宅にすればいいのか、最近では高齢者対応のケア
ハウスにするのか。こういう全体の狙いやさまざまなコンセプトを考え
ていく「企画マネジメント」が大事です。それを新学部4専攻のうちの1
つに入れました。将来にわたって、いかにまちの財産となるような建築
物にしていくかを考える、建築プロデューサーとなる人材を育てるのが
目標です。

理系・文系の枠にとらわれないという点が大きな特色です。もともと
建築分野は、工学と人文・社会科学の融合領域です。ただ、従来の建築
学科は理工系学部の中に置かれていましたので、受験の時点で理系と
なっており、そこに文系的センスはほとんど考慮されていませんでした。
しかし、建築の業界自体のブレークスルーを考えると、建築の分野で
文系的人材を養成し、不動産業界やハウスメーカーで活躍してもらいた
い。ハウスメーカーの営業マンは、従来ほとんど文系出身者で、建築的
素養がないためコスト偏重主義に走りがちです。また将来の経営層に
も建築のセンスを持つ人材を養っていく必要があります。「住宅建築専
攻」はそういう狙いで文系的な素養を重視しつつ、二級建築士受験資格
に対応しています。

一級建築士の出身大学別合格者数（国土交通省調べ）で、近畿大学は
2009年度が91人と全国7位、西日本では2位でした。また、2004～
2009年度の合計は523人で全国5位、西日本では最多となっています。
建築学部建築学科は、これら近畿大学出身合格者の大半を占めていま
す（※他に工学部と産業理工学部の出身者が含まれる）。建築士の制度
もこれから変わっていくでしょうが、建築士を目指す路線は維持して、資
格取得をサポートしていきたいと考えています。
具体的には、「建築工学専攻」と「建築デザイン専攻」は一級建築士受

験資格に対応し、「住宅建築専攻」と「企画マネジメント専攻」は二級建築
士受験資格に対応しています。

従来の理系型だった受験科目を、文系も取り入れる形に変わりました。
数学は従来、数ⅢCが必要でしたが、建築教育の中でどこまで数学が必
要なのかを真剣に議論した結果、まずは数ⅡBまでで十分と判断しました。
理系志望でも数ⅢCを取っていない高校生がかなりいますので、そうい
う人に対する枠が広がっています。

「建築工学専攻」は、理工学部建築学科を継承・発展させたもので、伝
統的な建築学全般でカリキュラムを構成し、技術をしっかり身につけた
建築技術者の養成を目的としています。
「建築デザイン専攻」は、国内外で活躍できるような建築設計能力を
鍛えて、いわゆる建築家を目指す専攻です。数十億円、数百億円の事業
で、個人の名前が企業の名前よりも先に出るのは建築家だけです。ぜひ
大きな夢を持ってチャレンジしていただきたい。我々は建築家を目指す
意欲のある人を歓迎します。
「住宅建築専攻」は、建築学の新しい展開分野として位置づけ、木造住
宅をはじめ日本独特の住宅建築に焦点を当て、パーソナルな住宅を最
適化する知識・技術を総合的に学ぶのが狙いです。明治以降の建築は
ビルが主役ですが、実際の建築業界は人も売り上げも、ビルと住宅でほ
ぼ半々です。ところが、建築学という学問の中では、住宅はビルの建築
のおまけです。なぜそうなっているかというと、大きなものを作るのが
日本の建築の仕事だという明治以降の流れがあり、大学の教育自体、見
直さなくてはいけません。
「企画マネジメント専攻」は、建築計画の前段階で重要とされる都市計
画やまちなみづくり、さらに建築後の維持管理・不動産管理などのマネ
ジメントの意義と手法などの新しい分野を対象とします。さまざまな条
件がある中で、その土地にどういう建物を造り、そこで何をするかといっ
たことこそ本来検討すべきで、そこからいろんな世界が始まるのです。
建築企画と長期にわたる維持管理をしっかり考えることによって、資源
の最適化、コストの最適化を図りながら、そこに住む人たちや周りの人
たちのよりどころとなるものを実現する建築プロデューサーの育成に
力を入れるつもりです。

建築が好きという人には、ぜひ来てほしい。建築というイメージがな
くても、例えば部屋の机やタンス、ベッドの位置をしょっちゅう置き替え
たりして、自分にヒットするものを探り求めている人は案外いるもので
す。カーテンや照明、コーヒーカップや食器などに興味があるというの
も、建築とかなり関係しているのです。そういう人たちなら、自分は建築
の世界に向いているんじゃないかと考えてみてほしいですね。
建築には、社会と工学と芸術の3つの要素があります。昔から建築の

基本は「用・強・美」を兼ね備えていることだといわれてきました。これま
で、理工の枠に収まっていたこと自体、奇跡だったといえます。我々と一
緒に新しい学部で建築の可能性を追求し、積極的に挑戦してください。

岩前　篤教授
建築学部長
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建築学科4専攻で何を学ぶか？

人類が存在する限り、建築は在り続ける

21世紀の日本の社会において、建築をテーマとする
新学部を創設する意味は？

経済の停滞が長引き、新しい建物が次々に建つという
時代ではありませんが……。

理系・文系を超えて、基礎から専門へ

「守り育てる建築」というコンセプトの
「育てる」という意味は？

企画マネジメント力のある建築プロデューサーを育成

4専攻それぞれの内容と特徴について

社会・工学・芸術の3要素を備えた建築の魅力

入学志望者に向けて、ひと言メッセージを。近畿大学は全国有数の一級建築士合格者数を誇っています。
資格取得の面は？

理系・文系の枠にとらわれないということですが、
受験科目について。

新学部の特色は？

1961年和歌山県に生まれる。84年神
戸大学建築系環境計画学科卒業、86年神
戸大学大学院工学研究科修士課程修了。
積水ハウス㈱入社、研究所にて住宅の温熱
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スピリット

近畿大学は2011年4月、東大阪キャンパスに「建築学部」を開設した。
理工学部から建築学科を独立させて建築学部とし、さらに高度、広範か
つ専門的な教育と研究を展開し、建築分野の最前線で活躍する人材を
数多く社会へ送り出すことになる。建築学部の定員は240人。建築学科
1学科に建築工学専攻、建築デザイン専攻、住宅建築専攻、企画マネジ
メント専攻の4専攻を設置する。
現在、建築学部を有する大学は国内になく、近畿大学が全国初とな

る。建築分野は、工学と人文・社会科学の融合領域であり、近年、建築構
造物の耐震強度や安全性、健康で快適な住環境やまちなみづくり、建
築に関する省エネルギーやリサイクル性など、社会の関心やニーズが
高まっている。新学部創設の狙いやその概要を、岩前篤・建築学科長に
聞いた。

人のいるところには、必ず建築があります。グーグルアースの衛星写
真など、人工衛星から地球をとらえた写真を見ると分かりますが、人の
いるところといないところの違いは建築物があるかどうかです。砂漠に
は道路があっても、たくさんの人がそこに生活しているという痕跡はほ
とんどありません。都市や町や村があって、そこに人がいて、人の暮らし
があるということが如実に表れるのは、やはり人と建築が密接に関係し
てくるからです。
一口に建築と言っても、美術館や博物館のようにコマーシャルな部分

とカルチャーの部分がミックスした建物、学校のように子どもたちの精
神に影響を与えるような建物など、いろんなスタイルがあります。それ
ぞれの建築が使命や役割を持っており、今後何百年たっても、何千年
たっても、人類が存在する限り、住まい・建築は必要なのです。自動車や
パソコンは、時代とともにどんどん変わっていきます。ガソリンエンジン
は、もしかしたら100年後にはなくなっているかもしれない。でも、建築
は在り続ける。そのことを基本的な命題として、まず意識しておく必要
があります。

確かに今の日本は、新築がどんどん立ち並ぶような世の中ではなく
なってきていますが、その中で建築は本来の役目を果たしていかなけ
ればなりません。今回の学部のキャッチフレーズは“守り育てる建築”で
す。従来の“造る建築”に対する対比語であり、維持管理を含めて建築全
体を考えていこうとしています。
日本の建築物が海外と異なる特徴の一つは、極端に使用年数が短い

ことです。ヨーロッパの住宅で平均80年、イギリスなんて140年、アメリ
カですら100年といわれています。一方、日本の住宅は25年から30年
です。ゼネコンが建設する商業系のビルはどうかというと、もっと短いの
です。商業目的が変わると簡単に壊されてしまいますし、20年ぐらいで
建て替えている地域もあります。それが従来の“新築社会”を支えてき
たわけです。
それは資源の点からもかなり問題がありますので、今は一つの建物

を50年、100年、200年使うような社会に変わりつつあります。これは
国の考え方でもあり、「長期優良住宅」を促進する方向が打ち出されて
います。

地域の中で、シンボリックな意味でもコアとなる建物があります。例え
ば金沢21世紀美術館などは、今後残っていく建物だと思います。常に人
のにぎわいがあり、子どもの声が聞こえるような建築物があって、それ
が人を育てる。まちを育てると同時にまちにも育てられる。そういうも
のは偶然にはできない。目先のイニシャルコストだけを考えて作っても、
絶対にできません。
初めにそこにどういう建物を造るかという企画の段階で、いかに将来

を見渡して考えるか。美術館を造ればいいのか、オフィスビルを建てれ
ばいいのか、集合住宅にすればいいのか、最近では高齢者対応のケア
ハウスにするのか。こういう全体の狙いやさまざまなコンセプトを考え
ていく「企画マネジメント」が大事です。それを新学部4専攻のうちの1
つに入れました。将来にわたって、いかにまちの財産となるような建築
物にしていくかを考える、建築プロデューサーとなる人材を育てるのが
目標です。

理系・文系の枠にとらわれないという点が大きな特色です。もともと
建築分野は、工学と人文・社会科学の融合領域です。ただ、従来の建築
学科は理工系学部の中に置かれていましたので、受験の時点で理系と
なっており、そこに文系的センスはほとんど考慮されていませんでした。
しかし、建築の業界自体のブレークスルーを考えると、建築の分野で
文系的人材を養成し、不動産業界やハウスメーカーで活躍してもらいた
い。ハウスメーカーの営業マンは、従来ほとんど文系出身者で、建築的
素養がないためコスト偏重主義に走りがちです。また将来の経営層に
も建築のセンスを持つ人材を養っていく必要があります。「住宅建築専
攻」はそういう狙いで文系的な素養を重視しつつ、二級建築士受験資格
に対応しています。

一級建築士の出身大学別合格者数（国土交通省調べ）で、近畿大学は
2009年度が91人と全国7位、西日本では2位でした。また、2004～
2009年度の合計は523人で全国5位、西日本では最多となっています。
建築学部建築学科は、これら近畿大学出身合格者の大半を占めていま
す（※他に工学部と産業理工学部の出身者が含まれる）。建築士の制度
もこれから変わっていくでしょうが、建築士を目指す路線は維持して、資
格取得をサポートしていきたいと考えています。
具体的には、「建築工学専攻」と「建築デザイン専攻」は一級建築士受

験資格に対応し、「住宅建築専攻」と「企画マネジメント専攻」は二級建築
士受験資格に対応しています。

従来の理系型だった受験科目を、文系も取り入れる形に変わりました。
数学は従来、数ⅢCが必要でしたが、建築教育の中でどこまで数学が必
要なのかを真剣に議論した結果、まずは数ⅡBまでで十分と判断しました。
理系志望でも数ⅢCを取っていない高校生がかなりいますので、そうい
う人に対する枠が広がっています。

「建築工学専攻」は、理工学部建築学科を継承・発展させたもので、伝
統的な建築学全般でカリキュラムを構成し、技術をしっかり身につけた
建築技術者の養成を目的としています。
「建築デザイン専攻」は、国内外で活躍できるような建築設計能力を
鍛えて、いわゆる建築家を目指す専攻です。数十億円、数百億円の事業
で、個人の名前が企業の名前よりも先に出るのは建築家だけです。ぜひ
大きな夢を持ってチャレンジしていただきたい。我々は建築家を目指す
意欲のある人を歓迎します。
「住宅建築専攻」は、建築学の新しい展開分野として位置づけ、木造住
宅をはじめ日本独特の住宅建築に焦点を当て、パーソナルな住宅を最
適化する知識・技術を総合的に学ぶのが狙いです。明治以降の建築は
ビルが主役ですが、実際の建築業界は人も売り上げも、ビルと住宅でほ
ぼ半々です。ところが、建築学という学問の中では、住宅はビルの建築
のおまけです。なぜそうなっているかというと、大きなものを作るのが
日本の建築の仕事だという明治以降の流れがあり、大学の教育自体、見
直さなくてはいけません。
「企画マネジメント専攻」は、建築計画の前段階で重要とされる都市計
画やまちなみづくり、さらに建築後の維持管理・不動産管理などのマネ
ジメントの意義と手法などの新しい分野を対象とします。さまざまな条
件がある中で、その土地にどういう建物を造り、そこで何をするかといっ
たことこそ本来検討すべきで、そこからいろんな世界が始まるのです。
建築企画と長期にわたる維持管理をしっかり考えることによって、資源
の最適化、コストの最適化を図りながら、そこに住む人たちや周りの人
たちのよりどころとなるものを実現する建築プロデューサーの育成に
力を入れるつもりです。

建築が好きという人には、ぜひ来てほしい。建築というイメージがな
くても、例えば部屋の机やタンス、ベッドの位置をしょっちゅう置き替え
たりして、自分にヒットするものを探り求めている人は案外いるもので
す。カーテンや照明、コーヒーカップや食器などに興味があるというの
も、建築とかなり関係しているのです。そういう人たちなら、自分は建築
の世界に向いているんじゃないかと考えてみてほしいですね。
建築には、社会と工学と芸術の3つの要素があります。昔から建築の

基本は「用・強・美」を兼ね備えていることだといわれてきました。これま
で、理工の枠に収まっていたこと自体、奇跡だったといえます。我々と一
緒に新しい学部で建築の可能性を追求し、積極的に挑戦してください。

岩前　篤教授
建築学部長
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建築学科4専攻で何を学ぶか？

人類が存在する限り、建築は在り続ける

21世紀の日本の社会において、建築をテーマとする
新学部を創設する意味は？

経済の停滞が長引き、新しい建物が次々に建つという
時代ではありませんが……。

理系・文系を超えて、基礎から専門へ

「守り育てる建築」というコンセプトの
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企画マネジメント力のある建築プロデューサーを育成

4専攻それぞれの内容と特徴について

社会・工学・芸術の3要素を備えた建築の魅力

入学志望者に向けて、ひと言メッセージを。近畿大学は全国有数の一級建築士合格者数を誇っています。
資格取得の面は？

理系・文系の枠にとらわれないということですが、
受験科目について。
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【知名度】（関西エリア）
1位 近畿大学　　2位 関西大学　　3位 同志社大学

【親しみやすい】（関西エリア）
1位 近畿大学　　2位 関西大学　　3位 関西学院大学

【志願度】（関西エリア）
1位 関西大学　　2位 近畿大学　　3位 神戸大学

※1：短期大学部は除く
※2：公募制推薦入試などを含め、すべての入試での志願者の総数
※3：パーセンテージの小数点以下は1/100の位を四捨五入（以下同じ）

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、全身の筋肉が萎縮し、最終的には呼
吸筋、嚥下筋の麻痺が生じ死に至る、根治療法のない難病です。ALSの
一部には、遺伝歴の存在や認知症の合併が知られています。
今回、初めてX染色体上にあるUBQLN2遺伝子が、家族性ALSおよ

び認知症を伴うALSの原因遺伝子の一つであることが証明されました。
遺伝歴のない孤発性ALSにもこのUBQLN2が関連していることも病理
学的に示され、本原因遺伝子同定は、今後のALS研究に重要な示唆を
与えるものとなります。

近畿大学先端技術総合研究所 泉井桂客員教授（発表当時、生物理
工学部教授）は、広島大学の古本強准教授を中心とする研究グループと
の共同研究により、世界ではじめて葉緑体の包膜に存在するピルビン酸
輸送体のタンパク質分子とその遺伝子の同定に成功しました。
この分子はC4植物の光合成的炭酸同化経路の構成因子であるばか

りでなく、すべての植物において葉緑体のピルビン酸代謝に関与している
と考えられ、今後植物の光合成の増強や有用物質の生産などに役立つ
ことが期待されます。

近畿大学文芸学部芸術学科造形芸術専攻で「ビジュアルコミュニケ
ーションゼミ」を受講し、西日本衛材株式会社（本社：兵庫県たつの市、代
表：合田　康人）との産学連携プロジェクト「PAPYRUS PROJECT（パ
ピルスプロジェクト）」に参加した学生の有志たち4人が、岡本清文准教授
らの指導の下で新商品開発に携わったトイレットペーパー「hanauta（ハナ
ウタ）」が、2011年8月7日（日）、西日本衛材（株）から新発売されました。
「PAPYRUS PROJECT」は、昨年3月、近畿大学リエゾンセンターが
西日本衛材（株）よりパッケージデザインの研究委託を受け、同5月に女子
学生4人の参加により発足したプロジェクトチームです。同プロジェクトチー

ムでは、デザインを学ぶ女性ならではの視点で「多くの女性がトイレットペ
ーパーを買って持ち歩くことを恥ずかしいと思っている」ことに着目した上
で、パッケージデザインだけでなく、香り、紙の色にも注目し、数多くのアイデ
アを出し合いました。昨年10月に西日本衛材（株）で合田社長も出席のもと
行われたプレゼンテーションまでに、トイレットペーパーの製造工程から、パ
ッケージやペーパーの印刷に関するコスト構造や製造設備の投資への目
配りに至るまで、西日本衛材（株）との接点の中で学生たちはデザインに
関わる数多くの実践的な学びを重ねてきました。

3月20日に実施された第25回管理栄養士国家試験の合格者が厚生
労働省より発表され、農学部が合格率100.0%（新卒）を達成しました。
受験者数は19,923人で全体の合格率は40.5％でした。

株式会社リクルートが2012年3月卒業予定の高校生を対象に実施した
「進学ブランド力調査」の、『高校生に聞いた大学ブランドランキング
2011』が発表されました。

近畿大学では、平成23年度入学試験（13学部※1）の2011年3月25日現
在の総志願者数※2が計11万1,878人と、前年度（22年度）から5,539人
（5.2％※3）の増加となりました。平成19年度から5年連続の増加となりま
す。
平成23年度は、過去最高だった平成5年度（12万2,643人）に次ぐ2番

目の総志願者数となりました。また、総志願者数が11万人を超えるのも平
成5年度以来、17年ぶりとなります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成23年度入試では、13学部中、11学部が前年度から志願者を伸ば

本学医学部堺病院 平野牧人准教授が
共同研究者となっている論文がネイチャー
電子版（8月21日）に掲載されました

近畿大学先端技術総合研究所 泉井桂
客員教授が共同研究者となっている論
文が、週刊科学雑誌『Nature』2011年
8月25日号に掲載されました

農学部が管理栄養士国家試験合格率
100.0%達成

『高校生に聞いた 大学ブランドランキング 
2011』発表

平成23年度入試で志願者総数11万人超 
前年比5.2％増

論文名：Mutations in UBQLN2 cause dominant X-Linked form of 
Juvenile and Adult-Onset ALS and ALS/dementia.
和訳　UBQLN2遺伝子変異は、X染色体連鎖優性遺伝形式をとる若年性
および成人発症の筋萎縮性側索硬化症（ALS）および認知症を伴うALSの
原因である。

論文名　「葉緑体ピルビン酸輸送体の同定」

文芸学部でデザインを学び、産学連携に
参画した学生たちが開発したトイレット
ペーパーが、8月7日（花の日）に新発売

しました。とりわけ、「理工学部建築学科」から学部に昇格し、日本で初め
てとなる「建築学部」（平成23年4月開設）が学科時代の前年のほぼ倍と
なる5,653人の志願者を集めました。また、昨年度新設され11,521人の志
願者があった「総合社会学部」は本年度も引き続き人気が高く、昨年度を
さらに上回る12,311人となりました。女子の志願者については、初めて3万
人（占有率27.5％）を超えました。
本年度の結果について、近畿大学入学センターでは「クロマグロの完
全養殖などに代表される「実学志向」の教育・研究への本学の取り組み
が高く評価されたものではないか」と分析しています。

和歌山県教育委員会（教育長：山口裕市）と近畿大学生物理工学部
（和歌山県紀の川市、学部長：細井美彦）は、相互に連携・協力を推進す
ることに合意し、平成23年2月1日「連携協力に関する協定書」を締結しま
した。
細井美彦生物理工学部長は今回の協定締結について「生物理工学

部が和歌山県から発信している世界レベルの研究成果を、高校生に体
験してもらうことで理系への興味を引き出し、教育・研究による地域貢献を
目指したい。また、教職を目指す学生たちに、スクールインターンシップやス
クールボランティアの機会が増えることで、本学の学生にとっても刺激にな
る取り組みで期待しています」とその意義を説明。
山口裕市教育長も「高校生にとって大学の先端の研究にふれること

は、目を輝かせて研究の世界に興味を抱き、自分のやりたいことの発見に
つながるものです。多くの研究成果を発信する生物理工学部との今回の
連携をもとに和歌山県の教育の活性化につなげたい」とコメント、連携へ
の期待の高さが窺えます。 

広島大学（広島県東広島市、学長：浅原利正）と近畿大学は、相互に
連携・協力を推進することに合意し、「広島大学と近畿大学との大学間交
流に関する包括協定書」を、本日締結しました。
包括的協力協定締結の目的
本協定は、教育・研究活動の包括的な連携・協力体制をとることによっ

て、両大学の次代への一層の進展に資することを目的とするものです。教

育・研究活動の包括的な交流と連携・協力の推進によって、我が国の教
育・研究の一層の進展に資することを目指します。
経緯
これまで両大学は、同じ東広島市内に所在する工学部を中心として、
研究交流や人材交流を行ってきました。このたび、互いに総合大学である
という利点を生かして連携協力活動の範囲を全学に広げ、両大学間の
交流を一層推進するため、本協定を締結するに至りました。
今後の連携協力の推進
本協定に基づき、両大学が有する資源や経験等を有効に活用し、以

下の分野での組織的かつ効果的な連携・協力を推進します。
(1) 教育・研究に関する情報交換
(2) 共同の研究プロジェクト
(3) 教職員の交流
(4) 学生の交流
(5) 施設の利用　他
例えば、両大学間における共同講義の開催や単位互換の実施、自動

車研究分野での連携とそれを基盤とした「広島型ものづくり人材」の養成
等、両大学の強みを生かした分野での活動を一層推進してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
広島大学社会連携・情報政策室社会連携グループ　青山・小竹　  

　TEL（080）1902-8831
近畿大学 工学部 事務部 大谷、次世代基盤技術研究所 新田 
TEL（082）434-7000

近畿大学と株式会社池田泉州銀行（頭取兼CEO：服部盛隆）は、平
成23年2月24日、産業、学術研究、人材育成、まちづくりなどの分野におい
て、相互の人的・知的資源の交流・活性化を図り、相互に有意義と認めら
れる諸事業を行うことにより、地域社会の発展に資することを目的に産学
連携基本協定を締結しました。

近畿大学、池田泉州銀行がそれぞれ窓口となり、近畿大学の研究分
野を活かした企業との技術相談や共同研究を推進するとともに、今後、
池田泉州銀行は、近畿大学発ベンチャー企業や産学連携を行う企業
などに対する投融資制度の創設も検討してまいります。

1：連携協力の目的
近畿大学と池田泉州銀行が有する、人的・知的資源交流による地域

活性化推進。
2：主な連携内容
・創業・新事業支援、その他地域経済の活性化に寄与する事項
・近畿大学発の企業・起業家に対する事業サポートに関する事項
・学術・研究に関する事項
・人材育成に関する事項
・まちづくりに関する事項
・その他両者が必要と認める事項
3：締結日
平成23年2月24日

生物理工学部が和歌山県教育委員会と
の連携協力に関する協定を結びました

広島大学・近畿大学「大学間交流に関す
る包括協定」を締結

学校法人近畿大学と株式会社池田泉州
銀行による産学連携基本協定の締結
について
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【知名度】（関西エリア）
1位 近畿大学　　2位 関西大学　　3位 同志社大学

【親しみやすい】（関西エリア）
1位 近畿大学　　2位 関西大学　　3位 関西学院大学

【志願度】（関西エリア）
1位 関西大学　　2位 近畿大学　　3位 神戸大学

※1：短期大学部は除く
※2：公募制推薦入試などを含め、すべての入試での志願者の総数
※3：パーセンテージの小数点以下は1/100の位を四捨五入（以下同じ）

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、全身の筋肉が萎縮し、最終的には呼
吸筋、嚥下筋の麻痺が生じ死に至る、根治療法のない難病です。ALSの
一部には、遺伝歴の存在や認知症の合併が知られています。
今回、初めてX染色体上にあるUBQLN2遺伝子が、家族性ALSおよ

び認知症を伴うALSの原因遺伝子の一つであることが証明されました。
遺伝歴のない孤発性ALSにもこのUBQLN2が関連していることも病理
学的に示され、本原因遺伝子同定は、今後のALS研究に重要な示唆を
与えるものとなります。

近畿大学先端技術総合研究所 泉井桂客員教授（発表当時、生物理
工学部教授）は、広島大学の古本強准教授を中心とする研究グループと
の共同研究により、世界ではじめて葉緑体の包膜に存在するピルビン酸
輸送体のタンパク質分子とその遺伝子の同定に成功しました。
この分子はC4植物の光合成的炭酸同化経路の構成因子であるばか

りでなく、すべての植物において葉緑体のピルビン酸代謝に関与している
と考えられ、今後植物の光合成の増強や有用物質の生産などに役立つ
ことが期待されます。

近畿大学文芸学部芸術学科造形芸術専攻で「ビジュアルコミュニケ
ーションゼミ」を受講し、西日本衛材株式会社（本社：兵庫県たつの市、代
表：合田　康人）との産学連携プロジェクト「PAPYRUS PROJECT（パ
ピルスプロジェクト）」に参加した学生の有志たち4人が、岡本清文准教授
らの指導の下で新商品開発に携わったトイレットペーパー「hanauta（ハナ
ウタ）」が、2011年8月7日（日）、西日本衛材（株）から新発売されました。
「PAPYRUS PROJECT」は、昨年3月、近畿大学リエゾンセンターが
西日本衛材（株）よりパッケージデザインの研究委託を受け、同5月に女子
学生4人の参加により発足したプロジェクトチームです。同プロジェクトチー

ムでは、デザインを学ぶ女性ならではの視点で「多くの女性がトイレットペ
ーパーを買って持ち歩くことを恥ずかしいと思っている」ことに着目した上
で、パッケージデザインだけでなく、香り、紙の色にも注目し、数多くのアイデ
アを出し合いました。昨年10月に西日本衛材（株）で合田社長も出席のもと
行われたプレゼンテーションまでに、トイレットペーパーの製造工程から、パ
ッケージやペーパーの印刷に関するコスト構造や製造設備の投資への目
配りに至るまで、西日本衛材（株）との接点の中で学生たちはデザインに
関わる数多くの実践的な学びを重ねてきました。

3月20日に実施された第25回管理栄養士国家試験の合格者が厚生
労働省より発表され、農学部が合格率100.0%（新卒）を達成しました。
受験者数は19,923人で全体の合格率は40.5％でした。

株式会社リクルートが2012年3月卒業予定の高校生を対象に実施した
「進学ブランド力調査」の、『高校生に聞いた大学ブランドランキング
2011』が発表されました。

近畿大学では、平成23年度入学試験（13学部※1）の2011年3月25日現
在の総志願者数※2が計11万1,878人と、前年度（22年度）から5,539人
（5.2％※3）の増加となりました。平成19年度から5年連続の増加となりま
す。
平成23年度は、過去最高だった平成5年度（12万2,643人）に次ぐ2番

目の総志願者数となりました。また、総志願者数が11万人を超えるのも平
成5年度以来、17年ぶりとなります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成23年度入試では、13学部中、11学部が前年度から志願者を伸ば

本学医学部堺病院 平野牧人准教授が
共同研究者となっている論文がネイチャー
電子版（8月21日）に掲載されました

近畿大学先端技術総合研究所 泉井桂
客員教授が共同研究者となっている論
文が、週刊科学雑誌『Nature』2011年
8月25日号に掲載されました

農学部が管理栄養士国家試験合格率
100.0%達成

『高校生に聞いた 大学ブランドランキング 
2011』発表

平成23年度入試で志願者総数11万人超 
前年比5.2％増

論文名：Mutations in UBQLN2 cause dominant X-Linked form of 
Juvenile and Adult-Onset ALS and ALS/dementia.
和訳　UBQLN2遺伝子変異は、X染色体連鎖優性遺伝形式をとる若年性
および成人発症の筋萎縮性側索硬化症（ALS）および認知症を伴うALSの
原因である。

論文名　「葉緑体ピルビン酸輸送体の同定」

文芸学部でデザインを学び、産学連携に
参画した学生たちが開発したトイレット
ペーパーが、8月7日（花の日）に新発売

しました。とりわけ、「理工学部建築学科」から学部に昇格し、日本で初め
てとなる「建築学部」（平成23年4月開設）が学科時代の前年のほぼ倍と
なる5,653人の志願者を集めました。また、昨年度新設され11,521人の志
願者があった「総合社会学部」は本年度も引き続き人気が高く、昨年度を
さらに上回る12,311人となりました。女子の志願者については、初めて3万
人（占有率27.5％）を超えました。
本年度の結果について、近畿大学入学センターでは「クロマグロの完
全養殖などに代表される「実学志向」の教育・研究への本学の取り組み
が高く評価されたものではないか」と分析しています。

和歌山県教育委員会（教育長：山口裕市）と近畿大学生物理工学部
（和歌山県紀の川市、学部長：細井美彦）は、相互に連携・協力を推進す
ることに合意し、平成23年2月1日「連携協力に関する協定書」を締結しま
した。
細井美彦生物理工学部長は今回の協定締結について「生物理工学

部が和歌山県から発信している世界レベルの研究成果を、高校生に体
験してもらうことで理系への興味を引き出し、教育・研究による地域貢献を
目指したい。また、教職を目指す学生たちに、スクールインターンシップやス
クールボランティアの機会が増えることで、本学の学生にとっても刺激にな
る取り組みで期待しています」とその意義を説明。
山口裕市教育長も「高校生にとって大学の先端の研究にふれること

は、目を輝かせて研究の世界に興味を抱き、自分のやりたいことの発見に
つながるものです。多くの研究成果を発信する生物理工学部との今回の
連携をもとに和歌山県の教育の活性化につなげたい」とコメント、連携へ
の期待の高さが窺えます。 

広島大学（広島県東広島市、学長：浅原利正）と近畿大学は、相互に
連携・協力を推進することに合意し、「広島大学と近畿大学との大学間交
流に関する包括協定書」を、本日締結しました。
包括的協力協定締結の目的
本協定は、教育・研究活動の包括的な連携・協力体制をとることによっ

て、両大学の次代への一層の進展に資することを目的とするものです。教

育・研究活動の包括的な交流と連携・協力の推進によって、我が国の教
育・研究の一層の進展に資することを目指します。
経緯
これまで両大学は、同じ東広島市内に所在する工学部を中心として、
研究交流や人材交流を行ってきました。このたび、互いに総合大学である
という利点を生かして連携協力活動の範囲を全学に広げ、両大学間の
交流を一層推進するため、本協定を締結するに至りました。
今後の連携協力の推進
本協定に基づき、両大学が有する資源や経験等を有効に活用し、以

下の分野での組織的かつ効果的な連携・協力を推進します。
(1) 教育・研究に関する情報交換
(2) 共同の研究プロジェクト
(3) 教職員の交流
(4) 学生の交流
(5) 施設の利用　他
例えば、両大学間における共同講義の開催や単位互換の実施、自動

車研究分野での連携とそれを基盤とした「広島型ものづくり人材」の養成
等、両大学の強みを生かした分野での活動を一層推進してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
広島大学社会連携・情報政策室社会連携グループ　青山・小竹　  

　TEL（080）1902-8831
近畿大学 工学部 事務部 大谷、次世代基盤技術研究所 新田 
TEL（082）434-7000

近畿大学と株式会社池田泉州銀行（頭取兼CEO：服部盛隆）は、平
成23年2月24日、産業、学術研究、人材育成、まちづくりなどの分野におい
て、相互の人的・知的資源の交流・活性化を図り、相互に有意義と認めら
れる諸事業を行うことにより、地域社会の発展に資することを目的に産学
連携基本協定を締結しました。

近畿大学、池田泉州銀行がそれぞれ窓口となり、近畿大学の研究分
野を活かした企業との技術相談や共同研究を推進するとともに、今後、
池田泉州銀行は、近畿大学発ベンチャー企業や産学連携を行う企業
などに対する投融資制度の創設も検討してまいります。

1：連携協力の目的
近畿大学と池田泉州銀行が有する、人的・知的資源交流による地域

活性化推進。
2：主な連携内容
・創業・新事業支援、その他地域経済の活性化に寄与する事項
・近畿大学発の企業・起業家に対する事業サポートに関する事項
・学術・研究に関する事項
・人材育成に関する事項
・まちづくりに関する事項
・その他両者が必要と認める事項
3：締結日
平成23年2月24日

生物理工学部が和歌山県教育委員会と
の連携協力に関する協定を結びました

広島大学・近畿大学「大学間交流に関す
る包括協定」を締結

学校法人近畿大学と株式会社池田泉州
銀行による産学連携基本協定の締結
について

近大ニュース
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被災地に再び音楽を！大阪の吹奏楽部員850人結集 

"壊され、流された楽器や楽譜を届けたい"
近畿大学（東大阪市）でチャリティーコンサート
　近畿大学吹奏楽部が、東日本大震災で被災した東北や関
東の吹奏楽団体を支援するために企画したチャリティーコンサ
ートが、2011年5月3日（火・祝）、近畿大学東大阪キャンパス
にて開催されました。
　地震と津波によって楽器や楽譜が破損・紛失したり、練習
場所がなくなったり、大切な仲間を失ったりして、練習を再開す
る環境が整わない吹奏楽部員たちに、一日も早く「音楽」を取
り戻してもらうために、近畿大学吹奏楽部が企画。「東日本大
震災チャリティーコンサート～吹奏楽で広げよう支援の輪～」
と題したコンサートには、大阪市と東大阪市の中学・高校の吹
奏楽部27団体が参加し、総勢約850人が舞台に立つ、壮大
なスケールのコンサートになりました。

brass band

吹奏楽部

大阪市立科学館で行われた「科学実験大会」に参加しました
　近畿大学理工学部の理工会学生部会から化学研究会と
エネルギー研究会「ＮＥＤＥ」の2団体が、2月11日に行われた
「第2回 科学実験大会」に参加。
　化学研究会からは「空気の中身を確かめて見よう」と「どんど
ん色が変わる!!なぜ？」と題した2実験を担当。ある液体の中に
ドライアイスを入れると、色が時間とともに変わる不思議な化学

反応の様子を紹介しました。
　エネルギー研究会からは「水素燃料電池と太陽電池につい
て」という合わせて3実験を担当。環境にやさしい発電として注
目されている、水素燃料電池と太陽電池について、そのメリット
とデメリットを実験を通じて分かりやすく紹介すると共に、これか
らの可能性について紹介しました。

science and engineering

理工学部理工会

税法研究会が小学校で「租税教室」開催
　近畿大学経済・経営学会学生部会税法研究会が、東大阪
租税教育推進協議会からの依頼で、東大阪市立池島小学校
と同縄手東小学校において、税金の目的や仕組みを分かりや
すく解説する「租税教室」を、1月21日（金）に開催しました。

　6年生を対象に行われた授業で、税金の使われ方を紹介した
ビデオを見たり、有名漫画家の納税額のクイズを行うなど、児
童の興味を引き付ける工夫がされていました。10,000,000円
の札束（見本）回覧した際は、大きな盛り上がりをみせました。

tax law

税法研究会

学校法人近畿大学と株式会社紀陽銀行（頭取：片山博臣）は、連携
協力に関する協定を締結することとし、下記のとおり協定調印式を執り行
いました。
本協定の締結により近畿大学が有する研究成果や高度な知識と紀

陽銀行の取引先企業の技術を結びつけ、新製品の開発や新規分野へ
の進出を支援する取り組みを行います。
1．協定調印式
　

2．協定の目的
　技術相談や共同研究及び地域における企業に役立つ情報を共有

　する事等を通じ、相互の発展並びに特に和歌山県を中心とする地域
　経済の活性化と企業技術力の高揚に貢献することを目的とします。
3．協定の主な内容
（1）企業等からの技術等の相談対応
（2）企業等からの共同研究等の推進
（3）大学発ベンチャーの創出・推進
（4）連携プロジェクトの推進
（5）その他連携協力に寄与する事項の推進

本校・本園の校舎・園舎は、子ども達が最近感じることの少なくなった木
の温もりを常に感じられるよう良質の『紀州材』を多く使用しています。
その『紀州材』を広く発信し需要拡大に寄与したということで、紀州材

ベストユーザ賞を和歌山県知事からいただきました。
これを励みに、いつまでも木の温もりが感じられるように校舎・園舎を大

切に使用していきたいと思います。

学校法人近畿大学と株式会社紀陽銀
行による「連携協力に関する協定書」の
締結について

近畿大学附属小学校・幼稚園が紀州材
ベストユーザー賞を受賞しました。

平成23年8月26日（金）14：00～14：30
紀陽銀行本店（和歌山市本町一丁目35番地）
近畿大学　学長　畑 博行
紀陽銀行　頭取　片山 博臣
協定の調印及び共同会見

日　時：
場　所：
出席者：

内　容：

近大ニュース
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"壊され、流された楽器や楽譜を届けたい"
近畿大学（東大阪市）でチャリティーコンサート
　近畿大学吹奏楽部が、東日本大震災で被災した東北や関
東の吹奏楽団体を支援するために企画したチャリティーコンサ
ートが、2011年5月3日（火・祝）、近畿大学東大阪キャンパス
にて開催されました。
　地震と津波によって楽器や楽譜が破損・紛失したり、練習
場所がなくなったり、大切な仲間を失ったりして、練習を再開す
る環境が整わない吹奏楽部員たちに、一日も早く「音楽」を取
り戻してもらうために、近畿大学吹奏楽部が企画。「東日本大
震災チャリティーコンサート～吹奏楽で広げよう支援の輪～」
と題したコンサートには、大阪市と東大阪市の中学・高校の吹
奏楽部27団体が参加し、総勢約850人が舞台に立つ、壮大
なスケールのコンサートになりました。

brass band

吹奏楽部

大阪市立科学館で行われた「科学実験大会」に参加しました
　近畿大学理工学部の理工会学生部会から化学研究会と
エネルギー研究会「ＮＥＤＥ」の2団体が、2月11日に行われた
「第2回 科学実験大会」に参加。
　化学研究会からは「空気の中身を確かめて見よう」と「どんど
ん色が変わる!!なぜ？」と題した2実験を担当。ある液体の中に
ドライアイスを入れると、色が時間とともに変わる不思議な化学

反応の様子を紹介しました。
　エネルギー研究会からは「水素燃料電池と太陽電池につい
て」という合わせて3実験を担当。環境にやさしい発電として注
目されている、水素燃料電池と太陽電池について、そのメリット
とデメリットを実験を通じて分かりやすく紹介すると共に、これか
らの可能性について紹介しました。

science and engineering

理工学部理工会

税法研究会が小学校で「租税教室」開催
　近畿大学経済・経営学会学生部会税法研究会が、東大阪
租税教育推進協議会からの依頼で、東大阪市立池島小学校
と同縄手東小学校において、税金の目的や仕組みを分かりや
すく解説する「租税教室」を、1月21日（金）に開催しました。

　6年生を対象に行われた授業で、税金の使われ方を紹介した
ビデオを見たり、有名漫画家の納税額のクイズを行うなど、児
童の興味を引き付ける工夫がされていました。10,000,000円
の札束（見本）回覧した際は、大きな盛り上がりをみせました。

tax law

税法研究会

学校法人近畿大学と株式会社紀陽銀行（頭取：片山博臣）は、連携
協力に関する協定を締結することとし、下記のとおり協定調印式を執り行
いました。
本協定の締結により近畿大学が有する研究成果や高度な知識と紀

陽銀行の取引先企業の技術を結びつけ、新製品の開発や新規分野へ
の進出を支援する取り組みを行います。
1．協定調印式
　

2．協定の目的
　技術相談や共同研究及び地域における企業に役立つ情報を共有

　する事等を通じ、相互の発展並びに特に和歌山県を中心とする地域
　経済の活性化と企業技術力の高揚に貢献することを目的とします。
3．協定の主な内容
（1）企業等からの技術等の相談対応
（2）企業等からの共同研究等の推進
（3）大学発ベンチャーの創出・推進
（4）連携プロジェクトの推進
（5）その他連携協力に寄与する事項の推進

本校・本園の校舎・園舎は、子ども達が最近感じることの少なくなった木
の温もりを常に感じられるよう良質の『紀州材』を多く使用しています。
その『紀州材』を広く発信し需要拡大に寄与したということで、紀州材

ベストユーザ賞を和歌山県知事からいただきました。
これを励みに、いつまでも木の温もりが感じられるように校舎・園舎を大

切に使用していきたいと思います。

学校法人近畿大学と株式会社紀陽銀
行による「連携協力に関する協定書」の
締結について

近畿大学附属小学校・幼稚園が紀州材
ベストユーザー賞を受賞しました。

平成23年8月26日（金）14：00～14：30
紀陽銀行本店（和歌山市本町一丁目35番地）
近畿大学　学長　畑 博行
紀陽銀行　頭取　片山 博臣
協定の調印及び共同会見

日　時：
場　所：
出席者：

内　容：

近大ニュース

1413

p13-14.indd   13-14p13-14.indd   13-14 2011/11/24   11:34:122011/11/24   11:34:12



　横浜国際プールで開かれた、競泳の「日本学生選
手権」で入江選手は、200m背泳ぎで、1分55秒11
で優勝、100ｍでも53秒59で優勝。4年連続で、
100ｍと200ｍとの2冠を達成しました。

4年連続の2冠達成!!
【日本学生選手権】

　中国で開かれた、学生スポーツの総合国際大会
「第26回ユニバーシアード夏季大会」に出場した入
江選手は、競泳男子200m背泳ぎは、1分56秒01で
優勝、50ｍでも25秒11で優勝。
　19日に行われた男子400ｍメドレーリレーには、
第1泳者として出場して100ｍのタイムは53秒56で
1位で折り返し、チームも3分35秒02で優勝。見事
3種目で金メダルを獲得しました。

　2月16日から21日まで、バンコクのTHE SPORTS AUTHORITY OF THAILAND 
ARCHERY FIELDで行われた2011年アジアグランプリ・バンコク大会に出場した近畿
大学体育会洋弓部は、前山明日香選手、松永安紗子選手ら女子団体の優勝をはじめ
以下の通り優秀な成績をおさめました。

　6月5日から12日までトルコアンタルヤで行われた、2011年ワールドカップ トルコ・アンタ
ルヤ大会に近畿大学体育会洋弓部から出場した選手は、男子団体で銀メダルに輝く
など、素晴らしい成績をおさめました。 

3種目で金メダル獲得
【ユニバーシアード】

【2011年アジアグランプリ・バンコク大会】
前山選手、松永選手ら女子団体チームが優勝

７年ぶりの団体優勝

男子、団体組み手で優勝
　11月21日に日本武道館で行なわれた第54回全日本大学
空手道選手権大会に出場した近畿大学体育会空手道部は、
男子が団体組み手で優勝、女子は団体組み手でベスト8に
入りました。 

【第54回全日本大学空手道選手権大会】
4×100mリレー優勝　
　7月15日から17日までの間、岐阜県の岐阜メモリアルセン
ター長良川競技場で行われた西日本インカレに出場した近畿
大学体育会陸上競技部は、4×100mリレーで優勝するなど
素晴らしい結果を残しました。

　猛暑の中、十分に気をつけていたものの、体調を崩す選手
がでたため、ベストのリレーメンバーが組めないなか、ケガで治
療中だった門脇選手の復帰もあり、4×100mリレーでは、念願
の初優勝を果たすことができました。
　この快挙には、リレーメンバーはもちろんのこと部員一同たい
へん喜び、秋に行われる日本インカレに向かって大きな一歩を
踏み出した思いがあります。
　個人では、福田選手が体調を崩しながらも、200mで向かい
風の中、21秒66を出し4位に入賞したこと、400ｍハードルで
加藤選手が日本インカレ参加標準記録まで0.01秒に迫るなど
今後の活躍が期待されるものでした。 

【西日本インカレ】

　11月７日に東京・両国国技館で開催された、第８８回全国学
生相撲選手権大会に出場した近畿大学体育会相撲部は、
決勝戦で日本大学を破り、７年ぶり8回目の優勝を果たし
ました。
　本学相撲部はその粘り強い相撲で、１戦1戦勝利を重ねる
ごとに成長し、決勝の日本大学戦では粘り強さと思い切りの
よい相撲で圧倒。3勝2敗で最後の大将戦を待たないまま
優勝を決めました。 

【第８８回全国学生相撲選手権大会】

女子シングルス藤井選手が初優勝
 10月22日から10月24日まで、なみはやドームで行われた、
第77回全日本大学総合選手権大会に近畿大学体育会卓
球部から出場した藤井優子選手（短・2年）が、女子シングルス
で自身初となる優勝、男子シングルスに出場した濱川明史
選手（経営・3年）は、2年連続となるベスト4入りを果たし3位に
輝きました。 

【第77回全日本大学総合選手権大会】

【2011年ワールドカップ トルコ・アンタルヤ大会】

男子団体銀メダル

archery

洋弓部

track and field

陸上競技部
karate

空手道部
swimming

水泳部

sumo wrestling

相撲部

table tennis

卓球部

団体1位
前山 明日香 選手（法・4年）　松永 安紗子 選手（経営・2年）

個人7位
菊地 栄樹 選手（近畿大卒）

団体3位
菊地 栄樹 選手（近畿大卒）女子 男子
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キャリアセンターからのお知らせ

きめ細やかなプログラムで、
社会で活躍できる人材を！

公務員合格者 248名

理系学部 91.0％

文系学部 84.7％

教員合格者
公立学校教員試験

（既卒者含む） 261名

キャリアセンターでは就職だけの相談ではなく、低学年からキャリアに関するサポートができる
ような総合的な施設として、充実したプログラムを用意しております。とりわけ、企業における働く
現場を体験するインターンシッププログラムでは、毎年多くの学生が就業体験を実施しています。
個々人の可能性を引き出し、社会で求められる人材の輩出を目指しています。

キャリアセンター長・文芸学部教授

北爪 佐知子

87.9％近畿大学
ALL

キャリアガイダンス
1・2年生から将来の進路を見据え、自己の能力の認識や目標設定を行います。一人ひとりが将来の目標設定

を行い、着実に成長できるようにキャリア形成のサポートを行っていきます。

求人票の確保
年5回、企業に追加求人の確認を行い、タイムリーに採用情報を提供しています。
●平成22年度求人社数／9,719社

就職ガイダンス&
セミナー

実際の就職活動のスケジュールにあわせて、年間で5回のガイダンスを実施しています。また、エアライン、女子
学生、自己分析など少人数でセミナーを開催することで、きめ細やかなサポートを行っています。

インターンシップ

インターンシップを重要なキャリア教育の一環としてとらえ、将来のキャリア、自分の職業について深く考える機
会になると考え、積極的にサポートしています。
●インターンシップ参加者数／870人　全国2位（「大学ランキング2012」朝日新聞出版より）
●インターンシップ実習先／516社・企業・団体　（平成22年度実績）

業界研究会
企業研究会
合同企業セミナー

各業界のリーディングカンパニーの採用担当者や大手企業から地元の企業まで、多数の企業から学内で学生
が直接お話を伺う機会を作っています。
学生にとって職業選択をイメージだけでとらえず、仕事の内容に対する理解を深める絶好のチャンスを提供して

います。
●平成２２年度実績／参加企業数　延べ１,５３０社　参加学生数　延べ２５,０７８人

就職支援サークル『ASK』（就職活動を終えた4年生で結成）が中心となって3年生を支援
イベント実績／パネルディスカッション・相談会＆質問会・模擬面接・履歴書添削など

平成22年度民間企業内定率

キャリアセンターのサポートプログラム

近大生による近大生のための就職支援

平成22年度就職実績データ

内定者100人による就職相談会
約100人の内定者が各ブースに分かれ、自分自
身の生きた経験をもとに、就職活動中の後輩へ
のアドバイスや相談に応じる貴重な機会を学生
が主体となって創っています。
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各種案内

最先端の画像診断装置を駆使し、がんや最先端の画像診断装置を駆使し、がんや
認知症の早期発見認知症の早期発見・早期治療に貢献早期治療に貢献

「PET」で早期発見！がん検査・診断に威力を発揮
高度先端総合医療センター  PET分子イメージング部

医学附属病院高度先端医療センターPET診断部門に、

PET（陽電子断層撮影）装置が2005年10月に大阪南部とし

ては初めて導入されて、がんの早期発見を目指した検診やが

んの進行度診断などの診療に活躍してきました（図1）。昨年

の10月に、従来のPET診断部門が高度先端総合医療セン

ターPET分子イメージング部として組織変更されました。PET

分子イメージング部は、内容としては、従来よりのPET画像診

療を行う検査部として変わりはありませんが、新しい部長に医

学部附属病院の放射線診断科長・中央放射線部長の村上

卓道主任教授が就任しました。従来のPET分子イメージング

部のスタッフに、医学部附属病院放射線診断科に所属する

多くの放射線診断専門医・核医学専門医・診療放射線技師・

看護師などの優秀なマンパワーや、中央放射線部の世界最

高レベルのCT、MRI、血管造影装置などのハードパワーが

連携し、PET診療の更なるレベル向上が図られました。

癌診療におけるPET検査としては、医学部附属病院のみ

ならず、近隣の病院、診療所からの病々連携、病診連携を更

に充実させ、地域の基幹病院としてのがん診断の役割を

担っています。

PETによる癌検診に関しては、受診者の方々により利用し

て頂きやすいように

検診のコースをニー

ズに合わせて整理

しました。また、検診

時に異常などが疑

われた場合は、医学

部附属病院の各専

門診療科の専門医

にスムーズに精査・

加療を受けていた

だけるように紹介体

制を整えています。

（図2）

またPET分子イメージング部では近年、高齢化社会の進

む日本で問題となっています認知症の早期診断の為の脳

PET診療も始めました。認知症は早期に発見して治療を行

えば、進行速度を遅くできるとの報告があり、癌と同じく早期発

見・早期治療が重要とされています。従来の脳FDG-PET画

像による認知症の早期診断能力の高さは従来より報告され

ていますが、PET分子イメージング部では、アルツハイマー型

認知症で脳に特異的にたまると言われているアミロイド異常

たんぱくをPETで描出する研究も始めています（図3）。この検

査法は、今迄の検査法よりもより早期にアルツハイマー型認知

症を診断できるとされており、脳FDG-PET検査を受けられた

方に研究参加を募って、希望者には無料で検査を施行して

います。

癌や認知症など、PET検査が診断に有効な疾患を早期

発見し、早期治療に結び付けるべく、PET分子イメージング

部は、大学医学部附属病院の高度先端医療施設として最

高の医療を提供できるように頑張っています。

"医学部附属病院高度先端総合医療センターPET　分子イメージング部""医学部附属病院高度先端総合医療センターPET　分子イメージング部"

平成17年10月に医学部附属病院に併設された平成17年10月に医学部附属病院に併設された
PET診断（PET診断（検診は検診は自由診療、一部のがんには保険適用可）専門の医療施設です。自由診療、一部のがんには保険適用可）専門の医療施設です。

がんはがんは、早期発見・早期治療ができれば治る可能性の高い病気で早期発見・早期治療ができれば治る可能性の高い病気です。
　がんは、その進行程度のどの段階で発見・治療するかで

その後の生存率が大きく違ってきます。

　従来の人間ドッグ等では「がん成長プロセス」の増殖期に

入ったがんを見つけることが多く、場合によっては転移等が

進んでいることもありました。

　PET検査はこれに比べおおよそ1cm前後（一般的には

数cmを超えると治療が難しくなるといわれています）のがんを

発見することができるため、早期治療を行うことができます。

　早期発見とされる「がん」は、大きさにして約1cm以下といわ

れています。

　がん、脳・心臓の病気などの早期発見・早期治療に有効で発見精度

が高く、21世紀における最先端医療の画像診断方法として注目され

ています。特に、がんの早期診断には広く利用されつつあり、適切な

治療方針を立てることが可能で、治療する確率が非常に高くなります。

（Positron Emission Tomography ： 陽電子断層撮影）

　がん細胞が正常細胞と比較して、多くのブドウ糖を細胞内に取り

込む性質があることに着目し、ブドウ糖がより多く集まるところが全身の

どこにあるかをPETカメラで撮影・画像化することにより、がんを発見

する検査です。ブドウ糖に放射性同位元素を結合させた薬剤（FDG）

を静脈注射し、薬剤が全身に代謝される間、約60分間安静にしてい

ただきます。

　その後、PETカメラの検査台で横になり撮影が開始されます。撮影

開始から約20分～30分で検査が終了し、薬剤の分布からがんの

位置や大きさ、進行具合等がわかります。

1.小さながんを発見できます。
　数ミリ単位の微小ながんを早期の段階で発見でき、早期からの

治療が可能です。

2.腫瘍の良性・悪性の鑑別が可能です。
　従来の検査方法では難しかった、腫瘍の良性・悪性の判別や、リン

パ節に転移したがんの確認などができ、適切な治療法を選択する

ことができます。

3.一度にほぼ全身のがんを検査できます。
　予想外の部位への転移や再発の有無、がんの拡がり具合を一度

の撮影で確認できます。

　（注）がんの種類によっては、見つかりにくいものもあります。

4.痛みや不快感が少ない。
　薬剤を注射し、検査台で横になって撮影するだけですので、誰でも

無理なく検査できます。

　また、検査衣のままで検査できるため、検査に伴う苦痛や不快感、

精神的負担も少ない方法です。

5.短時間で検査できます。
　PET検査及びPET／CT検査では、準備から検査終了まで2時間

半程度、その内撮影時間は30分程度で終わります。

biograph LSO

▲正常細胞 ▲がん細胞

＝18FDG（ブドウ糖）

PET（ペット）とは
PETとは細胞の活動から、
がんを見つけ出す新しい検査法です。

PET検査のしくみ
がん細胞に目印をつけ、全身からがん細胞を探しだします。

PET検査の特徴
短時間で、痛みや心身の負担も少ない検査方法です。

図2：食道がんPET－CT画像
左：MIP像、右：CTとPETの融合像
中部食道のがんにFDGの集積が見られ、高濃度に描出されている（矢印）。
CT画像と融合することで解剖学的位置情報がよくわかる。
医学部付属病院　上部消化管外科（塩崎医学部長）に紹介された。

図3：脳アミロイドPET画像

左：正常、右：アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症で脳に沈着したアミロイ
ド異常淡白が、PETで描出されている。

近畿大学医学部
http://www.med.kindai.ac.jp/
近畿大学医学部附属病院 高度先端総合医療センター
http://www.med.kindai.ac.jp/huzoku/pet/

図1：PET診療棟の外観
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biograph LSO

▲正常細胞 ▲がん細胞

＝18FDG（ブドウ糖）

PET（ペット）とは
PETとは細胞の活動から、
がんを見つけ出す新しい検査法です。

PET検査のしくみ
がん細胞に目印をつけ、全身からがん細胞を探しだします。

PET検査の特徴
短時間で、痛みや心身の負担も少ない検査方法です。

図2：食道がんPET－CT画像
左：MIP像、右：CTとPETの融合像
中部食道のがんにFDGの集積が見られ、高濃度に描出されている（矢印）。
CT画像と融合することで解剖学的位置情報がよくわかる。
医学部付属病院　上部消化管外科（塩崎医学部長）に紹介された。

図3：脳アミロイドPET画像

左：正常、右：アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症で脳に沈着したアミロイ
ド異常淡白が、PETで描出されている。

近畿大学医学部
http://www.med.kindai.ac.jp/
近畿大学医学部附属病院 高度先端総合医療センター
http://www.med.kindai.ac.jp/huzoku/pet/

図1：PET診療棟の外観
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各種案内

● 検査の４時間前から食事は絶食となります。
　 糖分の入っていないお茶や水は飲んでいただけます。

● 前日・当日は次のことにご注意ください。
　 （激しい運動、歯の治療、予防接種、マッサージや針治療等、皮膚や
筋肉を刺激する行為）

検査前のご注意注 検査についてのご注意注

問　診2
問診票をもとに医師が検査指示を出します。
※血糖値が高い方は、検査が行えない場合があります。

更衣室3
更衣室にて検査衣に着替えていただきます。
貴重品ロッカーは受付横にございます。

投与室4
投与室で薬剤（FDG）を注射します。

検査結果報告書
　検診の検査結果報告書のデータ処理には約2週間程度かかりま

す。検査結果報告書はPET分子イメージング部より受診者のかた

へ郵送させていただきます。
※郵送先は、検査申込時の住所・宛先とさせていただきます。郵送先の変更等をご希
　望される場合は、検査当日PET分子イメージング部2階受付にお申し出ください。

アフターフォロー
　検査結果について医師面談をご希望される場合は、お電話でご

遠慮なくご相談ください。

　検査後に精密検査が必要な場合は、附属病院・堺病院・奈良病

院の各診療科や、地域の医療機関への紹介を行っております。

●PET検査は、すべてのがんの検出に完璧ではありません。CTやMRI 検
査、他の検査と組み合わせることでPET検査の苦手な部分をカバーし、
高い検査精度が得られます。

●腎臓や膀胱は、健康な状態でも薬剤が尿に排泄されるため、膀胱がん、
前立腺がんなどの尿路系のがんは、検出が難しいとされています。また、

肝臓も生理的に薬剤が集まるため原発性肝がんも検出が難しいとされ
ています。
●脳に薬剤が集積しやすく脳腫瘍の検出は難しいので、MRIやMRA検
査が有効な場合があります。
●胃などの常に動いている臓器は、検出が難しいとされています。

受　付1

予約票に記載された時間に
お越しください。
施設利用方法や検査スケ
ジュール等を説明します。

PET分子イメージング部 2階受付へお越しください

更衣室9
検査終了後は更衣室で着替えてください。検査衣は、
更衣室内のランドリーボックスにご返却ください。

検査終了11
検査終了後、専門医が読影し、診断します。

回復室  〔約 30 分〕8
体内に残った FDGを減衰させる
ため、約３０分程お休みになって
いただきます。

受付・お支払い10

２階受付前の自動支払機で
検査料金をご精算ください。
受付カウンターの回収箱に
受診ファイル、ロッカーキー
をご返却ください。

検査料金のご精算

PET 室  〔約 30 分〕7

PETまたはPET／CTで撮影を致します。
検査中に困ったことがありましたら声をお掛けください。

PETカメラで約 30分撮影

トイレ6
撮影前に排尿していただきます。

安静室  〔約 60 分〕5

体内の余分な薬剤の排出を
促すために、十分に水分を
摂取していただき、トイレで
排尿してください。

体内の薬剤が取り込まれるまで、約 60分程度安静

※飲料水・タオルケットを
　用意しております。

近畿大学校友会会員ご本人様に限り、ＰＥＴ検診を会員価格で受診していただけます。
※校友会事務局を通じて、申し込みいただいた場合のみ、会員価格となります。

会員価格

77,700円

100,800円

コース名

契約検診コースⅠ

契約検診コースⅡ

機　種

PET

PET／CT

一般価格

87,150円

126,000円

問い合わせ・申し込み

PET検査終了後のご案内

PET／CT検診の申し込みについて

PET検査の手順〔 検査当日の流れ 〕 PET検査の注意点
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去る6月24日（金）に第18回支部総会を開
催しました。総会、そしてその後の懇親会に
は多数の幹事、会員に出席して頂きました。
東日本大震災の想像を絶する被害に配慮し
て、来賓には校友会関係者と台湾人在学生の
みをご招待しました。懇親会への出席者は約
40名になりました。
今年の懇親会には10名の台湾人在学生が

参加し、2人、3人ずつと分れて着席し、来賓、
幹事、会員と交流の時間を持ちました。在学
生は貴重な社会経験を積むことができたと感
じています。最後は堺支部長西野勝弘様の舞
いと共に近大節を斉唱し、懇親会は盛大の内
に終了することができました。
（写真は懇親会後の団体記念写真）

「支部だより‼」
㈠　「靜寂」平成23年7月16日（土）

夏の早朝、午前5時10分夜明け前、
西南西、二上山雌岳の山の端に入って
ゆく「満月」、鮮やかな「マン丸」が二
上の村に靜けさ‼。そして、約20分後、
東の空、「三輪さん」の山稜線から「朝
日」が昇ってくる。次第に陽光明るく、
二上は靜かに靜かに、夜明けを迎える。
奈良県香芝市は金剛、葛城、二上の
山に恵まれた靜かな靜かな町です。
日々人数の増加する「校友」が此の町
にも多く在住しています。
そして、支部会で度々会合し、常に
「母校・近畿大学」の発展を祈りなが
ら頑張っています。

中華民国在日支部
支部長　卜 永和

香芝支部
支部長　西川　泰弘

㈡　平成23年度
近畿大学校友会香芝支部

近況報告
イ　平成23年4月24日（日）

支部総会　午前の部
本年は「パークゴルフ大会」
公園風の家族ゴルフ場で、小型芝

生広場ですがルールは全く、正式ゴ
ルフに従って4人・9ホール・往（百済
路）復（広瀨路）計18ホール、パー33・
という規模です。男女家族向き絶好
のレクリエィションコースです。
午前9時、始球打始めは「西川支部長」
という指名を受け、でも、西川の打球は、
結構「マッ直ぐ」に行ったようでした。
校友チームは4人づ 、ゝ5組が次 と々ス
タートをして、午前中気分良く軽い汗
を流しました。共に、技術・年令・等を
問わずに軽く汗を流した気分上々の
半日でした。

ロ　例年通り午後は定例の
「近畿大学校友会香芝支部」
支部総会
香芝市広陵町パーク内
グリーンパレスにて
本部来賓
和田泰寛先生挨拶
吉川正規先生の挨拶と紹介を戴く

総会議事
一、平成22年度事業報告

会計決算報告
会計監査報告

平成23年度事業計画
予算案

何れも「原案通り可決」
二、懇親会

皆々午前中の軽いスポーツを終え、
程良い春日和に恵まれて挨拶かわり
の各自、自己紹介も元気に、本来の親
睦を深めることに大喜びでした。
末筆乍
本部ご来賓のご好志に
厚く御礼申し上げます

平成23年7月吉日　記
文責　西川（近30一機）

校友会の皆様には、益々ご活躍のことと
お喜び申し上げます。平素は山武支部の運

山武支部
支部長　　橋本　一郎
（昭和50年理工・電気卒）

営に多大なるご支援を賜り厚くお礼申し上
げます。
山武支部は、平成19年に設立され早いもの
で4年が経過しましたが、会員数は設立当初
から2名の新卒者の加入があり30名で活動
いたしております。
近年企業を取り巻く環境は非常に厳しい
状況にあり、弊社においても平成20年から母
校からの新卒者採用が途絶えている状況で
ございます。ただ、来年は若干の採用が見込
めそうな状況にあるようです。
さて、平成22年度、23年度の活動といたし
ましては年1回の定期総会、約3ヶ月毎の月例
会を開催し会員相互の親睦を図ると共に、ビ
ジネスのスキルアップの場としても活用し、
母校の発展の一端を担って活動いたしてお
ります。また、校友会の支援団体『全国経済
産業リーダーズクラブ』にも参画し「産・官・
学」連携事業にも寄与いたしております。
この一環といたしまして、農学部動物実験棟
（Ｈ23／3竣工）薬学部新校舎（Ｈ23／9竣
工）の空調における自動制御機器を設計段階
から参画し、省エネ、快適環境、利便性を実現
し、㈱朝日工業社様（校友会職域支部）のも
と納入させていただき母校の発展に寄与さ
せていただいております。
今後とも、母校の発展に寄与できるように頑

張ってまいりますので、ご指導ご 撻の程、宜
しくお願い申し上げます。
『平成22年度活動報告』
・ 平成22年度支部総会
（平成22年4月10、11日）
参加者5名（支部長、副支部長他）
湯原国際観光ホテル菊の湯
（岡山県真庭市）
・ 全国経済産業リーダーズクラブ関西地区
新卒業生歓迎会（平成22年11月13日）
参加者3名（支部長、副支部長他）
シェラトン都ホテル大阪

・ 全国経済産業リーダーズクラブ総会
（平成23年2月26日）
参加者2名（支部長他）
シェラトン都ホテル大阪
『平成23年度活動報告』
・ 平成23年度支部総会
（平成23年4月14日）
参加者5名（支部長、副支部長他）

・ 全国経済産業リーダーズクラブ関西地区
新卒業生歓迎会（平成23年7月3日）
参加者1名（副支部長）
シェラトン都ホテル大阪

支部総会を終えて
5月5日（祝）医学部において、平成23年度

支部総会を実施、古川照人幹事長（平成8年
商卒）の司会により「校歌および応援歌」を斉
唱、支部長が挨拶に立ち、校友会本部から来
賓として参加いただいた役員の方々に謝意を
述べ、4月の府会議員選挙において、古川幹
事長の再選が叶ったこと、また医学部を擁す
る地元支部として、校友事業に挙って参加し
引続いて母校の発展に寄与していく心構え
を述べる。次に来賓を代表して中島茂副幹事
長（昭和44年商卒）は、学部の規模と生徒数
では他校に先んじ、年々、発展する母校を支
援して欲しい等の祝辞を述べられた。そのあ
と自己紹介に移り、それぞれが在学時代の思
い出や現在の近況を述べる。来賓の尾林美智
代さんは、近畿大学職員として、本年4月に総
務部校友課へ異動になり、挨拶をされた。
議事に入り、小谷嘉博副支部長（昭和51年

法卒）が平成22年度事業報告を説明する。
承認を求める件では支部長が、東日本大震

災により被災された校友および在校生への
救援募金について、支部として協力したい旨
諮り賛同を得る。
最後に小谷副支部長が平成23年度事業

計画を読みあげ、承認を得る。
本日の議事はすべて終了し、来年和歌山県

田辺市での支部総会の開催を確認し、記念
撮影ののち散会する。

「2010年研修旅行の
思い出」
昨年の11月13日（土）～14日（日）にかけて、総

大阪狭山支部
支部長　中田　全

ぜん

亮
りょう

（昭和37年法学部卒）

神戸支部
常任顧問　春本　佳和
（商S44卒）

勢16名で新大阪よりバスにて出発、一路目的地
の石川県小松市・あわず温泉へと向かいまし
た。途中、琵琶湖や近江富士の素晴らしい景観
を見ながら約3時間ほどでホテルに到着しまし
た。例年の如く温泉入浴組とカラオケ組に分か
れ日ごろの疲れをリフレッシュ。その後カラオケ
組に合流し、たっぷり歌い終えるとすぐに貸しき
りの宴会コースの部屋にて夕食・懇親会に入
り、最高顧問の柊徹先輩による乾杯のご発声の
あと美味しいお料理とお酒を頂き、あっという間
の2時間でした。続いて二次会はホテル内の部
屋に戻り、楽しい語らいや記念写真やらで夜更
けまで大いに盛り上がりました。
翌日は、タクシーに分乗して那谷寺（なたで

ら）へと向かい、とても広い境内を約1時間に亘
り散策し美しい紅葉を楽しみました。
16名とも無事に新大阪へ戻ることができ、
素晴らしい研修旅行となりました。来年の研修
旅行にも元気に結集しようと誓いあい新大阪に
て自由解散と致しました。

土地家屋調査士支部
を設立いたしました
平成23年6月25日（土）午後1時より、大阪土

地家屋調査士会館において、「近畿大学校友
会土地家屋調査士支部」の設立総会が行わ
れました。
土地家屋調査士とは、不動産の表示に関す

る登記手続きや、筆界特定制度ならびに土地の
境界紛争に係るＡＤＲ（民間紛争解決）手続き
などを代理する国家資格者です。大阪土地家
屋調査士会は、平成19年度より母校近畿大学
の法学部に寄付講座を提供させていただいて
おりました。昨年度より、これが正規授業に格上
げされたこともあり、さらなる両者の発展を模索
していたところ、校友会の職域支部の存在を知
り、賛同者を募った次第です。
設立総会には、ご多用の中、参議院議員・近
畿大学副理事長：世耕弘成様、近畿大学校友
会執行部：本長得平様、近畿大学総務部校友

土地家屋調査士支部
支部長　和田　清人

支部だより 課：山口明子様、近畿大学校友会司法書士支
部：乾義尚様、織田隆行様がおいでくださいま
した。物故者への黙とうのあと、校歌斉唱・支部
設立趣旨の説明・来賓の紹介及び挨拶がなさ
れました。続いて、支部会則・支部役員が承認
可決され、校友会執行部本長様から支部旗を
頂戴して、設立総会は無事に終了しました。そ
の後、懇親会が開催され、アルコールも入った楽
しく有意義な時を過ごし、近大節で締めくくりま
した。
当初は、20名でスタートした土地家屋調査
士支部ですが、8月1日現在、3名が新しく仲間
に加わってくれました。今後は、年に1回（10月
予定）の支部総会＆懇親会を開催し、親睦を深
めていきたいと考えております。
また、「近畿大学校友会土地家屋調査士支
部」というのは非常に長い呼び名であるため、
「近調図」という愛称を付けました。「近」は近
畿大学、「調」は土地家屋調査士、「図」は我々
土地家屋調査士の命である図面を意味します。
なお、この支部は地域の制限を設けておりま
せん。全国の近畿大学卒業生の土地家屋調査
士の皆さん、ぜひ仲間になってください。年に1
回、皆で集まりましょう。
（連絡先： 090-3975-5192

wada@e-souzoku.com　和田清人）
今後とも「近調図」をよろしくお願い致します。

支部活動が柏原市の
公式行事に
7月10日正午から柏原市健康推進財団・

サンヒル柏原で23年度支部総会、懇親会が
開かれました。
式典の挨拶に立った清水由洋柏原支部長

が15周年の勢いに乗じて会員の確保と組織
強化を図ろうと強調、引き続いて来賓の三宅
義雅本部副会長が大学の現状を説明されま
した。
総会には30余人の校友が出席、活動報告で昨

柏原支部
柏原支部幹事長　蓑原　正
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去る6月24日（金）に第18回支部総会を開
催しました。総会、そしてその後の懇親会に
は多数の幹事、会員に出席して頂きました。
東日本大震災の想像を絶する被害に配慮し
て、来賓には校友会関係者と台湾人在学生の
みをご招待しました。懇親会への出席者は約
40名になりました。
今年の懇親会には10名の台湾人在学生が

参加し、2人、3人ずつと分れて着席し、来賓、
幹事、会員と交流の時間を持ちました。在学
生は貴重な社会経験を積むことができたと感
じています。最後は堺支部長西野勝弘様の舞
いと共に近大節を斉唱し、懇親会は盛大の内
に終了することができました。
（写真は懇親会後の団体記念写真）

「支部だより‼」
㈠　「靜寂」平成23年7月16日（土）
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中華民国在日支部
支部長　卜 永和

香芝支部
支部長　西川　泰弘

㈡　平成23年度
近畿大学校友会香芝支部

近況報告
イ　平成23年4月24日（日）
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和田泰寛先生挨拶
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年度は創立15周年とあって、記念事業の講演
会、記念植樹、市民80人が参加した薬草をた
ずねてツアーなど多彩な活動が報告された。
特に「かしわらの山に薬草をたずねて」では96
ページ、オールカラーのテキストが出版され無
償配布されました。テキストを見た柏原市長が
ぜひ市民にも頒布したいと、増刷する画期的な
こととなりました。
今年度で4回を数える薬草ツアーが柏原市

健康ウォーク推進協議会の公式行事に組み入
れられることが承認されました。
懇親会のアトラクションには母校の文化会奇
術部のメンバーたちがカードトリックや鳩が飛び
立つマジックをパフォーマンスし軽妙なトークを
交えて煙にまきおおいに盛りあがりました。

なお、写真の三宅義
雅・尾垣光治共著「かし
わらの山に薬草をたずね
て」は柏原市役所広報課
で頒布しています。定価
300円です。

東日本大震災被災を
乗り越えて
3月11日・14時46分に発生した観測史上

最大のマグニチュード9.0の東日本大震災は
激震と大津波を発生させ東北・関東地方の太
平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。
東京電力福島第一原発においては全電源を
喪失して原子炉の冷却が不能となり大量の放
射性物質の放出を伴う重大な原子力事故に
発展。死者・行方不明者2万人以上、建物被
害24万戸以上、被災者40万人以上と大きな
被害をもたらした。
安否確認の取れた校友の状況は、巨大津波

や激震で家屋流出・全壊が4世帯、半壊・部分
損壊が9世帯、わずかな被災が17世帯でした。 
大震災から5ヶ月経ち東北の夏祭りも元気

を取り戻すべく全てが通常開催となりました。
宮城県支部総会・激励会も仙台七夕で賑わう
8月6日（土）に開催いたしました。本部より亀
岡会長、横山課長のご臨席を賜わり、第一部総
会では議案全てが承認可決なり、第二部激励
会も和やかなうちに閉幕となりました。
（第一部宮城県総会議事）
・第一号議案 平成22年度事業報告
・第二号議案 22年度収支決算報告

宮城県支部
副支部長　吉島　忠臣
（近43一機）

・監査報告
・第三号議案 平成23年度事業計画
・第四号議案 23年度収支予算案
・第五号議案 役員改選
（第二部 激励会次第）
1 開会の辞
2 黙祷
3 近畿大学校歌斉唱
4 支部長挨拶 
5 亀岡会長来賓挨拶
6 支部会員自己紹介
7 乾杯
8 歓談・抽選会
9 近大節斉唱＆中締め
結びにあたり、この度の大震災被災に際し
本部、各支部、経済産業リーダースクラブ、そ
の他関係部署より心温まる大きな義援金を賜
わり誠に有難うございました。本紙面をお借
りいたしまして御礼申し上げます。

第12回　関西六大学札幌
対抗ＯＢゴルフ会の報告
今年も8月8日に関西六大学札幌対抗ＯＢ

ゴルフ会（通称はちはち会）が開催され各校
が熱い熱い夏の戦いを繰り広げました。
神戸大学の幹事で、今年は札幌市清田区に
ある「札幌芙蓉カントリー倶楽部」で真夏日
の予報が出るなか7大学総勢122名が朝7時
30分にスタートして行きました。
天気予報が的中…
関西出身者が多く、暑さ、湿度には慣れてい
るはずなのですが大会始まって以来の途中
棄権者が出てしまいました。
対抗戦の方はというと、やはり数は力か昨

年より3名増の26名で打倒同志社大学に燃
えていた立命館大学の圧勝に終わり、2位は
昨年優勝のこちらも3名増28名で挑んできた
同志社大学でした。
わが校はといいますと…昨年より5名減の12

北海道総支部
役員　川崎　清司
（平成1年卒業）

名参加で誠に不本意ながら最下位に終わり
ました。昨年4位から今年こそは3位以内へ
と校友全員で奮闘したものの…
来年こそは20名以上の参加で3位以内を目
指します。
今年の団体戦の結果です。
優勝 ・・・ 立命館大学（26名参加）
準優勝 ・・ 同志社大学（28名参加）
３位・・・・ 京都大学（14名参加）
４位・・・・ 関西学院大学（14名参加）
５位・・・・ 関西大学（15名参加）
６位・・・・ 神戸大学（13名参加）
７位・・・・ 近畿大学（12名参加）
21日の日曜日には恵庭のセミナーハウスで田
中先生を囲んでのバーベキュー大会も予定し
ております。今のところ校友会、梅友会の家
族連れの方々あわせて３０名以上の参加予
定があります。
見野支部長の声かけで昨年から始まったバー
ベキュー大会ですが生のトウキビをほおばっ
て「あま～い」と子どもたちも大喜びです。

近畿大学校友会会員の皆様におかれまし
ては、ますますご健勝にてご活躍のことと、お
慶び申し上げます。
また、平素より、当八尾支部の活動にご理解

とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
私ども八尾支部は、昭和44年に発足以来、
会員相互の親睦を図り、母校発展に寄与する
ことを目的に、総会や役員会の開催をはじめと
した校友会活動を展開し、早いもので42年が
経過いたしました。これもひとえに、大学をご卒
業されました多くの校友、大学ならびに校友会
本部の皆様方の温かいご支援とご協力の賜物
と、深く感謝を申し上げる次第であります。
さて、平成23年10月14日（金）、「平成23年
度　近大校友会八尾支部総会」を開催予定
でございます。ご参会の皆様が、日頃あまり会う
ことができない校友たちと、世代や学部を超え
て交流と親睦を深められる素晴らしい機会と
なるよう、努めてまいりたいと考えております。
今後とも、故・山脇悦司初代支部長の御遺

志を引き継ぎ、母校並びに校友会の発展に、よ
り一層努めてまいる所存でございますので、校
友会皆様のご支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
結びに、皆様方のますますのご健勝・ご多
幸を祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

八尾支部
支部長　田中　誠太

近況報告及び支部活動
7月31日（日）、平成22年度の愛媛県東予支

部総会を開催し、正式に校友会の愛媛県支
部が東予支部（今治市）、中予支部（松山市）、
南予支部（宇和島市）（※（　）内は事務局所
在地）の3支部となりました。
支部活動としては、2ヶ月に1度、定例会を
行い、校友間の親睦を図っております。また今
後も、校友の情報交換等を図り、前向きな校
友会支部活動を行っていきたいと考えており
ます。
支部長・幹事長・事務局長は、本学の支部

長会議・常任幹事会議・幹事会議・定期総会
には、毎年出席しております。
尚、私共の地元・愛媛県今治地区では、毎年
11月3日に大学校友会親善ソフトボール大会
（2011年大会が第44回）が開催されており、16
大学の校友会が集まり、各大学校友会の交流
を図っております。我、近畿大学校友会も、6年
程前から参加し、頑張っております。
※参加大学校友会
近畿大・関西大・関西学院大・同志社大・
立命館大・京都産業大・松山大・立教大・
中央大・早稲田大・法政大・専修大・明治
大・日本大・慶應義塾大・国士舘大
以上活動状況です。よろしくお願い致します。

「特定郵便局近畿支部」
の近況等について
近畿大学校友会の諸先輩のみなさま方に

は、益々ご壮健にてご活躍のこと、お慶び申
し上げます。
平素は、私ども「特定郵便局近畿支部」に
対しまして、何かとご理解とご協力を賜りま
して、厚くお礼申し上げます。
さて、この度の校友会報（第47号）の発刊
に際しまして、本校・本部のご厚情により、深
く感謝申し上げます。
ところで、私どもの「特定郵便局近畿支
部」は、他の支部活動と同じく、支部総会を始
め、必要に応じて役員会等、それなりの行事
を執り行っていますが、何と言っても、やはり
その前提は、校友会会則の目的である「会員

愛媛県東予支部
支部長　村上　浩二

特定郵便局近畿支部
支部長　近藤　守

相互の親睦を図り、母校の発展に寄与する」
ことを本題として、本校の卒業生であること
を誇りに思い、支部活動の発展のために鋭意
取り組んでいる次第であります。
そこで、私どもの「特定郵便局近畿支部」

の歴史的経緯について、少し触れておきたい
と思いますが、現下の本部顧問でご活躍の梶
田忠博先輩には当支部の創設に多大なるご
尽力を賜りましたことにより、当支部の維持
発展が今日に至っているところです。
また、辻岡彦一先輩を始めとして安光敬八
郎先輩・山中崇先輩・小谷二三夫先輩等々の
熱意ある思いを語らずして、当支部を触れた
ことにならないと思い、常に支部のことを考
慮しつつ、今日に至っているところです。
ところで、当支部の今後の活動としては、
当面の最大の諸問題である、この3月11日に
発生した東日本大震災は、正に未曾有の大
被害に見舞われたことに、被災された、我が
近畿大学校友会の諸先輩を始めとし、多くの
国民の方々に対しまして、衷心より哀悼の意
を表します。
つきましては、この歴史的な被災に見舞わ

れた事により、当支部の総会開催につきまし
ては、本年度に限り、当分の間、延期と判断
致しました。
ただ、此の事は、信頼の敬にある数支部の
長との断腸の思いで決した事を補足いたし
ておきます。
よって、当支部総会の早期開催を前提に、
当「近畿大学校友会近畿支部」の維持発展の
ため、支部長の意をもって、今後とも鋭意努
力いたします。
追伸
今後は、「近畿大学校友会特定郵便局近

畿支部」として限定をしないで、従来の「近
畿大学校友会近畿郵政局支部」また「近畿大
学校友会大阪貯金局支部」等々の、郵政事業
に携わった方、また携わっている方のすべて
の職域支部として、これを尊重し、将来は仮
称「郵政近畿支部」として歓迎いたし、より一
層の支部活動を図っていきたいと思っていま
すので、本誌をご覧頂いた方は、是非ご遠慮
なく、ご一報いただきますれば幸いです。
どうですか、近畿大学の卒業生として、あ
る時には共に校歌を歌い、また近大節・応援
歌を熱唱し、往時を偲びながら若返ろうでは
ありませんか。
連絡先　電話　0745（76）1155　近藤まで

2011年4月2日近畿大
学校友会執行部会で
承認される
燃えたぎる愛校心　校友会名誉会長
近畿大学理事長　世耕 弘昭
私は胸にたぎっている愛校心を燃え上が

らせることができるのは、近畿大学のより一
層の発展であると信じている。校友会こそ近
畿大学のバロメーターである。

校友会長　亀岡 弘
「品位を高め責任ある行動を」
私たち母校は日進月歩素晴らしい発展を遂

げていますがそれだけでは大学の善し悪し、
つまり大学の社会的評価は定まりません。
私たち校友がいかに自分の職業ならびに地
域社会を通じて貢献しているかによって大学
の評価は決まるといっても過言ではありませ
ん。そのためには校友一人ひとりが品位を高め
責任ある行動が問われています。
品位とは気品や品格、人品などともいい、個
人や特定の団体が礼儀や節度や人徳、気高さ
に富むありさまであります。
時代にマッチした校友会を構築していくに

は『品位を保持し、人 か々ら尊敬され、信用さ
れなければ、校友会の発展もなければ、母校
の寄与もできません』校友としての品位を高め
近畿大学校友会への帰属意識ならびに、近畿
大学卒業生としての誇りをもちましょう。

大阪梅北中央支部承認までの経過
大阪市北区表玄関に支部がなく、昨年7月

16日近畿大学へ田中総務部長、横山校友課長
を尋ねる（昭和36年卒 若林、昭和63年卒 太
田）面談内容『地域支部100名必要、中央支部
現在休暇中、高令の支部長学校より校友課長
に見直しするよう云われている、北区と合併し
て執行部で提案してもらう方法が一番ベター
と言われたが、北区で会員を増やすよう努力を
する事に』（設立資料いただく）昭和36年
卒 若林、昭和63年卒 太田が設立に向けて

大阪梅北中央支部
幹事長　太田　幸治
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年度は創立15周年とあって、記念事業の講演
会、記念植樹、市民80人が参加した薬草をた
ずねてツアーなど多彩な活動が報告された。
特に「かしわらの山に薬草をたずねて」では96
ページ、オールカラーのテキストが出版され無
償配布されました。テキストを見た柏原市長が
ぜひ市民にも頒布したいと、増刷する画期的な
こととなりました。
今年度で4回を数える薬草ツアーが柏原市

健康ウォーク推進協議会の公式行事に組み入
れられることが承認されました。
懇親会のアトラクションには母校の文化会奇
術部のメンバーたちがカードトリックや鳩が飛び
立つマジックをパフォーマンスし軽妙なトークを
交えて煙にまきおおいに盛りあがりました。

なお、写真の三宅義
雅・尾垣光治共著「かし
わらの山に薬草をたずね
て」は柏原市役所広報課
で頒布しています。定価
300円です。

東日本大震災被災を
乗り越えて
3月11日・14時46分に発生した観測史上

最大のマグニチュード9.0の東日本大震災は
激震と大津波を発生させ東北・関東地方の太
平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。
東京電力福島第一原発においては全電源を
喪失して原子炉の冷却が不能となり大量の放
射性物質の放出を伴う重大な原子力事故に
発展。死者・行方不明者2万人以上、建物被
害24万戸以上、被災者40万人以上と大きな
被害をもたらした。
安否確認の取れた校友の状況は、巨大津波

や激震で家屋流出・全壊が4世帯、半壊・部分
損壊が9世帯、わずかな被災が17世帯でした。 
大震災から5ヶ月経ち東北の夏祭りも元気

を取り戻すべく全てが通常開催となりました。
宮城県支部総会・激励会も仙台七夕で賑わう
8月6日（土）に開催いたしました。本部より亀
岡会長、横山課長のご臨席を賜わり、第一部総
会では議案全てが承認可決なり、第二部激励
会も和やかなうちに閉幕となりました。
（第一部宮城県総会議事）
・第一号議案 平成22年度事業報告
・第二号議案 22年度収支決算報告

宮城県支部
副支部長　吉島　忠臣
（近43一機）

・監査報告
・第三号議案 平成23年度事業計画
・第四号議案 23年度収支予算案
・第五号議案 役員改選
（第二部 激励会次第）
1 開会の辞
2 黙祷
3 近畿大学校歌斉唱
4 支部長挨拶 
5 亀岡会長来賓挨拶
6 支部会員自己紹介
7 乾杯
8 歓談・抽選会
9 近大節斉唱＆中締め
結びにあたり、この度の大震災被災に際し
本部、各支部、経済産業リーダースクラブ、そ
の他関係部署より心温まる大きな義援金を賜
わり誠に有難うございました。本紙面をお借
りいたしまして御礼申し上げます。

第12回　関西六大学札幌
対抗ＯＢゴルフ会の報告
今年も8月8日に関西六大学札幌対抗ＯＢ

ゴルフ会（通称はちはち会）が開催され各校
が熱い熱い夏の戦いを繰り広げました。
神戸大学の幹事で、今年は札幌市清田区に
ある「札幌芙蓉カントリー倶楽部」で真夏日
の予報が出るなか7大学総勢122名が朝7時
30分にスタートして行きました。
天気予報が的中…
関西出身者が多く、暑さ、湿度には慣れてい
るはずなのですが大会始まって以来の途中
棄権者が出てしまいました。
対抗戦の方はというと、やはり数は力か昨

年より3名増の26名で打倒同志社大学に燃
えていた立命館大学の圧勝に終わり、2位は
昨年優勝のこちらも3名増28名で挑んできた
同志社大学でした。
わが校はといいますと…昨年より5名減の12

北海道総支部
役員　川崎　清司
（平成1年卒業）

名参加で誠に不本意ながら最下位に終わり
ました。昨年4位から今年こそは3位以内へ
と校友全員で奮闘したものの…
来年こそは20名以上の参加で3位以内を目
指します。
今年の団体戦の結果です。
優勝 ・・・ 立命館大学（26名参加）
準優勝 ・・ 同志社大学（28名参加）
３位・・・・ 京都大学（14名参加）
４位・・・・ 関西学院大学（14名参加）
５位・・・・ 関西大学（15名参加）
６位・・・・ 神戸大学（13名参加）
７位・・・・ 近畿大学（12名参加）
21日の日曜日には恵庭のセミナーハウスで田
中先生を囲んでのバーベキュー大会も予定し
ております。今のところ校友会、梅友会の家
族連れの方々あわせて３０名以上の参加予
定があります。
見野支部長の声かけで昨年から始まったバー
ベキュー大会ですが生のトウキビをほおばっ
て「あま～い」と子どもたちも大喜びです。

近畿大学校友会会員の皆様におかれまし
ては、ますますご健勝にてご活躍のことと、お
慶び申し上げます。
また、平素より、当八尾支部の活動にご理解

とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
私ども八尾支部は、昭和44年に発足以来、
会員相互の親睦を図り、母校発展に寄与する
ことを目的に、総会や役員会の開催をはじめと
した校友会活動を展開し、早いもので42年が
経過いたしました。これもひとえに、大学をご卒
業されました多くの校友、大学ならびに校友会
本部の皆様方の温かいご支援とご協力の賜物
と、深く感謝を申し上げる次第であります。
さて、平成23年10月14日（金）、「平成23年
度　近大校友会八尾支部総会」を開催予定
でございます。ご参会の皆様が、日頃あまり会う
ことができない校友たちと、世代や学部を超え
て交流と親睦を深められる素晴らしい機会と
なるよう、努めてまいりたいと考えております。
今後とも、故・山脇悦司初代支部長の御遺

志を引き継ぎ、母校並びに校友会の発展に、よ
り一層努めてまいる所存でございますので、校
友会皆様のご支援とご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
結びに、皆様方のますますのご健勝・ご多
幸を祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

八尾支部
支部長　田中　誠太

近況報告及び支部活動
7月31日（日）、平成22年度の愛媛県東予支

部総会を開催し、正式に校友会の愛媛県支
部が東予支部（今治市）、中予支部（松山市）、
南予支部（宇和島市）（※（　）内は事務局所
在地）の3支部となりました。
支部活動としては、2ヶ月に1度、定例会を
行い、校友間の親睦を図っております。また今
後も、校友の情報交換等を図り、前向きな校
友会支部活動を行っていきたいと考えており
ます。
支部長・幹事長・事務局長は、本学の支部

長会議・常任幹事会議・幹事会議・定期総会
には、毎年出席しております。
尚、私共の地元・愛媛県今治地区では、毎年
11月3日に大学校友会親善ソフトボール大会
（2011年大会が第44回）が開催されており、16
大学の校友会が集まり、各大学校友会の交流
を図っております。我、近畿大学校友会も、6年
程前から参加し、頑張っております。
※参加大学校友会
近畿大・関西大・関西学院大・同志社大・
立命館大・京都産業大・松山大・立教大・
中央大・早稲田大・法政大・専修大・明治
大・日本大・慶應義塾大・国士舘大
以上活動状況です。よろしくお願い致します。

「特定郵便局近畿支部」
の近況等について
近畿大学校友会の諸先輩のみなさま方に

は、益々ご壮健にてご活躍のこと、お慶び申
し上げます。
平素は、私ども「特定郵便局近畿支部」に
対しまして、何かとご理解とご協力を賜りま
して、厚くお礼申し上げます。
さて、この度の校友会報（第47号）の発刊
に際しまして、本校・本部のご厚情により、深
く感謝申し上げます。
ところで、私どもの「特定郵便局近畿支
部」は、他の支部活動と同じく、支部総会を始
め、必要に応じて役員会等、それなりの行事
を執り行っていますが、何と言っても、やはり
その前提は、校友会会則の目的である「会員

愛媛県東予支部
支部長　村上　浩二

特定郵便局近畿支部
支部長　近藤　守

相互の親睦を図り、母校の発展に寄与する」
ことを本題として、本校の卒業生であること
を誇りに思い、支部活動の発展のために鋭意
取り組んでいる次第であります。
そこで、私どもの「特定郵便局近畿支部」

の歴史的経緯について、少し触れておきたい
と思いますが、現下の本部顧問でご活躍の梶
田忠博先輩には当支部の創設に多大なるご
尽力を賜りましたことにより、当支部の維持
発展が今日に至っているところです。
また、辻岡彦一先輩を始めとして安光敬八
郎先輩・山中崇先輩・小谷二三夫先輩等々の
熱意ある思いを語らずして、当支部を触れた
ことにならないと思い、常に支部のことを考
慮しつつ、今日に至っているところです。
ところで、当支部の今後の活動としては、
当面の最大の諸問題である、この3月11日に
発生した東日本大震災は、正に未曾有の大
被害に見舞われたことに、被災された、我が
近畿大学校友会の諸先輩を始めとし、多くの
国民の方々に対しまして、衷心より哀悼の意
を表します。
つきましては、この歴史的な被災に見舞わ

れた事により、当支部の総会開催につきまし
ては、本年度に限り、当分の間、延期と判断
致しました。
ただ、此の事は、信頼の敬にある数支部の
長との断腸の思いで決した事を補足いたし
ておきます。
よって、当支部総会の早期開催を前提に、
当「近畿大学校友会近畿支部」の維持発展の
ため、支部長の意をもって、今後とも鋭意努
力いたします。
追伸
今後は、「近畿大学校友会特定郵便局近

畿支部」として限定をしないで、従来の「近
畿大学校友会近畿郵政局支部」また「近畿大
学校友会大阪貯金局支部」等々の、郵政事業
に携わった方、また携わっている方のすべて
の職域支部として、これを尊重し、将来は仮
称「郵政近畿支部」として歓迎いたし、より一
層の支部活動を図っていきたいと思っていま
すので、本誌をご覧頂いた方は、是非ご遠慮
なく、ご一報いただきますれば幸いです。
どうですか、近畿大学の卒業生として、あ
る時には共に校歌を歌い、また近大節・応援
歌を熱唱し、往時を偲びながら若返ろうでは
ありませんか。
連絡先　電話　0745（76）1155　近藤まで

2011年4月2日近畿大
学校友会執行部会で
承認される
燃えたぎる愛校心　校友会名誉会長
近畿大学理事長　世耕 弘昭
私は胸にたぎっている愛校心を燃え上が

らせることができるのは、近畿大学のより一
層の発展であると信じている。校友会こそ近
畿大学のバロメーターである。

校友会長　亀岡 弘
「品位を高め責任ある行動を」
私たち母校は日進月歩素晴らしい発展を遂

げていますがそれだけでは大学の善し悪し、
つまり大学の社会的評価は定まりません。
私たち校友がいかに自分の職業ならびに地
域社会を通じて貢献しているかによって大学
の評価は決まるといっても過言ではありませ
ん。そのためには校友一人ひとりが品位を高め
責任ある行動が問われています。
品位とは気品や品格、人品などともいい、個
人や特定の団体が礼儀や節度や人徳、気高さ
に富むありさまであります。
時代にマッチした校友会を構築していくに

は『品位を保持し、人 か々ら尊敬され、信用さ
れなければ、校友会の発展もなければ、母校
の寄与もできません』校友としての品位を高め
近畿大学校友会への帰属意識ならびに、近畿
大学卒業生としての誇りをもちましょう。

大阪梅北中央支部承認までの経過
大阪市北区表玄関に支部がなく、昨年7月

16日近畿大学へ田中総務部長、横山校友課長
を尋ねる（昭和36年卒 若林、昭和63年卒 太
田）面談内容『地域支部100名必要、中央支部
現在休暇中、高令の支部長学校より校友課長
に見直しするよう云われている、北区と合併し
て執行部で提案してもらう方法が一番ベター
と言われたが、北区で会員を増やすよう努力を
する事に』（設立資料いただく）昭和36年
卒 若林、昭和63年卒 太田が設立に向けて

大阪梅北中央支部
幹事長　太田　幸治
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スタート。2人で北区各企業を人を通じて訪問
した。
本年2月1日 田中部長、竹原校友副会長、
横山校友課長訪問 70名確保 経過報告する。
3月30日 若林、太田が定数100名余の会員

名簿など設立資料を提出する。
4月2日 本部校友会執行部会議で大阪梅

北中央支部が承認される（横山課長から通知
受ける）2011年4月22日現在107名になりま
した。◎40才～50才 若い力の登用で品位あ
る校友会支部いつまでも続くこと、優秀な各
界で活躍の校友の講演などを実施して母校
に寄与できる支部を目指したい。
92番目の地域支部の誕生
同窓会、職域支部、専門職支部など
支部合計 152支部　卒業総数 約45万人

「東大阪支部だより２０１１」
【未曾有の危機】
（明日の日本を考える）

まずは、東日本大震災において被災された校
友の皆様方には謹んでお見舞い申し上げます
と共に、今後の早期の復旧復活を願い、応援支
援していく所存でございます。
「更なる飛躍」を合言葉に毎年活動を続ける
訳ですが、ここ数年の総会は参加者の数の低下
が目立っております。地元布施駅前で安井本部
会計を来賓に迎え盛大に開催（総会場・布施
イオンビル4階・中華料理　福満楼にて）致しま
した。総会の参加者54名（協賛64件）となりま
した。総会特別講演には笑福亭鶴二氏を講師
にお迎えして『笑われるのではなく、笑わせる噺
家』をテーマに落語を一席頂きました。上田新支
部長の挨拶では大震災を乗り越えて西日本の
「ものづくり」がいかに重要な位置にいるかとの
熱弁があり、元気な社長を誇示されておりまし
た。そして校友会本部・安井会計より大学の最
新情報（建築学部新設の紹介など）のご挨拶が
あり、そして岸和田支部の北野勝彦支部長より
親交のご挨拶を頂き、和気あいあいのうちに総
会ならびに懇親会を無事終了、宮崎幹事長独
演の近大節を斉唱鼓舞し満場の喝采のうちに
完了致しました。
また、市役所支部代表・山口和良様のお言
葉や、大西敏夫顧問の乾杯のご発声、鳥居善
太郎・平田正造・鳴戸鉄哉・山崎毅海各市議及

東大阪支部
支部長　上田　富雄
幹事長　宮﨑　利一

び青野剛暁府議（大阪維新の会）、最後に平岡
為次郎顧問のご挨拶を頂きましたことを厚く御
礼申し上げます。

さて、平成22年は親睦行事として天好園で
の日帰り企画を実施いたしました。参加者数が
行事ごとに減少していく傾向が強くなっており
ます。震災の影響で個 の々動きが制限されてい
くことが今後とも強くなります。ボランティアで
ある校友活動が大きな負担となっていくことも
十分に考えられることです。費用の負担軽減、
各役職の仕事量など相互の配慮を充分にもっ
て配慮に次ぐ配慮を要して我々執行部は行動
活動していく必要があると思います。その最悪
の例が元政権（菅元首相）に見られることは言
うまでもありません。「人のふり見て我がふり直
せ」は故事名言であります。西日本にいる我々
が元気を出さないといけません。
更なる飛躍というより「今までの元気を誇示す

る」を合言葉に、皆様方の一層のご協力を賜りま
すようにお願い申し上げます。

愛媛県中予支部設立
総会を終えて
愛媛県における近畿大学校友会支部は昭
和40年代初期に今治市に設立され、活動を
してまいりました。しかし、設立から40年以上
が経過し、本県に在住している校友の連携を
更に深め、母校の発展に寄与する活動を一層
拡大していこうという機運が高まり、平成21
年11月21日には愛媛県南予支部が発足いた
しました。そこで、今治市にあったこれまでの
愛媛県支部は、東予・中予支部と改称したわ
けです。しかし、県都松山市を中心とした中予
地域には、1600名を超える校友諸氏が在住し
ており、中予地域にも早く支部設立をとの声
が強まる中で、昨年11月に設立準備委員会を
発足し、準備を進めてまいりました。発起人を
中心として設立賛同者を募ってまいりました
が、210名に余る賛同を得て設立の認可をいた
だくことができました。
平成23年4月24日（日）東京第一ホテル松

愛媛県中予支部
支部長　白石　比渡史

山において愛媛県中予支部の設立総会を、校
友会本部幹事長　藤田博久様、大学総務部
校友課課長　横山良次様、をはじめ、近隣支
部の各支部長並びに役員の御出席を賜りま
すとともに、140名を超える会員の出席を得て
盛大に開催することができました。
総会では、支部設立の趣旨説明を行った後、
来賓挨拶をいただき、支部会則（案）・支部役
員（案）が議事として提案され承認されるとと
もに、今後の活動方針が確認されました。活
動方針については、支部長挨拶の中でも触れ
ましたが、次の５項目を柱として、多くの会員
が参加し活動しやすい雰囲気を作り出すこと
に努めてまいりたいと思っております。
○会員相互の親睦を深めるための活動の充
実
○母校の発展に寄与する活動の推進
○会員数の拡大
○支部広報活動の充実（年1回の広報誌の
発行等）

○新規卒業生が安心して地域で活動でき
る場の提供
設立総会終了時には、校友会本部より支部
旗の贈呈が行われ、晴れて愛媛県中予支部を
設立することができました。設立準備委員会の
設置から短期間に多くの会員の賛同を得て設
立できましたのも、校友会本部をはじめ大学本
部、他支部の温かい御指導・御支援の賜物と、
改めて支部会員一同感謝しているところです。

設立総会終了後、会場を改め懇親会が開催
されました。愛媛県中予支部を代表して支部
長挨拶により開会し、愛媛県東予支部長　菅
道太郎様による乾杯のご発声の後、歓談・余
興と進められましたが、思い出話や近況を語
る姿、新たに交遊が始まりそうな語らいなど、
大変和やかな雰囲気で会が進みました。懇親
会の最後には、応援団ＯＢの野口朋良氏（八尾
支部）と西口史訓氏（愛媛県中予支部）による
指揮で近大節や校歌が歌われ大変盛り上が
り、校友の親睦を深めることができました。参
加した会員からは、「卒業して以来、もう聴いた
り歌うことは無いと思っていた近大節や校歌
を歌うことができ大感激である。是非、若い会
員を増やし盛んにしてほしい。」との声が多く
あり、役員一同、設立できた喜びと、今後の活

動に思いを新たにしました。
愛媛県中予支部は発足したばかりです。今
後、更なる支部活動の充実と飛躍を期すために
も、支部会員相互の連携と、校友会本部並びに
各支部の温かい御指導・御支援を賜りますよう
お願いいたします。
（記：副支部長　越智善行）

「近畿大学校友会泉大津・
高石支部第2回総会」開催
平成23年5月14日（土）ホテルレイクアル

スター泉大津において、｢近畿大学校友会泉
大津･高石支部第2回総会｣を開催致しまし
た。校友会本部より亀岡会長はじめ近隣支部
の各支部長並びに役員の方々の多くの御出
席を賜り、司会･進行のもと開催宣言、支部長
挨拶に始まり来賓挨拶、議事においては昨年
1年間の活動及び決算報告、今後更なる会員
増加と支部の活性化に向けた役員（幹事）補
充案についても滞りなく承認をいただき、無事
終了する事ができました。

＜総会式次第＞
①開会宣言 ②支部長挨拶 ③来賓紹介
④来賓挨拶 ⑤議事
（議事）
・2010年度活動報告
・2010年度決算報告
・会計監査報告
・2011年度支部役員について
・その他（記念撮影等）
総会終了後は会場を移して懇親会を開催致

しました。乾杯の後会食が進むにつれ、しだい
に思いで話に花が咲き、各会員の自己紹介及
び近況報告など交えながら総会とはまた違っ
た和やかな雰囲気で会が進みました。又、会終
盤では出席者の皆様に「東日本大震災」への義
援金を集い多くのご協力を頂きました。
懇親会最後の締めくくりは昨年に引き続き、
応援部による近大節並びに校歌斉唱で多い盛
り上がり、校友会の親睦を深める有意義な会と
なりました。

泉大津・高石支部
幹事長　十場　浩弥

＜懇親会式次第＞
①開会の辞 ②乾杯 ③会食
④近況報告 ⑤近大節 ⑥校歌斉唱
⑦閉会の辞

｢近況報告及び支部活動｣
校友会の皆様、平素は摂河泉ＪＣ支部の活

動にご理解ご協力たまわりましてありがとう
ございます。
平成23年8月20日（土）泉佐野市大木犬鳴

山温泉・み奈美亭にて定期支部総会を支部
会員15名の参加で開催いたしました。今回、
本部から校友会副会長の三宅義雅様・総務
部広報課校友課兼務主任の澤田和典様にご
臨席賜り誠にありがとうございました。
当支部では創立以来、支部会員間の親睦を
深めるため、数多くの事業を開催しております。
昨年度は、11月に天野山ゴルフクラブ、5月

にはゴールデンバレーゴルフ倶楽部にて親睦
ゴルフコンペを、新年会（嶋唄ライブ琉球）を
支部会員多数の参加にて開催いたしました。
また、会員間の交流だけではなく家族会を年
1回開催しており、当年度にはなりますが8月
に水陸両用バスの大阪ダックツアーに参加
し、夕刻よりビアガーデンを満喫してまいりま
した。

このように摂河泉ＪＣ支部は、会員相互の
交流と友情を大切にし、若い行動力で母校の
発展に寄与すべく漸進いたします。
今後とも、ご指導ご 撻の程、宜しくお願

い申し上げます。

校友会報（第47号）へ
の寄稿について
近畿大学校友会熊本県支部では、平成19
年10月10日から志水一博支部長のもとに会
計を引き受け、現在に至っております。近大

摂河泉ＪＣ支部
役員一同

熊本県支部
会計　井　三省

校友課の支援を頂きながら、平成20年9月27
日には熊本では初めての公開講座が開かれ、
熊井英水近大理事・水産研究所教授の『クロ
マグロの完全養殖と将来の展望』をテーマに
講演があり、その後の支部総会・懇親会では
51.1㎏のマグロの解体ショーが行われました
（40名参加）。翌年、平成21年10月24日にも
伊藤哲夫教授の『生活の中の原子力利用』
と題しての公開講座があり、その後に支部総
会を開催し、懇親会では39.6㎏のマグロの解
体も行われました（30名参加）。平成22年は
10月２日に支部総会を行い、井田民男近大理
工学部准教授の講演『バイオコークス新エネ
ルギーについて』があり、その後懇親会を行
いました（25名参加）。次回の第18回目の支
部総会は平成23年11月にマグロの解体を再
度予定しています。
平成11年8月22日の総会で近畿大学通信
教育部の梅友会熊本県支部長にさせていた
だき、12年が過ぎようとしています。この間、
年に一回の大阪での全国支部長会議には欠
かさず出席していますが、ほぼ全国にあるど
この支部でも人集めには頭を痛めておられる
ようです。梅友会熊本県支部は、参加者は少
なくても、年に8月の総会と12月の納会を欠
かさず実施し、少ないながらも会の持続を
計っています。通信教育部の学生は私もそう
であったように、通信制・独自性という宿命
で、相談や話し相手の学友がほとんど見つか
らず、卒業する事に困難が伴います。だから、
現役の学生である学習会の人たちにも案内
をして、参加してもらい無事卒業できるよう
にアドバイスをしていますし、今後も続けた
いと思います。

生物理工学部の同窓会
（生物理工会）の活動に
ついて
校友会の皆様には、ますますご活躍のことと

お慶び申し上げます。
生物理工学部は創設19年目に入り、今の4

年生は16期生となります。昨年度に改組され
た生物理工学部は、新たなスタートをきる事が
でき、今年度は学部再構築中の年であります
が、教職員の努力により順調に推移致しており
ます。また本学部は、平成5年に設立された比
較的新しい学部であり、現在の会員数は5797
名で、まだまだ近畿大学の中では小さな同窓会

生物理工学部同窓会
会長　細井　美彦
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スタート。2人で北区各企業を人を通じて訪問
した。
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名簿など設立資料を提出する。
4月2日 本部校友会執行部会議で大阪梅
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界で活躍の校友の講演などを実施して母校
に寄与できる支部を目指したい。
92番目の地域支部の誕生
同窓会、職域支部、専門職支部など
支部合計 152支部　卒業総数 約45万人

「東大阪支部だより２０１１」
【未曾有の危機】
（明日の日本を考える）
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が目立っております。地元布施駅前で安井本部
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熱弁があり、元気な社長を誇示されておりまし
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新情報（建築学部新設の紹介など）のご挨拶が
あり、そして岸和田支部の北野勝彦支部長より
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東大阪支部
支部長　上田　富雄
幹事長　宮﨑　利一

び青野剛暁府議（大阪維新の会）、最後に平岡
為次郎顧問のご挨拶を頂きましたことを厚く御
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さて、平成22年は親睦行事として天好園で
の日帰り企画を実施いたしました。参加者数が
行事ごとに減少していく傾向が強くなっており
ます。震災の影響で個 の々動きが制限されてい
くことが今後とも強くなります。ボランティアで
ある校友活動が大きな負担となっていくことも
十分に考えられることです。費用の負担軽減、
各役職の仕事量など相互の配慮を充分にもっ
て配慮に次ぐ配慮を要して我々執行部は行動
活動していく必要があると思います。その最悪
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る」を合言葉に、皆様方の一層のご協力を賜りま
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愛媛県中予支部設立
総会を終えて
愛媛県における近畿大学校友会支部は昭
和40年代初期に今治市に設立され、活動を
してまいりました。しかし、設立から40年以上
が経過し、本県に在住している校友の連携を
更に深め、母校の発展に寄与する活動を一層
拡大していこうという機運が高まり、平成21
年11月21日には愛媛県南予支部が発足いた
しました。そこで、今治市にあったこれまでの
愛媛県支部は、東予・中予支部と改称したわ
けです。しかし、県都松山市を中心とした中予
地域には、1600名を超える校友諸氏が在住し
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中心として設立賛同者を募ってまいりました
が、210名に余る賛同を得て設立の認可をいた
だくことができました。
平成23年4月24日（日）東京第一ホテル松

愛媛県中予支部
支部長　白石　比渡史

山において愛媛県中予支部の設立総会を、校
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部の各支部長並びに役員の御出席を賜りま
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盛大に開催することができました。
総会では、支部設立の趣旨説明を行った後、
来賓挨拶をいただき、支部会則（案）・支部役
員（案）が議事として提案され承認されるとと
もに、今後の活動方針が確認されました。活
動方針については、支部長挨拶の中でも触れ
ましたが、次の５項目を柱として、多くの会員
が参加し活動しやすい雰囲気を作り出すこと
に努めてまいりたいと思っております。
○会員相互の親睦を深めるための活動の充
実
○母校の発展に寄与する活動の推進
○会員数の拡大
○支部広報活動の充実（年1回の広報誌の
発行等）

○新規卒業生が安心して地域で活動でき
る場の提供
設立総会終了時には、校友会本部より支部
旗の贈呈が行われ、晴れて愛媛県中予支部を
設立することができました。設立準備委員会の
設置から短期間に多くの会員の賛同を得て設
立できましたのも、校友会本部をはじめ大学本
部、他支部の温かい御指導・御支援の賜物と、
改めて支部会員一同感謝しているところです。

設立総会終了後、会場を改め懇親会が開催
されました。愛媛県中予支部を代表して支部
長挨拶により開会し、愛媛県東予支部長　菅
道太郎様による乾杯のご発声の後、歓談・余
興と進められましたが、思い出話や近況を語
る姿、新たに交遊が始まりそうな語らいなど、
大変和やかな雰囲気で会が進みました。懇親
会の最後には、応援団ＯＢの野口朋良氏（八尾
支部）と西口史訓氏（愛媛県中予支部）による
指揮で近大節や校歌が歌われ大変盛り上が
り、校友の親睦を深めることができました。参
加した会員からは、「卒業して以来、もう聴いた
り歌うことは無いと思っていた近大節や校歌
を歌うことができ大感激である。是非、若い会
員を増やし盛んにしてほしい。」との声が多く
あり、役員一同、設立できた喜びと、今後の活

動に思いを新たにしました。
愛媛県中予支部は発足したばかりです。今
後、更なる支部活動の充実と飛躍を期すために
も、支部会員相互の連携と、校友会本部並びに
各支部の温かい御指導・御支援を賜りますよう
お願いいたします。
（記：副支部長　越智善行）

「近畿大学校友会泉大津・
高石支部第2回総会」開催
平成23年5月14日（土）ホテルレイクアル
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順序不同

寝屋川支部

長谷川 愼哉
（平成元年商経学部卒）

寝屋川市池田新町 11 番 5号
TEL 072-829-0100

支 部 長

近畿大学校友会　常任幹事
近畿大学梅友会　参与

中易  義暢

〒536-0003 大阪市城東区今福南 4-14-1-406
TEL 06-6932-6208
FAX 06-6930-2868

近畿大学校友会　幹事
近畿大学校友会堺支部 幹事長

猪尾  　浩（平成2年卒）

【　本　社　】堺市西区上野芝向ヶ丘町3丁1番 3号
TEL 072-270-1414・FAX 072-270-6660

【大阪営業所】吹田市広芝町 11 番 1-205
TEL 06-6193-0222・FAX 06-6193-0221

田中会計事務所
経営支援クリニック・センター

田中  成人

近畿大学校友会　幹事

静原  重人
（龍郷町中勝出身）

勤務先 堺市立長尾中学校
現住所 〒648-0092

和歌山県橋本市紀見ヶ丘 2-1-14
TEL&FAX 0736-37-4123

総 合緑化

〒576-0016 大阪府交野市星野 8-9-29
TEL 072-894-2155
FAX 072-894-2156

株式会社  

有 志 の

名 刺 一
順序不同

覧

株式会社アイ・チア　代表取締役
堺チアリーディングクラブ　会長

税 理 士
社 労 士   

〒541-0055 センター事務所
大阪市中央区船場中央 2-1-4-43

〒540-0012 谷町事務所
大阪市中央区谷町 2-3-6-1001
TEL 06-4400-7000

田 中  祥宏税 理 士
行政書士  

です。毎年10月末か11月初めに行われます学
部祭「きのくに祭」にあわせて同窓会総会を
行っており、今年は10月29日に開催予定です。
本会の活動といたしましては、毎年定例で

幹事会を開催し、事業計画を立て、実施して
おります。最近の事業としては、恒例となった
生物理工学部で開催される｢安全運転コンテ
スト｣への実施協力や、キャンパスにイルミ
ネーションやクリスマスツリーの設置など、在
学生のキャンパスライフが充実するような活
動が挙げられます。さらに、平成21年のキャ
ンパスのベンチ等の寄付、平成22年の新学
科設置を記念して開催された｢生物理工学
部 新学科・先進医工学シンポジウム｣への実
施協力や大学院修了生に対して学術奨励賞
を設けるなどの学術支援活動、また、平成22
年に完成しました新棟（10号館・先進医工学
センター）にプランター寄贈するなどの活動
も行ってまいりました。本年度には、学生駐車
場の舗装整備に協力することも予定してお
り、生物理工学部のさらなる発展に寄与する
活動を行って参りたいと思います。
最後になりましたが、校友会のこれまでの

ご協力とご支援に対しまして感謝申し上げる
とともに、校友の皆様の益々のご発展を祈念
し、さらには当同窓会への更なるご指導、ご支
援をお願いし、生物理工会の近況報告とさせ
て頂きます。

工学部（東広島市）は、一昨年（2009）に創
設50周年を迎え、卒業生総数は21,663名に
なりました。
工学部は、昭和34年に広島県呉市に中国

四国最初の私大工学部として発足しました。
その後、研究学園都市の東広島市への移転
などの発展を経て、現在では学部6学科・大
学院博士前後期課程・研究所・附属高校な
どを擁する中四国地域有数の大学キャンパ
ス（現学部生数2,247名）に成長しました。
工学部同窓会の主な活動内容は、同窓会

報発刊と同窓会懇親会の開催・卒業アルバ
ムの作成寄贈等です。同窓会報は毎号20
ページ建てで、同窓会関連ニュースや卒業
生訪問記事などに加えて、各学科や先生方
の動向、クラブ活動紹介など、内容豊富な力
作です。工学部HPの同窓会コーナーで、既
発行の全号をPDFで見ることができます。
昨年は、工学部創設50周年を記念して、

同窓会募金を行い、桜50本等の記念植樹寄

工学部同窓会
会長　小松 眞一郎

贈や工学部吹奏楽部への大型楽器寄贈など
を実施しました。
今年度の工学部同窓会懇親会を下記の通

りに行います。多数の同窓生のご参加をお待
ちしています。

【今年の工学部同窓会】
会名　 近畿大学工学部同窓会総会・講演会・

懇親会
日時　 平成23年10月22日（土）

15時　受付開始
16時　総会・講演会・懇親会

講演　 21世紀の生活を支えるハイテクポリ
マー材料
（講師） 工学部生物化学工学科

大学院システム工学研究科
教授・工博　白石　浩平　先生

場所　 ホテルセンチュリー21（JR広島駅南口）
会費　 1人6,000円（会員家族は1,000円）
申込　 同窓会報14号添付のはがき、または

Eメール（dousou@hiro.kindai.ac.jp）

近況報告
近畿大学校友会会員の皆様におかれまし

ては、ご健勝にて各分野でご活躍のこととお
喜び申し上げます。
文芸学部の近況についてご報告いたしま

す。最初に、平成24年度から2つの学科が名
称を変更することについてお知らせします。ひ
とつは「文化学科」が「文化・歴史学科」に、も
うひとつは「英語多文化コミュニケーション学
科」が「英語コミュニケーション学科」に、それ
ぞれ名称を変更します。「文化・歴史学科」は、
これまでの3コース制（日本歴史・文化コース、
世界歴史・文化コース、現代文化コース）を廃
止し、入学時に一括募集をして、2年次以降に
ゼミを決定するカリキュラムに変更しました。
「英語コミュニケーション学科」では、英語の実
践的教育にいっそう力を入れる体制が確立さ

文芸学部同窓会
会長　井面　信行

れました。両学科とも現在の受験生のニーズ
にいっそう適切に応える学科になるものと考え
ています。
学部全体としては、昨年度から今年度にか

けて、国際交流イベントが盛んに行われまし
た。昨年度、国際交流委員会主催の「未来を開
く旅」に文芸学部の2つの企画―文学科・福
家教授による「中国辺境の旅」と芸術学科・岡
本准教授による「アートを通じての異文化交
流～日米共同ワークショッププロジェクト～」
が採択され、それぞれ十数名の学生が中国、
アメリカで貴重な体験を積みました。 今年度
は、秦教授による「カンボジアでの国際ボラン
ティア活動とアンコール遺跡訪問の旅」が採
択され、8月に実施されます。
また、7月末から2週間、フィラデルフィア
UArts（芸術大学）の学生と教員が来校して
インターナショナル・ワークショップが開かれ、
造形芸術の学生との共同制作による作品を
医学部附属病院に展示するという企画が実行
されました。この企画には「英語多文化コミュ
ニケーション学科」の学生もボランティア通訳
として活躍してくれました。
その他、平成20年に日本文学専攻が中心

となって始まった「高校生のための近畿大学
文芸大賞」も着実に根を下ろし、高校生の若
き才能の発掘に寄与しています。
さらに学部行事としての「文芸フェスタ」

も、学部全体の教員と学生の協同による多様
な文化的イベントとして定着してきました。統
一テーマは、一昨年は「夢学へ！」、去年は
「ふれる」、今年は「物語―もの・かたり」で
す。1年を通して様々の企画を立て、実行して
います。
このような豊かな文化的教育活動の基盤

となっているのは、文芸学部伝統の少人数の
完全ゼミナール制であるにちがいありませ
ん。教員と学生諸君との密接な信頼関係こそ
がこれらの豊かな教育活動を可能にしている
ものと自負しています。文芸学部の良き伝統
をしっかりと保持し、いっそう実りある教育を
実現するべく努力する所存です。今後とも校
友会の皆様のご支援を賜りますようお願い申
し上げます。
最後になりましたが、校友会の皆様の益々

のご発展、ご活躍を祈念いたします。
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順序不同

寝屋川支部

長谷川 愼哉
（平成元年商経学部卒）

寝屋川市池田新町 11 番 5号
TEL 072-829-0100

支 部 長

近畿大学校友会　常任幹事
近畿大学梅友会　参与

中易  義暢

〒536-0003 大阪市城東区今福南 4-14-1-406
TEL 06-6932-6208
FAX 06-6930-2868

近畿大学校友会　幹事
近畿大学校友会堺支部 幹事長

猪尾  　浩（平成2年卒）

【　本　社　】堺市西区上野芝向ヶ丘町3丁1番 3号
TEL 072-270-1414・FAX 072-270-6660

【大阪営業所】吹田市広芝町 11 番 1-205
TEL 06-6193-0222・FAX 06-6193-0221

田中会計事務所
経営支援クリニック・センター

田中  成人

近畿大学校友会　幹事

静原  重人
（龍郷町中勝出身）

勤務先 堺市立長尾中学校
現住所 〒648-0092

和歌山県橋本市紀見ヶ丘 2-1-14
TEL&FAX 0736-37-4123

総 合緑化

〒576-0016 大阪府交野市星野 8-9-29
TEL 072-894-2155
FAX 072-894-2156

株式会社  

有 志 の

名 刺 一
順序不同

覧

株式会社アイ・チア　代表取締役
堺チアリーディングクラブ　会長

税 理 士
社 労 士   

〒541-0055 センター事務所
大阪市中央区船場中央 2-1-4-43

〒540-0012 谷町事務所
大阪市中央区谷町 2-3-6-1001
TEL 06-4400-7000

田 中  祥宏税 理 士
行政書士  

です。毎年10月末か11月初めに行われます学
部祭「きのくに祭」にあわせて同窓会総会を
行っており、今年は10月29日に開催予定です。
本会の活動といたしましては、毎年定例で

幹事会を開催し、事業計画を立て、実施して
おります。最近の事業としては、恒例となった
生物理工学部で開催される｢安全運転コンテ
スト｣への実施協力や、キャンパスにイルミ
ネーションやクリスマスツリーの設置など、在
学生のキャンパスライフが充実するような活
動が挙げられます。さらに、平成21年のキャ
ンパスのベンチ等の寄付、平成22年の新学
科設置を記念して開催された｢生物理工学
部 新学科・先進医工学シンポジウム｣への実
施協力や大学院修了生に対して学術奨励賞
を設けるなどの学術支援活動、また、平成22
年に完成しました新棟（10号館・先進医工学
センター）にプランター寄贈するなどの活動
も行ってまいりました。本年度には、学生駐車
場の舗装整備に協力することも予定してお
り、生物理工学部のさらなる発展に寄与する
活動を行って参りたいと思います。
最後になりましたが、校友会のこれまでの

ご協力とご支援に対しまして感謝申し上げる
とともに、校友の皆様の益々のご発展を祈念
し、さらには当同窓会への更なるご指導、ご支
援をお願いし、生物理工会の近況報告とさせ
て頂きます。

工学部（東広島市）は、一昨年（2009）に創
設50周年を迎え、卒業生総数は21,663名に
なりました。
工学部は、昭和34年に広島県呉市に中国

四国最初の私大工学部として発足しました。
その後、研究学園都市の東広島市への移転
などの発展を経て、現在では学部6学科・大
学院博士前後期課程・研究所・附属高校な
どを擁する中四国地域有数の大学キャンパ
ス（現学部生数2,247名）に成長しました。
工学部同窓会の主な活動内容は、同窓会

報発刊と同窓会懇親会の開催・卒業アルバ
ムの作成寄贈等です。同窓会報は毎号20
ページ建てで、同窓会関連ニュースや卒業
生訪問記事などに加えて、各学科や先生方
の動向、クラブ活動紹介など、内容豊富な力
作です。工学部HPの同窓会コーナーで、既
発行の全号をPDFで見ることができます。
昨年は、工学部創設50周年を記念して、

同窓会募金を行い、桜50本等の記念植樹寄

工学部同窓会
会長　小松 眞一郎

贈や工学部吹奏楽部への大型楽器寄贈など
を実施しました。
今年度の工学部同窓会懇親会を下記の通

りに行います。多数の同窓生のご参加をお待
ちしています。

【今年の工学部同窓会】
会名　 近畿大学工学部同窓会総会・講演会・

懇親会
日時　 平成23年10月22日（土）

15時　受付開始
16時　総会・講演会・懇親会

講演　 21世紀の生活を支えるハイテクポリ
マー材料
（講師） 工学部生物化学工学科

大学院システム工学研究科
教授・工博　白石　浩平　先生

場所　 ホテルセンチュリー21（JR広島駅南口）
会費　 1人6,000円（会員家族は1,000円）
申込　 同窓会報14号添付のはがき、または

Eメール（dousou@hiro.kindai.ac.jp）

近況報告
近畿大学校友会会員の皆様におかれまし

ては、ご健勝にて各分野でご活躍のこととお
喜び申し上げます。
文芸学部の近況についてご報告いたしま

す。最初に、平成24年度から2つの学科が名
称を変更することについてお知らせします。ひ
とつは「文化学科」が「文化・歴史学科」に、も
うひとつは「英語多文化コミュニケーション学
科」が「英語コミュニケーション学科」に、それ
ぞれ名称を変更します。「文化・歴史学科」は、
これまでの3コース制（日本歴史・文化コース、
世界歴史・文化コース、現代文化コース）を廃
止し、入学時に一括募集をして、2年次以降に
ゼミを決定するカリキュラムに変更しました。
「英語コミュニケーション学科」では、英語の実
践的教育にいっそう力を入れる体制が確立さ

文芸学部同窓会
会長　井面　信行

れました。両学科とも現在の受験生のニーズ
にいっそう適切に応える学科になるものと考え
ています。
学部全体としては、昨年度から今年度にか

けて、国際交流イベントが盛んに行われまし
た。昨年度、国際交流委員会主催の「未来を開
く旅」に文芸学部の2つの企画―文学科・福
家教授による「中国辺境の旅」と芸術学科・岡
本准教授による「アートを通じての異文化交
流～日米共同ワークショッププロジェクト～」
が採択され、それぞれ十数名の学生が中国、
アメリカで貴重な体験を積みました。 今年度
は、秦教授による「カンボジアでの国際ボラン
ティア活動とアンコール遺跡訪問の旅」が採
択され、8月に実施されます。
また、7月末から2週間、フィラデルフィア
UArts（芸術大学）の学生と教員が来校して
インターナショナル・ワークショップが開かれ、
造形芸術の学生との共同制作による作品を
医学部附属病院に展示するという企画が実行
されました。この企画には「英語多文化コミュ
ニケーション学科」の学生もボランティア通訳
として活躍してくれました。
その他、平成20年に日本文学専攻が中心

となって始まった「高校生のための近畿大学
文芸大賞」も着実に根を下ろし、高校生の若
き才能の発掘に寄与しています。
さらに学部行事としての「文芸フェスタ」

も、学部全体の教員と学生の協同による多様
な文化的イベントとして定着してきました。統
一テーマは、一昨年は「夢学へ！」、去年は
「ふれる」、今年は「物語―もの・かたり」で
す。1年を通して様々の企画を立て、実行して
います。
このような豊かな文化的教育活動の基盤

となっているのは、文芸学部伝統の少人数の
完全ゼミナール制であるにちがいありませ
ん。教員と学生諸君との密接な信頼関係こそ
がこれらの豊かな教育活動を可能にしている
ものと自負しています。文芸学部の良き伝統
をしっかりと保持し、いっそう実りある教育を
実現するべく努力する所存です。今後とも校
友会の皆様のご支援を賜りますようお願い申
し上げます。
最後になりましたが、校友会の皆様の益々

のご発展、ご活躍を祈念いたします。
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近畿大学校友会 常任幹事
近畿大学工学部同窓会　相談役
株式会社テクノ自動車学校

竹内  正彦
学　校
〒731-4231 広島県安芸郡熊野町 5640-1

TEL 082-854-4000 ㈹
FAX 082-854-9466

株式会社朝日工業社

髙須  康有
代表取締役社長

近畿大学校友会　参与

土井  　進
（近大薬学部　昭和 35 年卒）

株式会社東天紅
大阪天満橋OMM店

小田原 勇伸
〒540-0008 大阪市中央区大手前 1-7-31

大阪マーチャンダイズマートビル20階
TEL  06-6944-1015/06-6943-3781
FAX 06-6946-9178
E-mail omm@totenko.jp
U R L http://www.totenko.co.jp

支 配 人

近畿大学校友会　常任幹事
近畿大学梅友会　参与

永原  静男

三重県津市久居持川町 2225-4
TEL 059-255-7119

森 崎  正幸

株式会社いこいの森
SUNバード薬局

中出  貞男
（近34薬）

〒558-0011 大阪市住吉区苅田 5-15-13
TEL 06-6698-0999

代表取締役

近畿大学校友会　相談役
株式会社播磨屋
財団法人播磨屋記念財団

野口  末和
（播磨屋九兵衛）

〒558-0014 大阪市住吉区我孫子 3丁目 2番 11 号
TEL 06-6697-0222

会　　長

近畿大学校友会 相談役
近畿大学薬友会 顧問

株式会社セレナス

福井  昌勝
FUKUI　　 MASAKATSU

兵庫本社
〒666-0021 兵庫県川西市栄根 2丁目 6番 36 号

TEL 072-755-0042（代表）
FAX 072-755-0176
URL http://www.serenus.co.jp

代表取締役会長

株式会社カグラザカ

福井  昌勝
FUKUI　　 MASAKATSU

代表取締役会長

近畿大学相撲部OB会

西野  　勉
会　　長

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
工学部同窓会総会懇談会
平成 23年 10 月 22 日（土）16 時～
於：ホテルセンチュリー 21（JR 広島駅南口）

株式会社日経サービス
取締役名誉会長

近藤  　勲

〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目 17番 10号
TEL 06-6268-6788
FAX 06-6268-0388

近畿大学校友会　相談役

㈱坂井工務店グループ
香川県宅地建物取引業協会会員
ハンエー興産株式会社

坂井  幸治
（宅地建物取引主任者）

〒761-8044 香川県高松市円座町 614 番地 3
TEL 087-885-1812
FAX 087-885-0916

代表取締役

ハケ・ブラシ及び原材料 /ローラー・塗装用具全般
（Import・Export）
株式会社アオノ

青野  秀暁
本　社
〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町 2-9-10
TEL 06-6724-5757・FAX 06-6724-6868
E-mail aonoco@smlie.ocn.ne.jp

アオノ大蓮物流センター
〒577-0824 大阪府東大阪市大蓮東 4-11-20
TEL 06-6724-2500・FAX 06-6724-2888

代表取締役

近畿大学校友会 常任幹事
近畿大学校友会神戸支部 常任顧問
「心からこころへ」ミキプルーン代理店
シンコーテクノ株式会社

春本  佳和
（昭和44年商卒）

〒653-0882神戸市長田区長田天神町3丁目3番13号
TEL 078-641-0827
FAX 078-641-0831
E-mail non3683@maia.eonet.ne.jp

代表取締役

YUKIHARU　SAKAI

工 学部同窓会
〒739-2116 東広島市高屋うめの辺 1番

代表取締役
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URL http://www.serenus.co.jp
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近畿大学校友会

中華民国在日支部

SHARP 太陽光発電システム特約店
株式会社志水工務店

志水  一博
〒861-8007 熊本市龍田弓削 1丁目 14 番 24 号

TEL 096-338-7251 ㈹
FAX 096-338-8746
㈳熊本建設業協会 建築部会会員
E-mail info@shimizu-k.jp
http://www.shimizu-k.jp

代表取締役
一級建築士

執行部  一同

近畿大学校友会愛媛県中予支部

白石  比渡史
支 部 長

事務所
〒790-0014 愛媛県松山市柳井町 2-7-13

愛媛管財㈱内
TEL 089-921-3311

近畿大学校友会泉大津・高石支部

奥田  悦雄
事務局 高石市綾園 6-3-16-102

株式会社 新侑保険事務所内
TEL 072-261-6503
FAX 072-261-6504

支 部 長

近畿大学校友会

環境緑化支部

近畿大学校友会神戸支部

山﨑  博司
時田  幸於
舟元  　博
登里  忠嗣

支 部 長

副支部長

副支部長

副支部長
兼幹事長

ＬＰガスの宏和
宏和開発株式会社

髙林  弘治
大阪
〒577-0027 東大阪市新家中町 2番 28 号

TEL 06-6618-7757
FAX 06-6618-7758

代表取締役社長

米井耳鼻咽喉科
内科医院

大阪府八尾市山本高安町 2丁目 13 番 3号
高安クリニックビル 2F

祝　校友会総会
近畿大学校友会摂河泉 JC 支部

喜多  一裕

事務局 門真市小路町 1-12
門真グランドハイツ 2F

支 部 長

近畿大学校友会沖縄県支部

黒島  安之
〒905-0011 沖縄県名護市宮里 5-18-5

T E L  0980-54-3074
携帯電話 090-5083-7820
E-mail kuroshima@muse.ocn.ne.jp

支 部 長

保安用品の安全興業株式会社
神戸営業部

登里  忠嗣
（S47 法卒）

〒655-0016 神戸市垂水区高丸 4丁目 5番 19 号
TEL 078-708-5872
FAX 078-708-5872
携帯電話 090-6824-1778

支部長　坂上　民雄

摂河泉 JC支部会員一同TEL 072-922-3937
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学部情報

総合力こそが、近畿大学の誇り。

法学部

激変する社会に生かせる法知識を修得し
「リーガルマインド」と「専門性」を養う
■法律学科　1学年募集定員／390人
■政策法学科　1学年募集定員／290人

文 芸 学 部

文学、芸術、文化、コミュニケーション…人間の営みにアプローチし、
独自の創造活動へつなげる

薬 学 部

恵まれた環境を生かしたカリキュラムで
時代が求める薬のエキスパートを育成
■医療薬学科（6年制）　1学年募集定員／150人
■創薬科学科（4年制）　1学年募集定員／30人

建 築 学 部

“つくる” 建築学から “つくり・守り・育てる” 建築学へ
■建築学科　1学年募集定員／240人

理 工 学 部

発見から創造的発信へ。自ら研究課題を発掘し、解決する力を身につける

経 営 学 部

総合的、実践的にビジネスにアプローチし、
新時代のビジネスパーソンを育成

経 済 学 部

経済学の理論を理解し、実際を学ぶ。
実学精神が生きるカリキュラム
■経済学科　1学年募集定員／350人
■総合経済政策学科　1学年募集定員／150人
■国際経済学科　1学年募集定員／150人

総合社会学部

社会学、心理学、環境学…多様な視点と解決力を養い
現代社会が直面する複雑な問題群に向き合う人材を育成
■総合社会学科　1学年募集定員／450人

農 学 部

「人類の生活を、いかに豊かにするか」をテーマに、21世紀の諸問題に向き合う力をつける

短 期 大 学 部

ビジネスに必要な知識と能力を、2年間で身につける
■商経科　1学年募集定員／80人

産業理工学部

人間のための工学実現に向け、文理の領域を超えてチャレンジする

工 学 部

自然や環境にもやさしい、21世紀の工学技術者を育成する

生物理工学部

生物が秘める優れた能力を、社会に役立つ先端技術に結実させる

医 学 部

高度な医学知識と医療技術だけでなく、
人間愛を持った医療人を育てる
■医学科　1学年募集定員／105人

■理学科　1学年募集定員／180人
■生命科学科　1学年募集定員／80人
■応用化学科（JABEE 認定）1学年募集定員／110人
■機械工学科　1学年募集定員／180人

■電気電子工学科　1学年募集定員／170人
■社会環境工学科　1学年募集定員／70人
（新カリキュラムにてJABEE受審予定）

■情報学科　1学年募集定員／170人

■生物化学工学科　1学年募集定員／70人
■機械工学科　1学年募集定員／90人
■知能機械工学科（JABEE申請予定）1学年募集定員／70人
■電子情報工学科（JABEE申請予定）1学年募集定員／70人

■情報システム工学科
（JABEE申請予定）1学年募集定員／70人
■建築学科
（JABEE 認定）1学年募集定員／90人

■生物環境化学科　1学年募集定員／60人
■電気通信工学科　1学年募集定員／60人
■建築・デザイン学科　1学年募集定員／80人
■情報学科　1学年募集定員／60人

■経営ビジネス学科　1学年募集定員／100人

教育のあらゆる機会を網羅し、社会の根幹を支える人材の育成に努めます。

■文学科　1学年募集定員／155人
■芸術学科　1学年募集定員／100人
■文化・歴史学科　1学年募集定員／120人

■英語コミュニケーション学科
1学年募集定員／80人

■経営学科　1学年募集定員／510人
■商学科　1学年募集定員／350人
■会計学科　1学年募集定員／150人

■キャリア・マネジメント学科
1学年募集定員／150人

■農業生産科学科　1学年募集定員／110人
■水産学科（JABEE 認定）　1学年募集定員／110人
■応用生命化学科　1学年募集定員／110人
■食品栄養学科《管理栄養士養成課程》　1学年募集定員／70人

■環境管理学科
　1学年募集定員／110人
■バイオサイエンス学科
　1学年募集定員／110人

■生物工学科　1学年募集定員／70人
■遺伝子工学科　1学年募集定員／70人
■食品安全工学科　1学年募集定員／70人
■システム生命科学科　1学年募集定員／70人

■人間工学科
　1学年募集定員／70人
■医用工学科
　1学年募集定員／50人
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学部情報

総合力こそが、近畿大学の誇り。

法学部

激変する社会に生かせる法知識を修得し
「リーガルマインド」と「専門性」を養う
■法律学科　1学年募集定員／390人
■政策法学科　1学年募集定員／290人

文 芸 学 部

文学、芸術、文化、コミュニケーション…人間の営みにアプローチし、
独自の創造活動へつなげる

薬 学 部

恵まれた環境を生かしたカリキュラムで
時代が求める薬のエキスパートを育成
■医療薬学科（6年制）　1学年募集定員／150人
■創薬科学科（4年制）　1学年募集定員／30人

建 築 学 部

“つくる” 建築学から “つくり・守り・育てる” 建築学へ
■建築学科　1学年募集定員／240人

理 工 学 部

発見から創造的発信へ。自ら研究課題を発掘し、解決する力を身につける

経 営 学 部

総合的、実践的にビジネスにアプローチし、
新時代のビジネスパーソンを育成

経 済 学 部

経済学の理論を理解し、実際を学ぶ。
実学精神が生きるカリキュラム
■経済学科　1学年募集定員／350人
■総合経済政策学科　1学年募集定員／150人
■国際経済学科　1学年募集定員／150人

総合社会学部

社会学、心理学、環境学…多様な視点と解決力を養い
現代社会が直面する複雑な問題群に向き合う人材を育成
■総合社会学科　1学年募集定員／450人

農 学 部

「人類の生活を、いかに豊かにするか」をテーマに、21世紀の諸問題に向き合う力をつける

短 期 大 学 部

ビジネスに必要な知識と能力を、2年間で身につける
■商経科　1学年募集定員／80人

産業理工学部

人間のための工学実現に向け、文理の領域を超えてチャレンジする

工 学 部

自然や環境にもやさしい、21世紀の工学技術者を育成する

生物理工学部

生物が秘める優れた能力を、社会に役立つ先端技術に結実させる

医 学 部

高度な医学知識と医療技術だけでなく、
人間愛を持った医療人を育てる
■医学科　1学年募集定員／105人

■理学科　1学年募集定員／180人
■生命科学科　1学年募集定員／80人
■応用化学科（JABEE 認定）1学年募集定員／110人
■機械工学科　1学年募集定員／180人

■電気電子工学科　1学年募集定員／170人
■社会環境工学科　1学年募集定員／70人
（新カリキュラムにてJABEE受審予定）

■情報学科　1学年募集定員／170人

■生物化学工学科　1学年募集定員／70人
■機械工学科　1学年募集定員／90人
■知能機械工学科（JABEE申請予定）1学年募集定員／70人
■電子情報工学科（JABEE申請予定）1学年募集定員／70人

■情報システム工学科
（JABEE申請予定）1学年募集定員／70人
■建築学科
（JABEE 認定）1学年募集定員／90人

■生物環境化学科　1学年募集定員／60人
■電気通信工学科　1学年募集定員／60人
■建築・デザイン学科　1学年募集定員／80人
■情報学科　1学年募集定員／60人

■経営ビジネス学科　1学年募集定員／100人

教育のあらゆる機会を網羅し、社会の根幹を支える人材の育成に努めます。

■文学科　1学年募集定員／155人
■芸術学科　1学年募集定員／100人
■文化・歴史学科　1学年募集定員／120人

■英語コミュニケーション学科
1学年募集定員／80人

■経営学科　1学年募集定員／510人
■商学科　1学年募集定員／350人
■会計学科　1学年募集定員／150人

■キャリア・マネジメント学科
1学年募集定員／150人

■農業生産科学科　1学年募集定員／110人
■水産学科（JABEE 認定）　1学年募集定員／110人
■応用生命化学科　1学年募集定員／110人
■食品栄養学科《管理栄養士養成課程》　1学年募集定員／70人

■環境管理学科
　1学年募集定員／110人
■バイオサイエンス学科
　1学年募集定員／110人

■生物工学科　1学年募集定員／70人
■遺伝子工学科　1学年募集定員／70人
■食品安全工学科　1学年募集定員／70人
■システム生命科学科　1学年募集定員／70人

■人間工学科
　1学年募集定員／70人
■医用工学科
　1学年募集定員／50人
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平成22年度 月別事業経過概要（4月～3月）

4月
会議 （１） 4月  4日（日） 執行部会議

（２） 4月  9日（金） 特別委員会
（３） 4月 16日（金） 会計監査
（４） 4月 16日（金） 執行部会議
（５） 4月 24日（土） 執行部会議
（６） 4月 24日（土） 顧問・相談役・参与会議

2号 （１） 4月 10日（土） 香芝支部総会 「オプトボールタカダ」
（２） 4月 10日（土） 新宮東牟婁支部総会 ｢かわゐ｣
（３） 4月 11日（日） 神戸支部総会 「神戸東急イン」
（４） 4月 11日（日） 尼崎支部総会 「ホテルニューアルカイック」
（５） 4月 28日（水） 守口市役所支部総会 「大乃や」

6号 （１） 4月 14日（水） 会則審議委員会
7号 校友会員の整備蓄積
11号 （１） 4月  3日（土） 本部・農学部・医学部入学式

（２） 4月  6日（火） 九州短期大学入学式

5月
会議 （１） 5月 14日（金） 執行部会議

（２） 5月 14日（金） 常任幹事会議
（３） 5月 29日（土） 執行部会議
（４） 5月 29日（土） 幹事会議

1号 （１） 5月 19日（水） 総会実行委員会
2号 （１） 5月  5日（水） 大阪狭山支部総会　　 ｢かんぽの宿　赤穂｣

（２） 5月  7日（金） 池田支部総会 「魚清本店」
（３） 5月 15日（土） 香川県支部総会 「ホテルニューフロンティア」
（４） 5月 15日（土） 川西・猪名川支部総会 「かぐらざか」
（５） 5月 16日（日） 広島芸南支部総会 「グリーンピアせとうち」
（６） 5月 21日（金） 尼崎市役所支部総会 「尼崎市総合文化センター」
（７） 5月 22日（土） 西宮支部総会 「ノボテル甲子園」
（８） 5月 22日（土） 通信教育部同窓会総会 「近畿大学１１月ホール食堂」
（９） 5月 23日（日） 富田林市支部総会 「グランドホテル二葉」
（１０） 5月 23日（日） 大阪市平野支部総会 「料亭　新宿」
（１１） 5月 26日（水） 和歌山市役所支部総会 「アバローム紀の国」
（１２） 5月 28日（金） 大末建設支部総会 「鳥よし茶屋」

3号 （１） 5月 22日（土） 支援団体地区リーダーズ役員会
7号 校友会員の整備蓄積

6月
会議 （１） 6月 11日（金） 特別委員会

（２） 6月 26日（土） 執行部会議
2号 （１） 6月  4日（金） 中華民国在日支部総会　　 「スイスホテル南海大阪」

（２） 6月  5日（土） 岡山支部総会 「岡山プラザホテル」
（３） 6月  5日（土） 産業理工学部・九州短期大学合同同窓会総会 「ことぶきかいかん」
（４） 6月  6日（日） 泉佐野支部総会 「岸和田浪切ホール」
（５） 6月  6日（日） 泉南支部総会 「岸和田浪切ホール」
（６） 6月  6日（日） 貝塚支部総会　　 「岸和田浪切ホール」
（７） 6月  6日（日） 岸和田・忠岡支部総会 「岸和田浪切ホール」
（８） 6月  6日（日） 愛知県支部総会　　 「ホテルアソシア名古屋ターミナル」
（９） 6月 19日（土） 和歌山県御坊支部総会 「株式会社　花ご坊」
（１０） 6月 25日（金） 羽曳野市役所支部総会 「びっぐじょう　ちゃんこ場店」
（１１） 6月 27日（日） 東大阪支部総会 「ホテルセイリュウ」
（１２） 6月 27日（日） 河内長野支部総会 「河内長野荘」

5号 （１） 6月  6日（日） 九州地区新卒業生歓迎会

議案号数 概　　　　　　　　要

6月
（２） 6月 13日（日） 東海地区新卒業生歓迎会

7号 校友会員の整備蓄積
9号 （１） 6月 22日（火） 事業準備委員会　
10号 （１） 6月 19日（土） 体育会相撲部創部 85 周年記念式典祝賀会
11号 （１） 6月  6日（日） 近畿大学フェア 2010（福岡）

（２） 6月 13日（日） 近畿大学フェア 2010（名古屋）

7月
会議 （１） 7月 30日（金） 特別委員会

（２） 7月 31日（土） 執行部会議
1号 （１） 7月 12日（月） 総会実行委員会
2号 （１） 7月  3日（土） 岡山県東備支部総会 「割烹旅館　もち月」

（２） 7月  4日（日） 岐阜県支部総会 「岐阜キャッスルイン」
（３） 7月  4日（日） 柏原支部結成 15 周年記念総会 「サンヒル柏原」
（４） 7月  7日（水） 大阪青年会議所支部総会 「堂島ホテル」
（５） 7月 10日（土） 鹿児島県支部総会 「ホテルウェルビューかごしま」
（６） 7月 16日（金） 三宝電機支部総会 「うまいもん酒場」
（７） 7月 18日（日） 但馬支部総会 「ホテル大丸」
（８） 7月 24日（土） 静岡県支部総会 「クーポール会館」
（９） 7月 25日（日） 愛媛県東予中予支部総会 「今治国際ホテル」
（１０） 7月 28日（水） 宮城県支部総会 「ホテル仙台プラザ」

5号 （１） 7月 17日（土） 関東地区新卒業生歓迎会
（２） 7月 26日（月） 広報出版委員会

7号 校友会員の整備蓄積
11号 （１） 7月 10日（土） 近畿大学フェア 2010（鹿児島）

（２） 7月 17日（土） 近畿大学フェア 2010（東京）

8月
会議 （１） 8月 29日（日） 執行部会議
1号 （１） 8月 26日（木） 総会実行委員会
2号 （１） 8月 21日（土） 福井県支部総会 「アオッサ」

（２） 8月 21日（土） 摂河泉 JC 支部総会 「み奈美亭」
（３） 8月 28日（土） 北海道総支部総会 「札幌ファクトリーホール」

7号 校友会員の整備蓄積
11号 （１） 8月 28日（土） 近畿大学フェア 2010（札幌）

9月
会議 （１） 9月  3日（金） 特別委員会

（２） 9月  4日（土） 執行部会議
2号 （１） 9月  4日（土） 支部長・同窓会長会 「シェラトン都ホテル大阪」

（２） 9月  5日（日） 徳島県支部総会 「ホテルクレメント徳島」
（３） 9月 11日（土） 大阪市港支部総会 「焼肉ホルモンたろちゃん」
（４） 9月 18日（土） 東京支部総会 「主婦会館プラザエフ」

（５） 9月 23日（木） 文芸学部同窓会総会
「本部キャンパス
BLOSSOM CAFÉ」

（６） 9月 25日（土） 台湾支部総会 「王朝大酒店」
（７） 9月 29日（水） 三菱電機グループ支部総会 「三菱電機㈱関西支社」

4号 校友会終身会費の徴収
5号 （１） 9月 20日（月） 中国地区新卒業生歓迎会
7号 校友会員の整備蓄積
9号 （１） 9月 16日（木） 事業準備委員会
11号 （１） 9月  5日（日） 近畿大学フェア 2010（徳島）

（２） 9月 20日（月） 近畿大学フェア 2010（広島）
（３） 9月 25日（土） 近畿大学公開講座 30 周年記念講演（台湾）

10月
会議 （１） 10月  9日（土） 執行部会議
1号 （１） 10月  7日（木） 総会実行委員会・事業準備委員会

議案号数 概　　　　　　　　要

近畿大学校友会報 vol .47（平成23年10月16日）

3837

p37_40.indd   37-38 2011/11/24   11:39:07



平成22年度 月別事業経過概要（4月～3月）

4月
会議 （１） 4月  4日（日） 執行部会議

（２） 4月  9日（金） 特別委員会
（３） 4月 16日（金） 会計監査
（４） 4月 16日（金） 執行部会議
（５） 4月 24日（土） 執行部会議
（６） 4月 24日（土） 顧問・相談役・参与会議

2号 （１） 4月 10日（土） 香芝支部総会 「オプトボールタカダ」
（２） 4月 10日（土） 新宮東牟婁支部総会 ｢かわゐ｣
（３） 4月 11日（日） 神戸支部総会 「神戸東急イン」
（４） 4月 11日（日） 尼崎支部総会 「ホテルニューアルカイック」
（５） 4月 28日（水） 守口市役所支部総会 「大乃や」

6号 （１） 4月 14日（水） 会則審議委員会
7号 校友会員の整備蓄積
11号 （１） 4月  3日（土） 本部・農学部・医学部入学式

（２） 4月  6日（火） 九州短期大学入学式

5月
会議 （１） 5月 14日（金） 執行部会議

（２） 5月 14日（金） 常任幹事会議
（３） 5月 29日（土） 執行部会議
（４） 5月 29日（土） 幹事会議

1号 （１） 5月 19日（水） 総会実行委員会
2号 （１） 5月  5日（水） 大阪狭山支部総会　　 ｢かんぽの宿　赤穂｣

（２） 5月  7日（金） 池田支部総会 「魚清本店」
（３） 5月 15日（土） 香川県支部総会 「ホテルニューフロンティア」
（４） 5月 15日（土） 川西・猪名川支部総会 「かぐらざか」
（５） 5月 16日（日） 広島芸南支部総会 「グリーンピアせとうち」
（６） 5月 21日（金） 尼崎市役所支部総会 「尼崎市総合文化センター」
（７） 5月 22日（土） 西宮支部総会 「ノボテル甲子園」
（８） 5月 22日（土） 通信教育部同窓会総会 「近畿大学１１月ホール食堂」
（９） 5月 23日（日） 富田林市支部総会 「グランドホテル二葉」
（１０） 5月 23日（日） 大阪市平野支部総会 「料亭　新宿」
（１１） 5月 26日（水） 和歌山市役所支部総会 「アバローム紀の国」
（１２） 5月 28日（金） 大末建設支部総会 「鳥よし茶屋」

3号 （１） 5月 22日（土） 支援団体地区リーダーズ役員会
7号 校友会員の整備蓄積

6月
会議 （１） 6月 11日（金） 特別委員会

（２） 6月 26日（土） 執行部会議
2号 （１） 6月  4日（金） 中華民国在日支部総会　　 「スイスホテル南海大阪」

（２） 6月  5日（土） 岡山支部総会 「岡山プラザホテル」
（３） 6月  5日（土） 産業理工学部・九州短期大学合同同窓会総会 「ことぶきかいかん」
（４） 6月  6日（日） 泉佐野支部総会 「岸和田浪切ホール」
（５） 6月  6日（日） 泉南支部総会 「岸和田浪切ホール」
（６） 6月  6日（日） 貝塚支部総会　　 「岸和田浪切ホール」
（７） 6月  6日（日） 岸和田・忠岡支部総会 「岸和田浪切ホール」
（８） 6月  6日（日） 愛知県支部総会　　 「ホテルアソシア名古屋ターミナル」
（９） 6月 19日（土） 和歌山県御坊支部総会 「株式会社　花ご坊」
（１０） 6月 25日（金） 羽曳野市役所支部総会 「びっぐじょう　ちゃんこ場店」
（１１） 6月 27日（日） 東大阪支部総会 「ホテルセイリュウ」
（１２） 6月 27日（日） 河内長野支部総会 「河内長野荘」

5号 （１） 6月  6日（日） 九州地区新卒業生歓迎会

議案号数 概　　　　　　　　要

6月
（２） 6月 13日（日） 東海地区新卒業生歓迎会

7号 校友会員の整備蓄積
9号 （１） 6月 22日（火） 事業準備委員会　
10号 （１） 6月 19日（土） 体育会相撲部創部 85 周年記念式典祝賀会
11号 （１） 6月  6日（日） 近畿大学フェア 2010（福岡）

（２） 6月 13日（日） 近畿大学フェア 2010（名古屋）

7月
会議 （１） 7月 30日（金） 特別委員会

（２） 7月 31日（土） 執行部会議
1号 （１） 7月 12日（月） 総会実行委員会
2号 （１） 7月  3日（土） 岡山県東備支部総会 「割烹旅館　もち月」

（２） 7月  4日（日） 岐阜県支部総会 「岐阜キャッスルイン」
（３） 7月  4日（日） 柏原支部結成 15 周年記念総会 「サンヒル柏原」
（４） 7月  7日（水） 大阪青年会議所支部総会 「堂島ホテル」
（５） 7月 10日（土） 鹿児島県支部総会 「ホテルウェルビューかごしま」
（６） 7月 16日（金） 三宝電機支部総会 「うまいもん酒場」
（７） 7月 18日（日） 但馬支部総会 「ホテル大丸」
（８） 7月 24日（土） 静岡県支部総会 「クーポール会館」
（９） 7月 25日（日） 愛媛県東予中予支部総会 「今治国際ホテル」
（１０） 7月 28日（水） 宮城県支部総会 「ホテル仙台プラザ」

5号 （１） 7月 17日（土） 関東地区新卒業生歓迎会
（２） 7月 26日（月） 広報出版委員会

7号 校友会員の整備蓄積
11号 （１） 7月 10日（土） 近畿大学フェア 2010（鹿児島）

（２） 7月 17日（土） 近畿大学フェア 2010（東京）

8月
会議 （１） 8月 29日（日） 執行部会議
1号 （１） 8月 26日（木） 総会実行委員会
2号 （１） 8月 21日（土） 福井県支部総会 「アオッサ」

（２） 8月 21日（土） 摂河泉 JC 支部総会 「み奈美亭」
（３） 8月 28日（土） 北海道総支部総会 「札幌ファクトリーホール」

7号 校友会員の整備蓄積
11号 （１） 8月 28日（土） 近畿大学フェア 2010（札幌）

9月
会議 （１） 9月  3日（金） 特別委員会

（２） 9月  4日（土） 執行部会議
2号 （１） 9月  4日（土） 支部長・同窓会長会 「シェラトン都ホテル大阪」

（２） 9月  5日（日） 徳島県支部総会 「ホテルクレメント徳島」
（３） 9月 11日（土） 大阪市港支部総会 「焼肉ホルモンたろちゃん」
（４） 9月 18日（土） 東京支部総会 「主婦会館プラザエフ」

（５） 9月 23日（木） 文芸学部同窓会総会
「本部キャンパス
BLOSSOM CAFÉ」

（６） 9月 25日（土） 台湾支部総会 「王朝大酒店」
（７） 9月 29日（水） 三菱電機グループ支部総会 「三菱電機㈱関西支社」

4号 校友会終身会費の徴収
5号 （１） 9月 20日（月） 中国地区新卒業生歓迎会
7号 校友会員の整備蓄積
9号 （１） 9月 16日（木） 事業準備委員会
11号 （１） 9月  5日（日） 近畿大学フェア 2010（徳島）

（２） 9月 20日（月） 近畿大学フェア 2010（広島）
（３） 9月 25日（土） 近畿大学公開講座 30 周年記念講演（台湾）

10月
会議 （１） 10月  9日（土） 執行部会議
1号 （１） 10月  7日（木） 総会実行委員会・事業準備委員会

議案号数 概　　　　　　　　要
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10月
（２） 10月 17日（日） 平成 22 年度定期総会 「シェラトン都ホテル大阪」

2号 （１） 10月  2日（土） 熊本県支部総会 「アークホテル熊本」
（２） 10月  2日（土） 大阪市阿倍野支部総会 「湊町リバープレイス桟橋」
（３） 10月  7日（木） 日経サービス支部総会 「割烹　艮」
（４） 10月 13日（水） 近畿地方整備局支部総会 「大阪弥生会館」
（５） 10月 16日（土） 石川県支部総会 「金沢スカイホテル」
（６） 10月 16日（土） 尾道支部総会 「グリーンヒルホテル尾道」
（７） 10月 22日（金） 奥村土木支部総会 「ホテル大阪ベイタワー」
（８） 10月 22日（金） 長崎県支部総会 「長崎新聞文化ホールアストピア」
（９） 10月 30日（土） 工学部同窓会総会 「工学部キャンパス」

4号 校友会終身会費の徴収
6号 （１） 10月  5日（火） 会則審議委員会（委員長・副委員長会）

（２） 10月 28日（木） 会則審議委員会
7号 校友会員の整備蓄積

11月
会議 （１） 11月 19日（金） 特別委員会
1号 （１） 11月 24日（水） 総会実行委員会・事業準備委員会
2号 （１） 11月  6日（土） 愛媛県南予支部総会 「宇和島国際ホテル」

（２） 11月  6日（土） 高槻・島本支部総会 「つきの井」
（３） 11月  7日（日） 北九州支部総会 「ステーションホテル小倉」
（４） 11月 13日（土） 富山県支部総会 「富山電気ビル」
（５） 11月 13日（土） 医学部同窓会総会 「ザ・リッツカールトン大阪」
（６） 11月 19日（金） 堺市役所支部総会 「ホテルサンプラザ」
（７） 11月 21日（日） 沖縄県支部総会 「パシフィックホテル沖縄」
（８） 11月 24日（水） 大阪府庁支部総会 「以和貴荘」
（９） 11月 27日（土） 生物理工学部同窓会総会 「生物理工学部キャンパス3号館」
（１０） 11月 27日（土） 近大クラブ（高・中校の部）支部総会 「蓬莱本館」
（１１） 11月 27日（土） 佐賀県支部総会 「佐賀ワシントンホテルプラザ」
（１２） 11月 27日（土） 韓国支部総会 「ソウル東寶城」

3号 （１） 11月 19日（金） 支援団体地区リーダーズ役員会
4号 校友会終身会費の徴収
5号 （１） 11月 13日（土） 関西地区新卒業生歓迎会
6号 （１） 11月 26日（金） 会則審議委員会小委員会
7号 校友会員の整備蓄積
10号 （１） 11月 21日（日） 近畿大学体育会少林寺拳法部創部 50 周年記念式典
11号 （１） 11月 10日（水） 近畿大学リエゾンセンター設立 10 周年記念研究成果・技術発表会

12月
会議 （１） 12月  3日（金） 執行部会議

（２） 12月 14日（火） 国際交流委員会
2号 （１） 12月 4日（土） 法科大学院同窓会総会 「本部キャンパス　B館」

（２） 12月 11日（土） 福岡支部総会 「ソラリア西鉄ホテル」
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積

1月
会議 （１） 1月 19日（水） 執行部会議

（２） 1月 21日（金） 特別委員会
2号 （１） 1月 21日（金） 大阪国税局支部総会 「大北京」

（２） 1月 27日（木） 大東市役所支部総会 「新地　ふぐ好」
（３） 1月 29日（土） 八尾市役所支部総会 「有馬温泉　欽山」
（４） 1月 29日（土） 大阪府内特定行政庁 OB 会支部総会 「枚方宿 屋資料館」
（５） 1月 29日（土） 大阪市生野支部総会 「中華・海鮮飲茶　王朝」

4号 校友会終身会費の徴収

議案号数 概　　　　　　　　要

1月
6号 （１） 1月 26日（水） 会則審議委員会
7号 校友会員の整備蓄積
8号 （１） 1月 18日（火） 厚生委員会

2月
会議 （１） 2月  5日（土） 執行部会議
1号 （１） 2月 22日（火） 総会実行委員会
2号 （１） 2月  4日（金） 大津市役所支部総会 「大清」

（２） 2月  4日（金） 東大阪市役所支部総会 「KKRホテル大阪」
（３） 2月  5日（土） 高槻市役所支部総会 「南紀白浜温泉　むさし」
（４） 2月 10日（木） 大阪市小若江会支部総会 「東映ホテル」
（５） 2月 11日（金） 滋賀県庁支部総会 「ホテルボストンプラザ草津」
（６） 2月 16日（水） 寝屋川市役所支部総会 「がんこ　寝屋川店」
（７） 2月 19日（土） 赤穂支部総会 「三弥」
（８） 2月 19日（土） 環境緑化支部総会 「KKRホテル大阪」
（９） 2月 26日（土） 寝屋川支部総会 「がんこ寿司　寝屋川店」
（１０） 2月 27日（日） 姫路支部総会 「総社会館」

3号 （１） 2月 26日（土） 全国経済産業リーダーズクラブ総会
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積
10号 （１） 2月  5日（土） 全日本大学総合卓球選手権大会優勝祝賀会

（２） 2月 19日（土） 第 88 回全国学生相撲選手権大会優勝祝賀会
（３） 2月 26日（土） 体育会空手道部創部 65 周年記念祝賀会ならびに平成 22 年度優勝祝賀会

11号 （１） 2月 19日（土） 工業高等専門学校卒業式

3月
会議 （１） 3月 12日（土） 執行部会議

（２） 3月 25日（金） 特別委員会
2号 （１） 3月  6日（日） 堺支部総会 「ホテルサンプラザ」

（２） 3月 11日（金） 住友電設支部総会 「中国割烹　敦煌」
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積
11号 （１） 3月  1日（火） 附属看護専門学校卒業式

（２） 3月  6日（日） 九州短期大学卒業式
（３） 3月 14日（月） 工学部卒業式
（４） 3月 16日（水） 産業理工学部卒業式
（５） 3月 17日（木） 生物理工学部卒業式
（６） 3月 19日（土） 本部・農学部・医学部卒業式
（７） 3月 22日（火） 法科大学院・大学院修了式

議案号数 概　　　　　　　　要
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10月
（２） 10月 17日（日） 平成 22 年度定期総会 「シェラトン都ホテル大阪」

2号 （１） 10月  2日（土） 熊本県支部総会 「アークホテル熊本」
（２） 10月  2日（土） 大阪市阿倍野支部総会 「湊町リバープレイス桟橋」
（３） 10月  7日（木） 日経サービス支部総会 「割烹　艮」
（４） 10月 13日（水） 近畿地方整備局支部総会 「大阪弥生会館」
（５） 10月 16日（土） 石川県支部総会 「金沢スカイホテル」
（６） 10月 16日（土） 尾道支部総会 「グリーンヒルホテル尾道」
（７） 10月 22日（金） 奥村土木支部総会 「ホテル大阪ベイタワー」
（８） 10月 22日（金） 長崎県支部総会 「長崎新聞文化ホールアストピア」
（９） 10月 30日（土） 工学部同窓会総会 「工学部キャンパス」

4号 校友会終身会費の徴収
6号 （１） 10月  5日（火） 会則審議委員会（委員長・副委員長会）

（２） 10月 28日（木） 会則審議委員会
7号 校友会員の整備蓄積

11月
会議 （１） 11月 19日（金） 特別委員会
1号 （１） 11月 24日（水） 総会実行委員会・事業準備委員会
2号 （１） 11月  6日（土） 愛媛県南予支部総会 「宇和島国際ホテル」

（２） 11月  6日（土） 高槻・島本支部総会 「つきの井」
（３） 11月  7日（日） 北九州支部総会 「ステーションホテル小倉」
（４） 11月 13日（土） 富山県支部総会 「富山電気ビル」
（５） 11月 13日（土） 医学部同窓会総会 「ザ・リッツカールトン大阪」
（６） 11月 19日（金） 堺市役所支部総会 「ホテルサンプラザ」
（７） 11月 21日（日） 沖縄県支部総会 「パシフィックホテル沖縄」
（８） 11月 24日（水） 大阪府庁支部総会 「以和貴荘」
（９） 11月 27日（土） 生物理工学部同窓会総会 「生物理工学部キャンパス3号館」
（１０） 11月 27日（土） 近大クラブ（高・中校の部）支部総会 「蓬莱本館」
（１１） 11月 27日（土） 佐賀県支部総会 「佐賀ワシントンホテルプラザ」
（１２） 11月 27日（土） 韓国支部総会 「ソウル東寶城」

3号 （１） 11月 19日（金） 支援団体地区リーダーズ役員会
4号 校友会終身会費の徴収
5号 （１） 11月 13日（土） 関西地区新卒業生歓迎会
6号 （１） 11月 26日（金） 会則審議委員会小委員会
7号 校友会員の整備蓄積
10号 （１） 11月 21日（日） 近畿大学体育会少林寺拳法部創部 50 周年記念式典
11号 （１） 11月 10日（水） 近畿大学リエゾンセンター設立 10 周年記念研究成果・技術発表会

12月
会議 （１） 12月  3日（金） 執行部会議

（２） 12月 14日（火） 国際交流委員会
2号 （１） 12月 4日（土） 法科大学院同窓会総会 「本部キャンパス　B館」

（２） 12月 11日（土） 福岡支部総会 「ソラリア西鉄ホテル」
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積

1月
会議 （１） 1月 19日（水） 執行部会議

（２） 1月 21日（金） 特別委員会
2号 （１） 1月 21日（金） 大阪国税局支部総会 「大北京」

（２） 1月 27日（木） 大東市役所支部総会 「新地　ふぐ好」
（３） 1月 29日（土） 八尾市役所支部総会 「有馬温泉　欽山」
（４） 1月 29日（土） 大阪府内特定行政庁 OB 会支部総会 「枚方宿 屋資料館」
（５） 1月 29日（土） 大阪市生野支部総会 「中華・海鮮飲茶　王朝」

4号 校友会終身会費の徴収

議案号数 概　　　　　　　　要

1月
6号 （１） 1月 26日（水） 会則審議委員会
7号 校友会員の整備蓄積
8号 （１） 1月 18日（火） 厚生委員会

2月
会議 （１） 2月  5日（土） 執行部会議
1号 （１） 2月 22日（火） 総会実行委員会
2号 （１） 2月  4日（金） 大津市役所支部総会 「大清」

（２） 2月  4日（金） 東大阪市役所支部総会 「KKRホテル大阪」
（３） 2月  5日（土） 高槻市役所支部総会 「南紀白浜温泉　むさし」
（４） 2月 10日（木） 大阪市小若江会支部総会 「東映ホテル」
（５） 2月 11日（金） 滋賀県庁支部総会 「ホテルボストンプラザ草津」
（６） 2月 16日（水） 寝屋川市役所支部総会 「がんこ　寝屋川店」
（７） 2月 19日（土） 赤穂支部総会 「三弥」
（８） 2月 19日（土） 環境緑化支部総会 「KKRホテル大阪」
（９） 2月 26日（土） 寝屋川支部総会 「がんこ寿司　寝屋川店」
（１０） 2月 27日（日） 姫路支部総会 「総社会館」

3号 （１） 2月 26日（土） 全国経済産業リーダーズクラブ総会
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積
10号 （１） 2月  5日（土） 全日本大学総合卓球選手権大会優勝祝賀会

（２） 2月 19日（土） 第 88 回全国学生相撲選手権大会優勝祝賀会
（３） 2月 26日（土） 体育会空手道部創部 65 周年記念祝賀会ならびに平成 22 年度優勝祝賀会

11号 （１） 2月 19日（土） 工業高等専門学校卒業式

3月
会議 （１） 3月 12日（土） 執行部会議

（２） 3月 25日（金） 特別委員会
2号 （１） 3月  6日（日） 堺支部総会 「ホテルサンプラザ」

（２） 3月 11日（金） 住友電設支部総会 「中国割烹　敦煌」
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積
11号 （１） 3月  1日（火） 附属看護専門学校卒業式

（２） 3月  6日（日） 九州短期大学卒業式
（３） 3月 14日（月） 工学部卒業式
（４） 3月 16日（水） 産業理工学部卒業式
（５） 3月 17日（木） 生物理工学部卒業式
（６） 3月 19日（土） 本部・農学部・医学部卒業式
（７） 3月 22日（火） 法科大学院・大学院修了式

議案号数 概　　　　　　　　要
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一 般 会 計

歳入の部 （単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 摘 要

繰 越 金 51,879,816 51,879,816 0

会 費 39,500,000 44,270,000 △ 4,770,000 既卒者 5名、新卒者4,422 名

カード事業特別会計繰入金 3,342,214 3,349,509 △ 7,295 カ－ド事業廃止による特別会計繰入金

定期総会会費 10,000,000 9,160,000 840,000 チケット収入（916 枚）

雑 収 入 700,000 1,563,566 △ 863,566 役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等

前年度末前受金 △ 39,470,000 0 △ 39,470,000

合 計 65,952,030 110,222,891 △ 44,270,861

平成22年度歳入歳出決算書（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） 平成23年度歳入歳出予算書（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
歳入の部 110,222,891 歳出の部 61,256,905 次年度繰越金 48,965,986

歳出の部 （単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 摘 要

会議・会合費 4,000,000 3,974,804 25,196 各種会議・委員会会合費等

通 信 費 3,000,000 2,869,065 130,935 各種会議・各種委員会通知・電話料・終身会費案内等

印 刷 費 4,500,000 4,334,215 165,785 各種印刷等

広 報 費 1,000,000 928,804 71,196 定期総会宣伝費・ホームページ維持費等

人 件 費 3,000,000 2,725,207 274,793 人材派遣給与・アルバイト等

助 成 金 10,000,000 9,976,590 23,410 各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

備 品 費 1,500,000 380,160 1,119,840 パソコン等

消 耗 品 費 200,000 199,802 198 事務消耗品費等

支部・同窓会費 4,500,000 4,462,950 37,050 支部祝金等

出 張 費 5,000,000 4,677,079 322,921 支部総会出張旅費等

定期総会費 10,000,000 9,962,613 37,387 定期総会経費

電算委託費 3,000,000 765,835 2,234,165 デ－タ管理・システム維持費等

会費振込手数料 20,000 120 19,880 振込手数料

雑 費 6,000,000 5,999,661 339 バッジ・グッズ・慶弔費等

予 備 費 232,030 0 232,030 

小 計 55,952,030 51,256,905 4,695,125 
各種事業準備積立金
特別会計繰出金 10,000,000 10,000,000 0

合 計 65,952,030 61,256,905 4,695,125 

歳入の部
（単位：円）

科 目 予　算　額 摘 要

繰 越 金 48,965,986 

会 費 45,000,000 会費納入予定者（ 4,500 人）

定期総会会費 12,000,000 チケット収入　 （ 1,200 枚）

雑 収 入 2,000,000 役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等

前年度末前受金 △ 44,220,000

特別会計繰入金 5,000,000

合 計 68,745,986 

歳出の部
（単位：円）

科 目 予　算　額 摘 要

会議・会合費 4,000,000 各種会議・委員会会合費等

通 信 費 3,000,000 各種会議・各種委員会通知・電話料・終身会費案内等

印 刷 費 9,000,000 役員名簿印刷・各種印刷等

広 報 費 1,000,000 定期総会宣伝費・ホームペ－ジ維持費等

人 件 費 3,500,000 人材派遣給与・アルバイト等

助 成 費 12,000,000 各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

備 品 費 500,000 パソコン等

消 耗 品 費 200,000 事務消耗品費等

支部・同窓会費 4,500,000 支部祝金等

出 張 費 6,000,000 支部総会出張旅費等

定期総会費 12,000,000 定期総会経費

電算委託費 1,000,000 デ－タ管理・システム維持費等

会費振込手数料 20,000 振込手数料

雑 費 7,000,000 バッジ・グッズ・慶弔費等

予 備 費 5,025,986 

合 計 68,745,986 
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一 般 会 計

歳入の部 （単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 摘 要

繰 越 金 51,879,816 51,879,816 0

会 費 39,500,000 44,270,000 △ 4,770,000 既卒者 5名、新卒者4,422 名

カード事業特別会計繰入金 3,342,214 3,349,509 △ 7,295 カ－ド事業廃止による特別会計繰入金

定期総会会費 10,000,000 9,160,000 840,000 チケット収入（916 枚）

雑 収 入 700,000 1,563,566 △ 863,566 役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等

前年度末前受金 △ 39,470,000 0 △ 39,470,000

合 計 65,952,030 110,222,891 △ 44,270,861

平成22年度歳入歳出決算書（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） 平成23年度歳入歳出予算書（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
歳入の部 110,222,891 歳出の部 61,256,905 次年度繰越金 48,965,986

歳出の部 （単位：円）

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 摘 要

会議・会合費 4,000,000 3,974,804 25,196 各種会議・委員会会合費等

通 信 費 3,000,000 2,869,065 130,935 各種会議・各種委員会通知・電話料・終身会費案内等

印 刷 費 4,500,000 4,334,215 165,785 各種印刷等

広 報 費 1,000,000 928,804 71,196 定期総会宣伝費・ホームページ維持費等

人 件 費 3,000,000 2,725,207 274,793 人材派遣給与・アルバイト等

助 成 金 10,000,000 9,976,590 23,410 各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

備 品 費 1,500,000 380,160 1,119,840 パソコン等

消 耗 品 費 200,000 199,802 198 事務消耗品費等

支部・同窓会費 4,500,000 4,462,950 37,050 支部祝金等

出 張 費 5,000,000 4,677,079 322,921 支部総会出張旅費等

定期総会費 10,000,000 9,962,613 37,387 定期総会経費

電算委託費 3,000,000 765,835 2,234,165 デ－タ管理・システム維持費等

会費振込手数料 20,000 120 19,880 振込手数料

雑 費 6,000,000 5,999,661 339 バッジ・グッズ・慶弔費等

予 備 費 232,030 0 232,030 

小 計 55,952,030 51,256,905 4,695,125 
各種事業準備積立金
特別会計繰出金 10,000,000 10,000,000 0

合 計 65,952,030 61,256,905 4,695,125 

歳入の部
（単位：円）

科 目 予　算　額 摘 要

繰 越 金 48,965,986 

会 費 45,000,000 会費納入予定者（ 4,500 人）

定期総会会費 12,000,000 チケット収入　 （ 1,200 枚）

雑 収 入 2,000,000 役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等

前年度末前受金 △ 44,220,000

特別会計繰入金 5,000,000

合 計 68,745,986 

歳出の部
（単位：円）

科 目 予　算　額 摘 要

会議・会合費 4,000,000 各種会議・委員会会合費等

通 信 費 3,000,000 各種会議・各種委員会通知・電話料・終身会費案内等

印 刷 費 9,000,000 役員名簿印刷・各種印刷等

広 報 費 1,000,000 定期総会宣伝費・ホームペ－ジ維持費等

人 件 費 3,500,000 人材派遣給与・アルバイト等

助 成 費 12,000,000 各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

備 品 費 500,000 パソコン等

消 耗 品 費 200,000 事務消耗品費等

支部・同窓会費 4,500,000 支部祝金等

出 張 費 6,000,000 支部総会出張旅費等

定期総会費 12,000,000 定期総会経費

電算委託費 1,000,000 デ－タ管理・システム維持費等

会費振込手数料 20,000 振込手数料

雑 費 7,000,000 バッジ・グッズ・慶弔費等

予 備 費 5,025,986 

合 計 68,745,986 
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