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世耕　弘成近畿大学校友会 名誉会長

　近畿大学校友会の皆様、日増しに秋の深まりを感じる季節
になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
　近畿大学は、昨年創立90周年を迎え、100周年という大
きな節目にむけて着実に歩んでおります。そして近畿大学
校友会においても昭和4年の発足から今年で創立87年を
迎え、50万人を超える会員の皆様とともに歴史と文化を刻
んでおります。
　例年1,000人以上の校友にご参加いただいているホー
ムカミングデーが、今年も9月25日に東大阪キャンパスで開
催され、例年同様多くの校友の皆様にご参加いただき、受
験生対象のオープンキャンパスを通じて、大学の近況に触
れていただきました。
　近畿大学は、平成28年度一般入試において、昨年度よ
り6,211人増加して過去最高の11万9,915人となりました。
また、総志願者数でも昨年度を8,055人上回る16万3,833
人となり、3年連続「総志願者数日本全国１位」を獲得いた
しました。これも校友の皆様のお蔭だと感謝申し上げます。
　さて、開店から3年半が経過した大阪・梅田のグランフロン
ト大阪の「近大卒の魚と紀州の恵み　近畿大学水産研究
所」、2号店である東京・銀座店もその盛況ぶりは衰えず、今
なお「日本一行列のできる店」として多数のメディアに取り上
げられ、養殖魚の価値向上という目標を達成しております。ま
た、昨年11月に産業化を発表した「近大発 うなぎ味のナマ
ズ」も6月からLCCのPeachの機内食として提供され、建学
の精神にもある「実学教育」を具現化しております。
　今年で6年目となる「“オール近大”川俣町復興支援プロ
ジェクト」では、「復興支援」と「再生支援」の二面から、町
民の意見を取り入れ、福島県川俣町の復興のために近畿

大学が持つすべての技術やノウハウを提供するサポートを
継続しております。
　このように近畿大学は、あらゆる分野において専門家を
かかえる総合大学としての強みを最大限に生かし、21世
紀の現代社会がかかえる諸問題に対して、積極的にまた、
独自の視点から解決策を提示し続けております。
　また、4月に開設した国際学部では、世界最大級の語学・
グローバル人材育成企業であるベルリッツコーポレーション
と連携協力し、入学半年後からの1年間の留学を通じて、
語学はもちろんコミュニケーションや文化を学び、国際的な
ビジネス社会で通用する人材育成を目指します。あわせて
大学英文名称をKINKI UNIVERSITYからKINDAI 
UNIVERSITYへと変更し、本学のグローバル化を促進さ
せ“世界のKINDAI”を目指していきます。
　さらに、近畿大学では、平成32年の完成を目指し、近畿大
学史上最大の400億円を投じた東大阪キャンパス大規模整
備計画「超近大プロジェクト」が始動しました。これは、グロー
バル機能を集約した「インターナショナルフィールド」、日本最
大規模の座席数を備え、24時間対応の自習室が核となる「ナ
レッジフィールド」、社会の窓口となる機能に特化した「オープ
ン・キャリアフィールド」、学生・教職員の交流の場となる「アメニ
ティフィールド」といった4つの「フィールド」を創り出し日本でも
屈指の教育・研究環境を誇るキャンパスを目指します。
　今後も、建学の精神である「実学教育」「人格の陶冶」を
実践し、社会で実際に役立つ人材を輩出することにより近畿
大学の地位はますます高くなります。
　近畿大学校友会と近畿大学とのますますの発展と校友
の皆様のご健勝とご多幸を祈念いたします。
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　平成28年度校友会定期総会にお集まり頂き、誠にありがと
うございます。また、平素から校友会活動にご理解、ご協力を
頂き、重ねて御礼申し上げます。
　ご存じの通り、近畿大学校友会名誉会長 世耕弘成先生
が、平成28年8月3日、第3次安倍第2次改造内閣「未来チャ
レンジ内閣」の経済産業大臣にご就任されました。歴代最長
記録である3年7カ月の内閣官房副長官の職務を終えられ、
今後は閣僚として更なる活躍が期待されます。50万校友を
代表して心からお祝い申し上げますとともに、ますますのご
活躍をお祈りいたします。
　申し遅れましたが、私は本年4月から校友会会長に就任い
たしました、昭和46年理工学部卒業の西村松次です。これま
で校友会に対しまして多大なるご尽力を賜りました、亀岡弘
前会長をはじめ、諸先輩が築かれた伝統を守るとともに、
校友の皆様のため、そして母校近畿大学のために、校友会
の更なる発展に精一杯努めてまいりたいと存じますので、引き
続き、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。
　さて、近畿大学校友会は昭和4年に発足し、本年で創立
87年を迎えます。会員は昨年度卒業生をもって50万人を超
え、日本有数の校友組織となりました。これもひとえに校友会
員の皆様の温かいご支援のお陰と、心より御礼申し上げま
す。現在は全国各地に地域支部、海外支部、そして職域支
部や専門職支部の196支部と20の学部等同窓会を有する、
巨大なネットワークとなりました。
　これに甘んじることなく、今後校友会は、大きく三つの目
標を掲げ、邁進してまいりたいと存じます。
　一つ目は「校友会の絆」です。
　亀岡前会長が築きあげてこられた、校友会の各支部間
のネットワークや連携を更に深め、校友会員相互が世代を
超えた交流と親睦を通して、互いを励まし合うとともに、後
輩・先輩を応援し、校友会のネットワークを存分に活用でき
るよう、校友の絆を強固にしていきます。
　二つ目は「社会貢献」です。
　各支部活動において、活発な地域の街づくり事業等に積

極的参加を促し、社会貢献を通じて、全国の地域で近畿大
学校友会、そして近畿大学のブランド力向上に繋げていきま
す。更に、校友の皆様には近畿大学の卒業生としての自覚と
誇りを共有し、それぞれの分野で今以上にご活躍されること
を期待しています。校友の活躍が母校の評価に繋がり、それ
がまた校友にとっての誇りとなります。
　最後に三つ目は「母校近畿大学の支援」です。
　これは校友会発足当時からの普遍的な目的であります。
近畿大学の創立100周年は、校友の皆様が積み上げてき
た歴史であり、誇りであります。あと9年後となった創立100
周年に向け、大学を支援することはもちろん、母校と校友会
が連携した取り組みを、今後さらに強化してまいります。
　皆様もご存じのとおり、近畿大学は、平成28年度入試に
おいて3年連続志願者数日本一という快挙を達成し、この4
月から14番目の学部となる国際学部を開設しました、さらに
大学名称の英語表記を「KINKI UNIVERSITY」から
「KINDAI UNIVERSITY」に変更するなど、時代に即
したグローバル化の推進や、約400億円を投資した東大阪
キャンパス大規模整備計画「超近大プロジェクト」を進め、
平成29年4月に第一期完成予定を迎えるなどめざましい
飛躍を遂げております。
　このように日本有数の私立大学となった近畿大学とともに、
校友会が連携して「校友会の絆、社会貢献、母校の支援」を
目標に掲げ、オール近大で母校を支え、校友会の更なる発展
に繋げていきたいと存じます。
　近畿大学校友会の未来像の実現に向けて、校友の皆
様と共に考え、更なるご協力をお願いいたしたく、「近畿大
学を卒業してよかった」と実感して頂ける未来を共に切り
拓いてまいりたいと考えております。
　校友の皆様におかれましては、今後もより一層のご支援
を賜りますようお願い申し上げます。
　最後となりましたが、母校ならびに校友会のますますの発
展と、本日お集まり頂きました皆様のご健勝とご多幸をお祈
りし、ご挨拶とさせて頂きます。

西村　松次近畿大学校友会 会長
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塩﨑　均近畿大学 学長

平成28年度校友会定期総会の開催を心よりお祝
い申し上げます。また、校友会の会員は今年で50万
人を超え、大変心強く感じています。
近畿大学は、平成28年度入試において総志願者
数が16万3,833人となり、3年連続で志願者数日本
一を達成いたしました。また、「生徒に人気がある大
学（大学通信）」で全国14位（西日本私大1位）に選
ばれたほか、世界大学ランキングの一つ、「The 
Times Higher Education Asia University 
Rankings 2016」において161‒170位（日本全国28
位、西日本私大1位）と評価され、西日本私大唯一の
200位以内にランクインしました。
このような近畿大学の躍進は、「クロマグロの完全
養殖」・「バイオコークスプロジェクト」・「ウナギ味のナ
マズ」等のユニークな研究により、近畿大学の実学
教育が高く評価されたこと、そして何よりも、不可能と
しか思えないことを可能にしてこられた校友のみなさ
まのご尽力があったからこそだと思っています。
こういった歴史や現状と向き合うと、われわれは
チャレンジをし続けなければならないと思うのです。失
敗を恐れていては新たなことは生まれないと胸に刻
み、現状に満足せず、引き続き新たなチャレンジをし
ていく所存です。
新たなチャレンジの一つとして、平成28年4月、

「国際学部」を開設しました。これを機に、大学の英語
名称を「KINKI UNIVERSITY」から「KINDAI 
UNIVERSITY」へと変更し、さらなるグローバル化
を促進させていきます。

熟考果断責任感
「熟考果断責任感」
平成28年、新年の挨拶にて教職員に示したもの

で、私自身の今年のテーマでもあります。一定の成長
を遂げた組織には、組織運営に対して“攻める姿勢”
と、“守る姿勢”の両輪が必要です。熟考して、結論が
出たら果断に実行する。但し、責任感を持ってやり
ましょう。個人として、近畿大学としても、今まさに当て
はまることです。近畿大学は、世界からも評価される
大学となる今、“攻める姿勢”で新たなことにチャレンジ
していますが、その反面、守りたい歴史・伝統・ポリシー
なども勿論あるわけです。校友のみなさまが築いてこ
られた歴史を大切にしつつ、責任感を持って進んで
いきたいと考えています。
最後に、近畿大学校友会と近畿大学のさらなる
発展を祈念するとともに、校友のみなさまから、引き
続き母校に対しての厚いご支援、ご指導をお願い
申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。



　近畿大学農学部水産学科（奈良県奈良市）准教授の有
路昌彦が開発した「近大発ナマズ」の産業化を目的に、か
ねてから生産パートナーである有限会社牧原養鰻（鹿児県
東串良町）が新会社「日本なまず生産株式会社」を設立し
ました。なお、同社取締役には開発者の有路が就任いたし
ました。平成21年（2009年）から6年間かけて日本産マナ
マズの成魚養殖の技術を体系化することで、食味をウナギ
の味に近付けた世界初の研究成果です。
 日本産マナマズは種苗生産技術が確立されているため
完全養殖が可能で、ウナギのような資源的問題がありま
せん。これまでにも郷土食として限定的な地域でマナマ
ズ養殖が行われていましたが、食味がやや泥くさく脂質を
ほとんど有していないため、ウナギの味とは程遠いもの
でした。
　有路は、ウナギの味に近付けるために「餌のコントロー
ル」と「水質のコントロール」の2点が重要であることを
特定し、その方法を開発。本学が調査機関に依頼した成
分分析においても、脂質は一般的なナマズの3倍を誇り、
国産養殖ウナギとの差も遜色ない結果となりました。

また、カロリーは、国産養殖ウナギよりも約40kcal少な
く、ヘルシーといえます。
　新会社は、株式会社鹿児島銀行（鹿児島県鹿児島市）
が出資を行っているKFG 地域企業応援ファンドから約3
千万円の出資を得て、来年の土用の丑の日に「近大発ナ
マズ」100 トンの出荷を目指します。

「近大発ナマズ」産業化へ本格始動

「日本なまず生産株式会社」設立

5

【会社概要】

日本なまず生産株式会社

代表取締役 牧原博文

鹿児島県肝属郡東串良町岩弘 1437 番地

平成 27 年 8月 17日

7月末

内水面養殖業（ナマズ養殖）、ナマズ生産管理業

会 社 名

代 表 者

所 在 地

設 立 年 月

決 算 期

事 業 内 容

50百万円（KFG 地域企業応援ファンド57%、牧原博文40%、
有路昌彦2%、中尾友一1%）

資 本 金

近大ニュースKINDAI NEWS



　Peach Aviation株式
会社（以下、Peach）は、
平成28年（2016年）6
月1日（水）から、機内食
「PEACH DELI」を夏
メニューにリニューア

ルするにあたって、近大マグロに続
き話題沸騰中の世界初の新食材、「近大発ナマズ」を

使用した、「近大発うなぎ味のナマズごはん」（1,350円）
を機内食として一般販売することを決定。発表当日の5
月18日には、報道関係者向け試食会を開催しました。販
売対象路線は飛行時間が90分以上の全ての国内線と、
一部を除く全ての国際線*で、約700食を数量限定で販
売しました。

　Peachは設立以来、航空会社初の試みへのチャレンジ
を重ねており、世界初の「近大発ナマズ」は、Peach機内
食の「おもろい・美味しい」というコンセプトとも一致して
いたことから、今回「PEACH DELI」での採用が決定し、
近大とPeachの空の上でのコラボレーションが実現しま
した。
　「近大発ナマズ」とは、近畿大学世界経済研究所の有路
昌彦教授が6年間研究し、世界で初めて食味をうなぎの味
に近付けることに成功したナマズです。近年、養殖うなぎ
の原料である天然稚魚の漁獲量が激減し、供給量が需要
に追いついていないという問題から、完全養殖が可能な
日本産マナマズの成魚養殖の技術を体系化し、うなぎの
代替魚として開発されました。本来、日本のマナマズはや
や泥くさく、脂を有していないため、うなぎの味には程遠
いものでしたが、餌・水質の2点の改良により、「近大発ナ
マズ」が誕生しました。

Peach と近大が放つ新メニュー

世界初の新食材「近大発ナマズ」が
機内食として新登場

6

　Pe
会社（以
平成28
月1日（水
「PEAC
メニ

ルする
き話題沸騰中の
用した

世
機

★沖縄（那覇）－ソウル（仁川）両発着路線、東京（羽田）発・台北（桃園）行き路線のみ対象外

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

【日本なまず生産株式会社事業内容について】
　日本なまず生産は、自社でなまず専門生産を行うのと同時に、「近大発
ナマズ」の生産技術管理と共有を行うFC（フランチャイズ管理）企業です。
これによって希望する企業はFC契約の元生産技術を共有できるように
なります。

　FC契約を結んだ企業は、FC管理の下、他製品と区別する認証マークを
つけ、「ナマズ味のナマズ」と「近大発ナマズ」が区別されて市場に供給さ
れることになります。この方法によって技術移転を進め、迅速な市場化を
目指します。なおFC先企業には専用餌と生産技術、販路を供給します。
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　近畿大学は、平成28年（2016年）4月1日（金）から、大学
英語名称を「KINDAI UNIVERSITY」に変更しました。
14番目の新学部となる「国際学部」の開設を機に大学英
文名称を変更し、大学全体のグローバル化を図ります。国
際化への本学の強い意気込みは既に結果として表れてお
り、海外協定校の数は平成25年（2013年）に43校でした
が、現在では約3.6倍の156校と大幅に増加しました。今後
もさらに大学全体で国際化を加速させていきます。

　
近畿大学水産研究所澤田好史教授らの研究グループ
は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）、独立
行政法人国際協力機構（JICA）の支援を受けた地球規
模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）のもと、平
成27年（2015年）6月から7月にかけて人工孵化させ、陸
上水槽で育てたキハダの稚魚を海面生簀で飼育すること
に成功しました。生簀で成長し幼魚となって再び陸上水槽
に移されたキハダは、今後成魚になるまで飼育が継続され
ます。
　今回の沖出しは、完全養殖へ向けた大きな前進であり、
より実用的な稚魚サイズ（9-13cm）で実施したことに意義

があります。陸上水槽で稚魚まで飼育、これを海面生簀に
移して幼魚まで飼育、さらに陸上水槽へ戻して現在全長
30cmの幼魚まで飼育しています。クロマグロの完全養殖
に成功した近畿大学の技術を応用して、飼育が難しいと
されるキハダで成功をしたことは、大きな研究成果だと言え
ます。
　近畿大学がパナマ共和国水産資源庁（ARAP）および
全米熱帯マグロ類委員会（IATTC）との国際共同研究
により、資源枯渇が懸念されるクロマグロとキハダの持続
的な利用を可能にするため、資源保護（太平洋クロマグロ
およびキハダ）による漁業の持続と、完全養殖による市場
供給（キハダ）を目指すものです。

　近畿大学は、第68回新聞大会記念新聞企画に賛同し
て、平成27年（2015年）10月15日（木）、読売新聞、朝日新
聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞の大阪版朝刊に
15段広告を掲載しました。
　近畿大学としての抱負や決意を広く社会に宣言するた
めに「新聞」という媒体を選び、毎年正月に主要5紙の大
阪版に15段広告を掲載しています。今回、「新聞大会」が
29年ぶりに大阪で開催されるにあたり、記念企画として新
聞社から提案をうけ、新進クリエイターの日下慶太氏らの
チームと組んで広告を制作。斬新なビジュアルの15段広
告を5種類制作し、新聞ごとにデザインを変えて平成28年
（2016年）4月開設の国際学部をＰＲしました。

陸上水槽で人工孵化し育てられたキハダ稚魚。収穫されて海面生簀へ移される様子

「KINDAI UNIVERSITY」へ
大学英語名称を変更

キハダ稚魚の海面生簀での
飼育成功

近大と新進クリエイターによる
新聞15段広告（主要5紙大阪版）

読売新聞 朝日新聞 毎日新聞

日本経済新聞 産経新聞

【広告デザイン】※デザインは5紙それぞれに異なります。
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　広告制作にあたっては、本学の総合社会学部社会・マ
スメディア系専攻の学生10名が参加し、最先端のクリエイ
ターの仕事ぶりから広告制作の現場を学ぶとともに、大学
生の新聞離れが叫ばれる中改めて新聞の価値を体感す
る機会にもなりました。

　近畿大学は、平成27年（2015年）10月19日（月）に
キュレーションサイト「K i n d a i P i c k s 」（U R L　
http://kindaipicks.com/）を公開しました。
　インターネットにより情報の流通、消費量が大幅に増加し
ている中、特定の分野に精通した人が情報をキュレートし
た、「キュレーションサイト（収集・整理し共有）」が注目され
ています。そこで、大学自らがメディアとなり、インターネット上
に散逸している情報から、受験生・保護者・学生など、全て
のステークホルダーに「社会から見た近大の姿」を収集・再
発信することで、本学の魅力の再認知と新たな価値の創
造を図ります。
　同サイトでは、近畿大学広報部（「Kindai Picks編集
部」）がキュレーターとなり、外部サイトの情報と、卒業生、
教職員など近畿大学と縁のある人へのインタビューなど
のオリジナルコンテンツを掲載。また、キャリアセンター職員
による学生に読んで欲しい記事の紹介や、学生ライター
による記事、医者、報道機関出身者、法律学者など14学
部48学科の教員や専門知識を有する職員がキュレー
ターとなり、日々のニュースや身近な話題についての解説
記事の配信も行っています。

　学校法人近畿大学とビザ・ワールドワイド・ジャパン株式
会社（以下Visa）、三井住友カード株式会社（以下三井
住友カード）は提携し、国内初となる学生証一体型プリペ
イドカード「近畿大学学生証一体型Visaプリペイド」の発
行を、平成28年（2016年）3月より開始しました。
　近畿大学では、国際社会を舞台に活躍する人材の更
なる育成強化のために、平成28年（2016年）4月より、国
際学部を開設いたしました。同学部は、全学部生への1
年間の留学機会の提供等、“圧倒的な英語力”習得を可
能とする体制を敷いています。
　このたび、国際学部開設に際し、2016年度国際学部
の新入生500名全員に対して、学生証機能とプリペイド
カード機能を兼ね備えた、国内初となる学生証一体型プ
リペイドを発行しました。本カードは、学生証として授業の
出欠管理や証明書発行に使用できるほか、構内売店
（一部売店除く）を含む国内外のVisa加盟店において、
Visaプリペイドカードとしても利用でき、専用サイトから繰り
返しチャージできます。
　海外留学中の生活費、食費等の支払いにも幅広くご
利用いただけるうえ、学生本人はもちろん、保護者も専用
サイトへログインし、本カードへチャージできるため、学生
の留学生活を日本からサポートすることが可能となりま
す。尚、平成28年度（2016年度）は、Visaプリペイド付き
学生証の発行は国際学部だけとなっていますが、次年度
以降は14学部すべての新入生へ展開を検討しています。
　Visaは、国内でも海外でも使える、国内初の学生証一
体型Visaプリペイドカードは画期的な一歩と考え、学生
の方にとって国際社会での経験や活躍をサポートできる
ツールとなればと期待しています。
　近畿大学と三井住友カードは今後も協力し、本カード
が学生にとってより利便性の高いカードとなり、世界で広く
活躍していただくためのツールとして活用できるよう、サー
ビス向上に努めます。

キュレーションサイト
「Kindai Picks（キンダイ ピックス）」オープン

画面イメージ（PC版）

三井住友カードと「近畿大学学生証
一体型Visaプリペイド」を発行

「近畿大学学生証一体型Visaプリペイド」イメージ

近大ニュース
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　近畿大学は、西日本電信電話株式会社（以下ＮＴＴ
西日本）の「証明書発行サービス」（以下本サービス）の
導入を決定し、平成28年（2016年）4月1日（金）から、近
畿大学の在学生・卒業生に対し、全国のコンビニエンス
ストアで卒業証明書等の各種証明書を発行するサービ
スの提供を開始しました。なお、全国のコンビニエンススト
アで大学の各種証明書を発行するのは、近畿大学が日
本で初めてです。
　新サービスの開始で、近畿大学の在学生・卒業生（以
下利用者）は、成績証明書や卒業証明書等の必要な証
明書の発行をオンラインで申請し、全国の身近なコンビニ
エンスストアに設置されたマルチコピー機で申請した証明
書を発行、取得することができます。これまでは、郵送の場
合、申請してから手元に届くまで一週間程度かかってい
たものが、最短で即日発行が可能になり、利用者にとって
非常に利便性が高まります。また、証明書発行に必要とな
る手数料の支払いは、オンラインでサービス利用を申請す
る際、利用者本人が「オンラインカード決済」または現金
等による「コンビニ窓口支払い」を選択できます。

　従来、大学の各種証明書※は、大学の窓口やキャンパ
ス内に設置された証明書発行機および郵送による申請に
基づいて発行されていますが、就職活動や転職活動に
おいてはエントリーする企業ごとに各種証明書の提出が
求められ、特に遠方の卒業生にとっては、時間だけでなく
郵便定額小為替や本人確認書類等の準備が必要で手
間もかかる郵送での証明書取得が大きな負担となってい
る現状がありました。そして、近年、郵送での証明書発行
枚数は増加傾向にあり、近畿大学では昨年度、郵送での
証明書発行枚数が8,000枚以上にのぼりました。
　本サービスを導入し事務負担を軽減することで、さらな
るサービスの充実を図ってまいります。

【発行できる証明書】
◆在学生：在学証明書／卒業見込証明書／修了見込
証明書／成績証明書（学部・大学院）／健康診断証明
書（学部・大学院）
◆卒業生：卒業証明書（学部）／成績証明書（学部・大
学院）／修了証明書（大学院）

　近畿大学と株式会社愛しとーと（福
岡県筑紫郡）が共同開発した美容用品
のヘアウォーターを、平成27年（2015
年）12月3日（木）から発売しました。この
商品は、近畿大学薬学部 多賀 淳准
教授が技術協力し、「近大マグロ」で知
られる近畿大学水産研究所で養殖した
「近大ブリ」から抽出したコラーゲンを使
用しています。
　完全養殖のブリの皮からコラーゲンを
抽出することで、天然資源の保護にも配
慮しています。
　今回発売するヘアウォーターは、洗髪
後、ドライヤーを使う前に髪にひとふきす
ることで、エアコンなどの乾燥から髪を守り、痛んだ部分を
ケアして、髪に美しいツヤを与えます。

　八尾市と近畿
大学理工学部は、
平成28年（2 0 1 6
年）3月18日（金）、
道路や橋梁などの
社会基盤施設の
維持管理・更新（メ
ンテナンス）におけ
る予算や人員、技
術的課題に関する問題解決や研究推進を目的とした連
携協定を締結し、八尾市役所にて調印式を行いました。
　八尾市においては、土木施設の老朽化による重大な
事故の発生リスクや、大規模な修繕・更新が一時的に集
中することを懸念しており、限られた財源と人材のなか、メ

日本初！在学生・卒業生は全国の
コンビニで各種証明書取得が可能に

※各種証明書とは、卒業（見込）証明書、成績証明書や健康診断証明書など

卒業証明書 成績証明書

「近大ブリ」コラーゲン配合の
ヘアウォーター新発売

八尾市と近畿大学理工学部が
連携協定を締結

近畿大学理工学部と八尾市が老朽化した橋梁を
点検する様子
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ンテナンスサイクルを持続的に回す効率的・効果的な仕
組みを構築することにより、これら行政課題の解決に積極
的に取り組んでいきたいと考えています。
　これら行政課題を解決することを目的として、これまで
同市の橋梁長寿命化修繕計画の策定や現地での具体
的な技術的課題や問題解決への提言を行ってきた近畿
大学理工学部と八尾市は連携協定を締結し、調印式を
開催しました。
　本協定により、官学連携での人的・知的交流を促進し、
地域の近隣市町村における安全・安心な社会基盤構築
のための活動に積極的に取り組んでいきたいと考えてい
ます。

　近畿大学医学部附属病院（大阪府大阪狭山市）で
は、最新鋭のハイブリッド手術室を導入し、平成28年
（2016年）6月より稼働を開始しました。
　従来の手術では、血管撮影やX線透視を行う治療は
カテーテル検査室や放射線透視室で行い、実際の施術
は手術室で行うというように別々の部屋で行われており、
術前に患者さんが病院内を移動しないといけないなど、
一定の負担がありました。
　今回、近畿大学医学部附属病院が導入するハイブ
リッド手術室では、ひとつの手術室で撮影・施術の両方を
行うことができます。また、３Ｄ機能や画像融合機能を搭
載しているため、飛躍的に高度で精密な手術が可能とな
ります。これにより、手術時間の短縮や出血量の減少、入
院期間の短縮など、患者さんの体に負担が少ない治療
が行えるようになります。
　ハイブリッド手術室は様々な分野の医療に利用できま
すが、特に高度な技術と精密な画像などを必要とする、
心臓血管外科・脳外科・整形外科の手術において活用し
ています。

　近畿大学は、平成32年（2020年）に開催される東京オ
リンピックの正式種目に空手が決定したことを踏まえ、平
成28年（2016年）4月1日（金）、体育会空手道部を重点
強化指定クラブに選定しました。水上競技部・ボクシング
部・洋弓部に続く、4団体目の重点強化指定クラブとして、
指導体制や競技環境等を充実させ強化を図ります。今
回、空手道部が重点強化指定クラブとなることで、①コー
チやスタッフの充実、②スカウティングの強化、③学生の
世界大会遠征の充実に取り組む予定です。
　近畿大学体育会空手道部は今年で創部70周年を迎
える歴史あるクラブです。昨年行われた全日本大学空手
道選手権大会では男子団体で3連覇を果たすなどの成
績を収めています。
　本学が全学をあげてスポーツクラブを強化し、東京オ
リンピックでのメダル獲得をめざすことで、関西のスポー
ツ界を盛り上げ、関西から世界に羽ばたく選手を育成し
ます。

【木島監督コメント】
　空手道部創部70周年の節目の年に重点強化指定ク
ラブに選定していただき、嬉しい気持ちと、気が引きしま
る思いです。空手道が東京五輪の競技に決まれば、現
役部員やOB・OGの出場とメダル獲得をめざしたいと思
います。

近大ニュース

最新鋭の機能を備えた
「ハイブリッド手術室」を導入

体育会空手道部
重点強化指定クラブへ

ハイブリッド手術室
提供：マッケ・ジャパン株式会社

東京五輪の有力候補である西村拳選手
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　近畿大学工学部（広島県
東広島市）では、化学生命
工学科と建築学科が学科の
垣根を越えて「近大ハニー」
というハチミツを作るプロジェ
クトを実施しています。平成
26年（2014年）、プロジェクトのスタートとして、キャンパス内
に3群の巣箱（合計約9万匹）を設置し、養蜂を開始。翌年
には約24kgのハチミツを集めました。さらに、単に養蜂を行
うのではなく、健康機能を強化したハチミツの生産や、ハチ
ミツの創傷治癒作用を生かした衛生材料・化粧品の開発、
ミツバチが集めた天然酵母などの有用な微生物から酒や
酢などの発酵食品の製造なども目指しています。また、耕作
放棄地に「レンゲ」などの花を植えることで、養蜂のためだ
けでなく、地元の観光資源として地方創生、雇用創出に貢
献したいと考えています。
　本プロジェクトを進めるにあたり、近畿大学では日本の大
学として初めて、日本最大級のクラウドファンディングを運営
する株式会社CAMPFIREと提携を結び、不特性多数の
人から資金を募る「クラウドファンディング」を利用した研究
資金調達に取り組みました。平成26年（2016年）6月23日
から8月7日の期間、募集を行なったところ、目標の20万円を
大きく上回る、計165万円の資金調達（計141名の支援者
による）を達成。この資金で、さらなる生産拡大のため、1箱
あたり約20万円の巣箱6箱を購入しました。

　UHA味覚糖株式会社（大阪府大阪市）は学校法人近
畿大学と、産学連携によって新ブランド『美はお口から研
究所』を立ち上げ、ビューティケア事業に参入しました。
　第一弾商品として、近大マグロ１尾（約40㎏）からたった
約100ｇしか抽出できない希少な近大マグロフルレングス生
コラーゲン（以下、「近大マグロコラーゲン」）を使用した、
リップスクラブとグミの2種類をココカラ
ファインが展開するドラッグストア200
店舗での限定販売しました。

　近大マグロコラーゲンは、市販されているコラーゲンと比
べて約2倍の保水効果を有しており、女性の美を保湿面か
らサポートします。
　新ブランド「美はお口から研究所」は、今後も近畿大学
の研究成果を活用して、女性の美をサポートする商品を開
発していきます。

　近畿大学は、平成27年（2015年）9月に東大阪キャンパス
にて保護者向けサービスとして開設した「保護者用ポータル
サイト」を、このたび近畿大学の全キャンパス（※医学部を除
く）へ拡充しました。今回利用開始となるキャンパスは、奈良
キャンパス（奈良県奈良市）、和歌山キャンパス（和歌山県
紀の川市）、広島キャンパス（広島県東広島市）、福岡キャン
パス（福岡県飯塚市）です。
　本サイトの開設により、
従来は年2回の成績通
知でしか確認できなかっ
た学生の成績状況を、保
護者はいつでも、どこでも
パソコンやスマートフォン
等で確認可能になりました。成績のみならず、授業の出欠状
況、時間割表、シラバス等の照会も可能になりました。
　さらに、ユーザーID・パスワードを発行された保護者は、暗
号化された通信により、学生ポータルサイトと同等のセキュリ
ティレベルで保護者ポータルサイトを利用できます。また、
近畿大学の定めるセキュリティポリシーを遵守してもらうた
め、当サービスに特化したガイドライン及び保護者用の利用
マニュアルなどを作成しています。
　東大阪キャンパスでの導入開始以降、ＱＡ機能（お問い
合わせ機能）を利用し、奨学金の申込方法や就職活動に
関する保護者としての心構えなど様々な問い合わせが寄
せられています。また、その半数は週末または17時以降の
問い合わせで、本サイト開設により、保護者の質問機会が
拡大された結果が伺えます。大学にとっても、保護者の
ニーズを捉えることが可能になり、また大学から年間行事
予定や近畿大学フェア（保護者懇談会）をはじめとする各

種イベント情報などをリアルタ
イムに発信することも可能で
す。今後、更に、この保護者
用ポータルサイトを活用し、
保護者と連携した学生指導
かつ支援に繋げていく方針
です。

「近大ハニー」の研究資金を
クラウドファンディングで調達　

UHA味覚糖と連携！新ブランド
『美はお口から研究所』を開発

「保護者用ポータルサイト」
全キャンパスで利用可能に

出欠状況確認画面イメージ

トップ画面イメージ

近大ニュース



Facebookへは、下記のアドレスから登録できます。簡単なプロフィールを入力するだけでOK。
パソコン・スマートフォン・タブレットから登録可能です。

http://www.facebook.com

近畿大学校友会公式Facebook  http://www.facebook.com/kindai.kohyu.jp

平成 2 7 年（2 0 1 5 年）4 月に校友会公式 F a c e b o o k ペ ージを開設いたしました。
近畿大学校友会は、『 会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与する』を目的に活動しています。
このページでは近畿大学校友会の活動や校友の活躍、母校近畿大学の近況を発信していきます。
校友会 F a c e b o o k ペ ージでは、より多くの方に楽しんでいただけるよう投稿を続けております。
ぜひ、ページへの「いいね！」をお願いいたします。
また、既に「 い いね！」を押していただいている皆 様には、ご友 人に校 友 会 F a c e b o o k ペ ージを
ご紹介いただけますと幸いです。

校友会Facebookページへの
「いいね！」をクリックしてね。

Click

こちらから、繋がっているご友人に、
校友会Facebookページをご紹介
いただけます。

校友会ホームページから スマートフォン・タブレットで、QRコードからアクセス

Click

Facebookで“近畿大学校友会”を検索

近畿大学校友会公式 　　　　　　ページを登録しよう!!!
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【西日本大学空手道選手権大会】

西日本男女アベック優勝
5月29日、近畿大学記念会館で西日本大学空手道選手権
大会が開催されました。
近畿大学体育会空手道部は、男女アベック優勝の成績を収
めました。
男子団体　優勝（4連覇）　女子団体　優勝（2連覇）

【第60回全日本学生空手道選手権大会】

全日本男子個人1～3位
近大勢で独占
7月3日、大阪市中央体育館で開催された第60回全日本学
生空手道選手権大会に近畿大学体育会空手道部が出場し、
以下の成績を収めました。
男子組手　優勝　　船橋 真道（経営3年）
　　　　　準優勝　西村 　拳（経営3年）
　　　　　3位　　 石井 颯人（経営2年）
女子組手　3位　　 齊藤 綾夏（経営2年）
女子形　　3位　　 中川 来望（経営3年）

【第10回FISU世界学生空手道選手権大会】
8月9日～13日、ポルトガルでおこなわれた大会に近畿大学
から4名参加し、大活躍しました。

男子団体組手　優勝　石濱 直鴻（経営3年）
　　　　　　　　　　西村 　拳（経営3年）
　　　　　　　　　　船橋 真道（経営3年）
　　　　　　　　　　葭矢 雄太（経営4年）

Karate

空手道部
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Archery

洋弓部
【全日本学生アーチェリー王座決定戦】

全日本王座男女アベック優勝!
6月18日～19日、つま恋多目的広場で開催された全日本
学生アーチェリー王座決定戦に体育会洋弓部が出場し、ア
ベック優勝を果たしました。

【リオデジャネイロオリンピック
 2選手出場】
リオデジャネイロ五輪に出場が決まった本学卒業生の古川
高晴選手（平成18年度卒）、川中香緖里選手（平成25年
度卒）が7月7日、学内で開かれた壮行会に出席しました。

古川高晴選手

男子団体　優勝　女子団体　優勝（2連覇）

川中香緖里選手



Sumo

相撲部
【第76回西日本選抜学生相撲大会】

団体・個人ともに優勝
７月３日、堺市大浜公園相撲場で開催された第76
回西日本選抜学生相撲大会に体育会相撲部が出
場し、以下の成績を収めました。

団体優勝（4連覇）
　先鋒　𠮷　 数馬（経営4年）
　二陣　宮野 健人（経営4年）
　三陣　中村 壮希（経営4年）
　中堅　元林 健治（経営2年）
　五陣　渡辺 　亮（経営3年）
　副将　谷岡 倖志郎（経営1年）
　大将　龍山 和彦（経営4年）
個人
　優勝　　𠮷　 数馬（経営4年）
　準優勝　中村 壮希（経営4年）
　3位　　中井 　駿（経営2年）
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Swimming

水上競技部
【ジャパンオープン2016】

坂田選手ジャパンオープン３位
5月20日～22日、東京辰巳国際水泳場で開催されたジャ
パンオープン2016に体育会水上競技部の坂田怜央選手
（法3年）が出場し、以下の成績を収めました。

男子100ｍ自由形　3位　坂田 怜央（法3年）
男子200ｍ自由形　4位　坂田 怜央（法3年）

【リオデジャネイロオリンピック・
 パラリンピック3選手出場】

本学卒業生の、入江陵介選手（平成23年度卒）、山口美咲
選手（平成23年度卒）がリオデジャネイロオリンピックに出
場。パラリンピックに一ノ瀬メイ選手（経営2年）が出場。
一ノ瀬メイ選手が7月7日、学内で開かれた壮行会に出席
しました。

写真 一ノ瀬メイ選手（経営2年） 写真左 山口美咲選手　　写真右 入江陵介選手写真 坂田怜央選手（法3年）

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）



Wrestling

レスリング部
【2016年ＪＯＣ杯全日本ジュニアレスリング選手権大会】

4月23日～24日、横浜文化体育館
で開催された2016年JOC杯全日
本ジュニアレスリング選手権大会に
体育会レスリング部が出場し、以下
の成績を収めました。
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Athletics

陸上競技部
【秩父宮賜杯 第69回西日本学生陸上競技
 対校選手権大会】

西日本マイルリレー2連覇
7月1日～3日、西京極総合運動公園陸上競技場で開催された
秩父宮賜杯 第69回西日本学生陸上競技対校選手権大会にお
いて、体育会陸上競技部が出場し、以下の成績を収めました。

男子4×400mR 優勝（2連覇）
近畿大 3'06"96
1走　大林 督享（法3年）　　
2走　河内 光起（経営1年）
3走　秋田 圭登（法4年）　　
4走　高橋 祐満（法3年）

男子個人　3位
グレコローマンスタイル 120kg級
津山 丈証（法2年）

グレコローマンスタイル120㎏級 3位

津山丈証選手（法2年）＜写真は、西日本新人戦＞



松村選手・土井選手ペア関西優勝
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女子団体関西優勝

宮崎 未有（経営4年）　小野 栞奈（経営4年）
佐藤 愛絵（経営3年）　榊原 美優（経営3年）
中野 真衣（経営2年）　福田 凪砂（経営2年）
田畑 里紗（経営2年）

Golf

ゴルフ部
【平成28年度関西学生女子
  春季１部校学校対抗戦】

5月26日～27日、城陽カントリークラブで開催
された平成28年度関西学生女子春季１部校学
校対抗戦において、体育会ゴルフ女子が10年
ぶりの団体優勝を果たしました。

Yacht

ヨット部
【2016年度関西学生春季選手権大会】

5月4日～5日、西宮ヨットハーバーで開催された2016年度関西
学生春季選手権大会国際470級において、体育会ヨット部が出
場し、以下の成績を収めました。

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

優勝　松村 健剛選手（法3年）・土井 敦史選手（理工4年）ペア



志願者数３年連続日本一！
次は、「就職率日本一」の大学を目指しましょう！
ご存じのとおり、近年、近畿大学は、様々な分野で高い評価を受けています。「志願者数３年連続日本一」や「近大マグロ」などを
はじめとする創立９２年で培われた「教育力」「研究力」が評価されているのはもちろんですが、「３万人もの学生数」「医学部・薬学
部に加え新たに国際学部を加えた充実した１４学部４８学科の学部構成」など近畿大学の持つポテンシャルの大きさとともに、
５０万人を超える卒業生が社会で活躍いただいていることが近畿大学にとっては、大きな財産となっています。
学生を取り巻く就職環境は、リーマンショック以降、近年学生の「売り手市場」が引き続き、近畿大学の就職希望者の就職決定率

は９６．７％となりました。公務員就職者・大学院進学者も増加しています。
昨年度は、『就職活動の後ろ倒し』という学生たちには大きな変更がありましたが、全体的には学生たちには恵まれた就職環境で

した。キャリアセンターでは、このような時に企業との理解を深め、しっかりとした地盤固めを行い学生たちの就職支援を行いたい
と考えています。就職先の開拓、情報収集、インターンシップの受け入れ等、卒業生の人脈を積極的に活用した「オール近大」とし
て様々な就職支援を行ってまいります。キャリアセンターの営業力が問われる時代となっています。「志願者数３年連続日本一」の
次は、学生たちのより良い就職と「就職率日本一」の大学を目指してまいります。
卒業生のみなさまの学生たちへのご支援並びに近畿大学の就職支援の取り組みについて、さらなるご理解・ご協力を賜ります

ようお願い申しあげます。

キャリアセンターからのお知らせ

総合大学のスケールメリットを活かしたキャリア支援
　近畿大学の卒業生数は５０万人を超え、卒業生の社長数が西日本１
位となっていることは、「大学ランキング」で発表されていますが、近
畿大学卒業生は、求人情報サイトの各企業の顔となる「先輩社員イン
タビュー」への選出件数でも他の関西の私立大学を凌ぎ、卒業生の活
躍ぶりが評価を受けています。これからも校友会と協力し、「ＫＩＮＤＡＩ
サミット」「ＯＢ・ＯＧ、内定者訪問会」等、卒業生と在学生との出会いの
場を創出し、近畿大学のスケールメリットを就職に生かしていきます。

大学一丸となった就職支援「就職活動決起大会」
　近畿大学では、学生たちの就職活動へのスタートダッシュを大学一丸となっ
て応援するため毎年、就活開始前の１月に「就職活動決起大会」を開催してい
ます。理事長・学長をはじめとする教職員が、同じ鉢巻を締め、大学全体で就活
を目前に控える学生たちが「より良い就職」を獲得するよう願いを込め、エー
ルを送るとともに就活に送り出しています。

各種専門職に強みを持つ学部教育
　本学では、数多くの国家資格試験合格者を輩出しています。医師（医学
部）、薬剤師（薬学部）の他、一級建築士（建築学部）、管理栄養士（農学部）、
臨床工学技士（生物理工学部）等、その他多くの国家資格を取得した学生が
社会で活躍しています。また、公務員(国家公務員Ｉ種・Ⅱ種、地方公務員)の採
用も増加しており、毎年約１５０名の教員の合格者も輩出しています。
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平成27年度

6,262人

※出典：朝日新聞出版『大学ランキング2017』

西日本１位※

公務員

教員

49名

205名

254名

152名

国家公務員

地方公務員

計

平成25年度

39名

223名

262名

158名

平成26年度

53名

237名

290名

141名

平成27年度

【公務員・教員】 【資格試験結果】※出典：朝日新聞出版『大学ランキング2017』

備考

３年連続西日本１位※73名一級建築士国家試験合格者

備考平成27年度

100.0%

95.7%

90.8%

86.4%

94.3%

86.2%

44.7%

81.6%

医師国家試験合格率（新卒）

薬剤師国家試験合格率（新卒）

管理栄養士国家試験合格率（新卒）

臨床工学技士国家試験合格率（新卒）

全国平均平成27年度

社長の出身大学（全企業）
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平成27年度　卒業生　主な就職先（50音順）
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
アクセンチュア株式会社
株式会社朝日工業社
アース製薬株式会社
アステラス製薬株式会社
尼崎信用金庫
株式会社安藤・間
イオンリテール株式会社
株式会社池田泉州銀行
いす 自ゞ動車株式会社
株式会社一条工務店
株式会社伊藤園
株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ
株式会社インテック
株式会社エクセディ
ＳＭＣ株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ＳＭＢＣフレンド証券株式会社
ＳＣＳＫ株式会社
株式会社エディオン
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
ＮＥＣフィールディング株式会社
ＮＴＮ株式会社
株式会社ＮＴＴファシリティーズ関西
株式会社荏原製作所
大阪信用金庫
大阪瓦斯株式会社
大阪市教育委員会
大阪市消防局
大阪シティ信用金庫
大阪市役所
大阪府教育委員会
大阪府警
大阪府庁
株式会社大林組
岡三証券株式会社
株式会社岡村製作所
株式会社奥村組
小野薬品工業株式会社
オムロン株式会社
株式会社オンワード樫山
花王株式会社
花王カスタマーマーケティング株式会社
株式会社学情
カゴメ株式会社
鹿島建設株式会社
カヤバ工業株式会社
株式会社関西アーバン銀行
関西電力株式会社
株式会社かんでんエンジニアリング
株式会社キーエンス
北おおさか信用金庫
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
株式会社九電工
株式会社紀陽銀行
京セラ株式会社
京セラドキュメントソリューションズ株式会社
株式会社京都銀行
京都中央信用金庫

協和発酵キリン株式会社
株式会社極洋
株式会社近畿大阪銀行
学校法人近畿大学
近畿日本鉄道株式会社
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社近鉄百貨店
株式会社きんでん
株式会社熊谷組
グローリー株式会社
警視庁
株式会社ケーエスケー
神戸市役所
株式会社神戸製鋼所
株式会社コーセー
五洋建設株式会社
株式会社サイバーエージェント
堺市役所
サッポロビール株式会社
山九株式会社
ＪＦＥエンジニアリング株式会社
ＪＦＥスチール株式会社
株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ジェイテクト
株式会社資生堂
上新電機株式会社
新日鐵住金株式会社
スズキ株式会社
住友林業株式会社
西菱電機株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
全国農業協同組合連合会
全日本空輸株式会社
ソフトバンク株式会社
ダイキン工業株式会社
大日本住友製薬株式会社
大和ハウス工業株式会社
高砂熱学工業株式会社
武田薬品工業株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社但馬銀行
株式会社中電工
中部電力株式会社
ＴＨＫ株式会社
ＤＭＧ森精機株式会社
ＴＤＫ株式会社
株式会社ティー・ワイ・オー
株式会社東海理化電機製作所
東海旅客鉄道株式会社
東京瓦斯株式会社
東京電力株式会社
株式会社東芝
東芝テック株式会社
株式会社豊田自動織機
豊田通商株式会社
奈良県教育委員会
奈良県警察本部
奈良県庁

南海放送株式会社
株式会社南都銀行
西日本高速道路株式会社
西日本電信電話株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
日亜化学工業株式会社
日本光電工業株式会社
株式会社日本製鋼所
日本生命保険相互会社
日本発條株式会社
日本放送協会
ノバルティスファーマ株式会社
野村證券株式会社
株式会社長谷工コーポレーション
パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社
パナホーム株式会社
株式会社阪急阪神百貨店
阪和興業株式会社
東大阪市役所
東日本電信電話株式会社
日立コンシューマ・マーケティング株式会社
株式会社日立システムズ
日立造船株式会社
株式会社日立ビルシステム
日立マクセル株式会社
日野自動車株式会社
兵庫県警
兵庫六甲農業協同組合
富士電機株式会社
フジパングループ本社株式会社
株式会社毎日新聞社
マツダ株式会社
株式会社みずほフィナンシャルグループ
株式会社三井住友銀行
三菱食品株式会社
三菱電機エンジニアリング株式会社
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
株式会社みなと銀行
ミネベア株式会社
株式会社明治
ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社
明治安田生命保険相互会社
八尾市役所
矢崎総業株式会社
山崎製パン株式会社
ヤマザキマザック株式会社
ヤンマー株式会社
株式会社ライフコーポレーション
株式会社ＬＩＸＩＬ
リコージャパン株式会社
株式会社りそな銀行
ＹＫＫ株式会社
ＹＫＫＡＰ株式会社
和歌山県教育委員会
和歌山県警

他　　　



～建学の理念「未来志向の実学教育」の体現～

　近畿大学リエゾンセンター（KLC）は2000年に産官学連携の拠点として設立され、それ以降近畿大学の建学の理念の

1つである「未来志向の実学教育」を原動力にして、その活動を急速に充実させてきました。リエゾンセンターで担当してい

る主な業務は以下のとおりです。

　なお、近畿大学校友会全国経済産業リーダーズクラブからは日ごろご支援を頂いており、密に連携させていただいています。

活動概要

　近畿大学は理工学系はもちろん、薬学部、農学部、医学部を備えた大

規模な総合大学であり、産業界の幅広い要望に応える研究シーズを有

しています。近年は経営学部による商品企画助言、文芸学部芸術学科に

よるデザイン協力などの大きな成果を生み出しています。

　その結果、企業からの相談件数もグラフ①に示すとおり、この数年、

急激に増加しており、また民間企業からの受託件数も着実に増加傾向

が見られます（グラフ②）。

　研究成果が産業界で有効に活用できるよう、近畿大学は知的財産の

獲得にも積極的です。表①は特許出願及び登録の累計件数を示すもの

であり、近畿大学は関西の私立大学で第１位となっています。

　さらに出願だけでなく、その成果の活用にも注力した結果、グラフ③

に示すように実施された知財（意匠、商標、著作権を含む）も増加傾向に

あります。

活動状況を示す数値

リエゾンセンターによる産官学連携のご紹介

技術相談の受入れ、技術指導の実施 受託研究、共同研究、
寄附研究の開始、推進 測定、分析依頼の受入れ

知的財産管理、技術移転 展示会出展、シーズ発表
講演依頼受入れ 地域社会連携の推進

■表① 特許の累計出願・登録数
（関西の私立大学）

1

2

3

4

5
6
7

8

676

664

557

439

177
109
40

37

296

257

251

170

30
68
6

12

近畿大学

立命館大学

同志社大学

関西大学
龍谷大学
関西学院大学

京都産業大学

甲南大学

順位 大学 出願数 登録数

■グラフ① 企業からの技術相談件数
（KLC 受付分）

■グラフ② 民間企業からの受託件数 ■グラフ③ 知的財産の実施件数

（相談受入件数：件）

（平成：年度）

（民間企業からの受託研究件数：件）
            （丸囲み数字は全国の大学における順位）

（平成：年度）

（対象知財件数：件）

（平成：年度）
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⑨

⑤

①

①

（意匠、商標、TLO出願は除く）
「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」
H28年6月検索
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38 38 46

80
93

155

305

250

③

②

149
126

169

221

195

254 275
239

10

6
44

17 18

22

28

35

54



 産業界との連携活動を更に充実させるために、様々な活動を行っております。東大阪キャンパスには企業の皆さまが

「大学の敷居が高い」という声を受け、気軽に大学に相談に来ていただける「近大リエゾンカフェ」を平成25年4月から構

内の喫茶店の一部に開設しております。また首都圏を中心とする東日本地域の企業との連携を推進するために、平成

25年6月にリエゾンセンター東京オフィスを開設しており、技術相談等に活用しております。

　さらに年2回大阪と東京で「近畿大学研究シーズ発表会」の開催、各種展示会への積極的な参加により、特徴ある最

新研究を企業の皆様にご紹介しております。

「産業界」との連携機会を増やす活動

最近の産官学研究成果の例

近大リエゾンカフェ（店内風景）
平成28年度
近畿大学研究シーズ発表会（東京）

リエゾンセンター東京オフィスの入る
近畿大学東京センター

フラワーボックス
「箱膨花」シリーズ

（株式会社中川パッケージ, 株式会社飯塚花市場）

近大マグロ使用
中骨だしのまろやか魚介塩ラーメン

（エースコック株式会社）

〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1
Tel：06-4307-3099
Fax：06-6721-2356
E-mail：klc＠kindai.ac.jp
HP：http://www.kindai.ac.jp/liaison/
KLC事務局：近畿大学　学術研究支援部

美はお口から研究所シリーズ
リップスクラブ,グミサプリ2種

（UHA味覚糖株式会社）

愛されツヤ髪 うるプラ美人
ヘアウォーター
（株式会社愛しとーと）

●近畿大学の産官学連携に関するお問合せ

近畿大学リエゾンセンター（KLC）
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各種案内／PETでがんを早期発見

最先端の
がん早期診断システム
最新装置を導入
がんや認知症などの早期発見に優れた
PET/CT検査で、正確な診断を迅速に行い
適切な治療を提供

当院では、専門医による画像診断により、
がんや認知症の早期発見に取り組んでおります。
PETとCTを組み合わせたPET/CT検査を導入することで、
より正確な診断が可能となります。
是非、この機会にお問合せください。

最新のPET/CT装置 Discovery710を導入

【PETとは？】
がんや脳の病気などの早期発見に有効な、

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、がんの早期診断に利用されており、

適切な治療方針を立てることが可能なため、

治癒できる確率が非常に高くなります。

【PET検査のしくみ】
がん細胞は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ります。

ブドウ糖とよく似た放射性同位元素を注射し

より多く集まるところが全身のどこにあるのかを

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。

正常
細胞

がん
細胞

＝  F－FDG
  （ブドウ糖）
18

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。

PET診断
がんの存在・広がりを正確に診断する為に

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変わってきます。PET検
査は小さながんも発見することができるため、病変の
部位やその周囲への広がり、遠隔部への広がりを正
確に評価できます。また、一度に全身の撮影を行うた
め、全身のがんを見つけることも可能なので、検診と
しても非常に優れている検査と言えます。さらに、認
知症の早期診断のため、脳FDG-PET検査、脳アミロ
イドPET検査も開始しました。検診時に異常などが疑
われた場合は、院内の各専門診療科の専門医やご希
望の医療施設でスムーズに診療を受けていただける
ように紹介体制を整えています。

21

石井一成 部長

高度先端総合医療センター

村上卓道 センター長

高度先端総合医療センター
PET分子イメージング部

校友会員様向け特別料金をご用意しました
近畿大学医学部附属病院（大阪狭山市）



お問合せ
ご予約

近畿大学校友会事務局

近畿大学医学部附属病院
〒589-8511大阪府大阪狭山市大野東377-2

※予約確認後、PET受付担当者より
　ご連絡させていただきます。
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トピックス① 最新装置を導入

従来機に比べて画質が格段

に向上し、見えづらかった小

さながんも見つける事が可

能となりました。この最新装

置に加えて、ＰＥＴに関する専

門知識を持った多数のスタッ

フが診断・撮影をしており、日

本でも有数のＰＥＴ施設と

なっています。

トピックス② 近畿大学アタラクシア

アタラクシアは、ラテン語で

「心の平静」を意味します。

自然光溢れるリラックスした

空間で、短時間でしかも痛み

や心身の負担も少ない検査

が可能です。一度の検査で

全身のがんの有無、広がり具

合を確認できるのがPETの

特徴です。

（代表）http://www.med.kindai.ac.jp/huzoku

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

例 通常95,000円

95,000円

80,000円

120,000円

105,000円

155,000円

140,000円

165,000円

150,000円

180,000円

165,000円

一般料金（税込）

校友会会員料金（税込）
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熊本地震校友会救援募金名簿

　このたびの熊本地震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 .52）でご芳名を掲載させて
いただいております。

熊本地震救援募金へのお礼

［救援募金総額　金3,913,315円］

西村　松次
中島　　茂
中井　清和
瀬尾　　誠
本津　茂樹
髙須　康有
田中　誠太
米井　　潔
森政　博美
藤村　景子
沖野　康治
谷口　笑雄
山口　英治
横山　良次
十合　良介
織田　隆行
山本　昌彦
青木　久治
安達　隆昌
天野　武日古
阿武　　宏
伊藤　勝人
今井　敏彦
岩井　たみこ
岩本　博義
植田　　潔
田渕　良旺
大原　増夫
藤井　正人
蔡　　伸雄
坂上　民雄
下村　善允
副島　哲朗
田中　敏雄
津田　和仁
中易　義暢
文野　裕一
細川　勝治
水谷　   保
宮本　昌幸
森崎　正幸
安田　浩一
盧　　本文
渡辺　   浩
井川　一男
泉　　貴文
泉　　雄二
岩佐　　誠
太田　善夫
大前　信二
貴志　宣昭
松井　和博
張   　碧華
工藤　敦男

迫　   清孝
石田　   修
鈴木　　洋
炭本　治喜
瀨山　哲隆
田中　祥宏
谷本　雄謙
中瀬　達朗
西明　   勇
岡本　敏良
野口　末和
橋本　六司
馬場　正幸
南　   武志
宮川　正博
横井　晶行
米田　憲二
喜多村　　輔
大村　元章
奥野　勝司
柏原　英邦
木島　明彦
喜田　藤平
若林　武敏
九野　早智子
髙林　弘治
西村　勝人
長谷川　博之
増田　保弘
水谷　ヤヱ子
柳本　孝仁
中出　貞男
大塚　　久
井上　久行
久保　隆史
黒島　安之
清水　由洋
髙橋　成明
多喜　美枝子
田代　浩明
得能　雅子
三浦　真一
森本　佳明
猪尾　   浩
上田　彰一郎
春日　吉三良
川西　信吉
角井　正平
小寺　宏和
静原　重人
菅沼　   稔
辰巳　忠次
岡　利久
　岡　廣子

藤森　英一
三吉　幸子
横倉　昭一
岩城　照行
下戸　康正
亀岡　   弘
亀田　宗一
廣江　勝志
神田　和親
貞弘　   徹
塩谷　知史
下村　   泰
竹森　久美子
土井　康裕
中井　昭宏
西口　史訓
藤田　藤樹夫
藤田　博久
松田　香純
松本　千歳
三宅　義雅
椋野　正稔
村尾　和則
八木　基明
踊堂　弘道
宇都宮　誠
岡山　   進
川居　勝夫
山崎　博司
山下　のぶ子
角川　博治
田中　栄二
谷村　隆之
前　   和久
安井　好美
山本　   伸
山本　タカシ
赤澤　健一
奥田　誠司
片山　慎一
近藤　   勲
嶋田　昌弘
福井　昌勝
藤田　智一
前田　   博
山崎　   孝
力身　総一郎
池田　敏彦
上竹　賢治
大島　敏秋
上尾　優子
堀川　   剛
三谷　哲也
宮原　一幸

吉川　正規
河越　行夫
中根　年樹
藤田　五郎
椋本　充士
山本　正彦
青山　邑里
居川　誠一郎
柏木　朗夫
田淵　正雄
平井　智行
枩田　裕顯
明定　昌次
石原　國夫
上野　哲男
馬越　　泉
梅木　勝秀
上武　敏一
鮫島　俊治
杉浦　保彦
津田　はるみ
永原　静男
登里　忠嗣
山本　雅也
水元　與太郎
森川　   讓
渡辺　昭佳
　瀬　喜久
小島　良三
平山　正哉
谷口　邦弘
平木　　靖
三浦　保昌
山田　英治
荒川　秀次
浦田　峯年
川島　菊雄
鳥居　宏昭
桂川　   豊
杉戸　   豊
福谷　健夫
織田　忠信
加藤　美代子
髙月　新介
竹内　正彦
岩田　孝一
亀川　明史
暮石　昌弘
松本　修芳
髙野　弘道
髙原　一博
竹谷　重樹
辻井　利仁
川崎　勝裕

東淨　   實
中前　   温
中光　芳朗
西川　廣嗣
李　   忠儒
橋本　   誠
馬場　   靖
松浦　充恭
百崎　善博
矢谷　和信
秋本　英樹
井川　善博
出田　善明
岸田　光司
杉浦　浩三
江上　恵広
児玉　一記
阪口　   登
坂口　佳隆
佐々木　和行
柴田　順也
鈴木　   宗
玉置　瑠里
中野　慎一郎
西野　勝弘
野本　   実
樋上　   猛
藤原　昭彦
村松　秀信
山本　哲司
義永　忠孝
井上　英孝
野口　加耶
藤田　卓弘
北村　真智子
春本　佳和
坪井　孝之
栗尾　城三郎
永井　一男
本長　得平
田中　恒夫
坂口　弥之
髙井　健蔵
佐々木　敏文
玉置　佳子
石森　敦子
立川　　聖
長尾　明来士
岡上　彩子
中壷　優子
広中　聖莉

尼崎支部  
摂河泉ＪＣ支部  
千葉県支部  
高槻・島本支部  
大阪狭山支部  
奈良県中部支部  
奥村土木支部  
宮城県支部  
川崎設備工業㈱支部  
泉大津・高石支部  
箕面支部  
高槻市役所支部  
環境緑化支部  
栗原工業支部  
愛媛県中予支部  
大阪梅北中央支部  
大阪市阿倍野支部  
台湾支部  
食品支部  
神戸支部  
丸島アクアシステム支部  
岡山支部  
近畿大学附属看護専門学校同窓会  
関西地区リーダーズクラブ  
近畿大学総務部一同  
幹事会議募金
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平成28年度　校友会各種行事 

◎日　程：平成28年4月23日（土）
◎場　所：シェラトン都ホテル大阪
◎参加者：50名

顧問・相談役・参与会

◎日　程：平成28年5月13日（金）
◎場　所：近畿大学（11月ホール）
◎参加者：89名

常任幹事会議

◎日　程：平成28年5月28日（土）
◎場　所：近畿大学（本館7F）
◎参加者：274名

幹事会議

◎日　程：平成28年9月3日（土）
◎場　所：シェラトン都ホテル大阪
◎参加者：106名

支部長・同窓会長会



活動概要

支部だより

　

　6月18日（土）第66回岡山支部総会が岡山プラザホテル

にて開催されました。総会では、6年間支部長を務められた

中山智弘さんが退任され、私が新支部長に就きました。

　中山前支部長は、岡山支部を活性化させる為、情熱を

もって新たな取り組みに挑戦されました。年に一度の総会後

に懇親会を執り行うのが従来のパターンでしたが、それだけ

では会員の満足度が得られないとの判断から、毎回講演

会を取り入れることにしました。

　当初は会員が講師を務めておりましたが、昨年はボクシン

グ部総監督の赤井英和様をお招きしての講演会。会員家

族も含めて、250名もの参加者で盛り上がりました。普通な

ら著名でご多忙の赤井さんの講演会など不可能なことで

しょうが、一年以上も前から何度も大阪へ出かけ、その都度

講演依頼をされ、承諾を取りつけた中山さんの熱意には、

頭の下がる思いです。

　また本年は広報部長 世耕石弘様に講演をお願いし「志

願者数NO.1になった仕掛け人の戦略」と題して約１時間

お話をしていただきました。少子化の影響もあり、大学受験

者数が年々減少している中で、近畿大学は数年前より着実

に志願者数を増やしています。しかも三年連続で日本一に。

苦悩の時代もあったようですが、常識や慣例にとらわれず、

大胆な改革を実行された大学関係者のご労苦は大変だっ

たろうと拝察いたします。世耕広報部長のお話は、軽快なテ

ンポで聞き取りやすく、会場全員が食い入るように耳を傾け

ていました。その内容は、まさに私達経営者や企業人が実

践しなくてはならないと感じさせられるものでした。そして日本

が、いや世界が注目する近畿大学が母校であることに大き

な誇りを持つ事ができました。「本当に勉強になる素晴らし

い講演だった。」と大勢の参加者が口にしていました。

　本年度の総会へは、本部より本津茂樹副会長様、上原

真一様にもお越しいただき花を添えていただきました。今回

の総会開催にあたり、ご尽力下さったすべての皆様に感謝

申し上げ、岡山支部のご報告とさせていただきます。

　皆様、こんにちは。昨年の研修旅行は、11月21日（土）～

22日（日）一泊二日で今、「クロマグロの完全養殖」で話題の

我が母校、近畿大学白浜水産試験場を見学に参りました。

　山本研究員さんのスライドによる丁寧な説明で完全養殖

の過程がとてもよく解りました。展示室に移動し、クロマグロ

の卵の標本を見せて頂きましたが、数ミリの小さな卵の寸法

に驚きました。その後、屋外のいけすに向かいクロダイや

シマアジそしてクエなどの高級魚を見せて頂きました。この

「いけす」の技術も近大が開発した方法で、今や全国で

使われているそうです。

　約2時間の見学を楽しんだあと、宿泊先の和歌山県白浜

町の湯快リゾート「ホテル千畳」に向かい、入浴組とカラオケ

組に分かれました。

　夕食は、相談役の喜田先輩に乾杯のご発声を頂き、和・

洋・中からデザートまで種類豊富なバイキング料理で満腹に

なりました。食後、カラオケを楽しみ、二次会は個室に戻り全

員で記念撮影してから持参した、焼酎、ワイン、ウイスキー等

を飲みながら深夜まで楽しく語らいました。

　翌日、ホテルから徒歩で「三段壁」に向かい絶景を満

喫、またホテルに戻り裏側の奇岩で有名な「千畳敷」の

綾野 富夫

岡山支部
支部長

第66回岡山支部総会を終えて

春本 佳和（商経・商 S44 年卒）

神戸支部
旅行委員長

平成27年度 神戸支部研修旅行の思い出
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絶景を見ることができました。また、カラオケで歌いまくり

大満足でした。

　参加者18名全員日頃の疲れを温泉で癒し、リフレッシュ

することができました。

　また、年に一度ですが校友と同宿し交流の輪を広げ友

情の絆を深めることができました。感謝！

　農学部は今年で創設58年目を迎え、この間に約28,000

名の卒業生を社会に輩出し、各業界で活躍されています。

　農学部には「緑友会」と称する同窓会組織があります。

この会は、在学生、卒業生、教職員の交流・親睦を目的と

する団体で、農学部の発展に寄与することを目的とし、

運営される組織です。

　学生部会は、所属学科ごとに学生と教職員との交流など

に使用されています。

　卒業生部会としては、卒業後の社会での活躍を、大学や

教員との情報交換などのパイプ役としてサポートし、今後も

その役割を果たしてまいります。

緑友会活動内容

　・在学生・卒業生名簿情報管理作成

　・会報の発行

　・総会・懇親会の開催

　・緑友会賞の授与

　・運営委員会・幹事会の開催

　今年は、平成4年に支部設立して25年目の年となります。

　振り返りますと、平成4年1月27日、有志12名で支部設立

発起人会を開催し、会員数135名で156番目の支部とし

て同年4月5日午後１時より、すばるホール「銀河の間」で

60名の支部会員にご参加いただき、盛大に設立総会を

開催いたしました。

　以後、順風満帆とは言えませんが、平成23年6月には

支部設立20周年を祝って、周辺の支部にもお声を掛け

させていただき、大学からは応援団の演舞等でのご参

加を頂き、盛大に催させていただきました。

　また、平成21年4月17日には支部ホームページを開設

し、支部の会報も今では46号まで発行させて頂きました。

　今年の総会も、校友会本部から沖野副会長、吉川様

にご参加いただき、ハワイアン・ダンスも飛び出す中で、楽

しいひと時を過ごし、締めとして「近大節」を元応援団出

身の幹事による演舞で、全員で手拍子と合唱で締めくく

りました。

　四半世紀にわたってご参加頂いている支部会員の皆

様方にご協力を感謝するとともに、大学の素晴らしい活

躍を新聞、テレビで拝見する度に、近畿大学の卒業生で

あることを嬉しく感じ、これからも支部の発展に役員一同

で頑張っていきたいと胸に刻む日々でございます。

金谷 一彦 支部長

支部設立を振り返って

富田林市支部
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松田 克礼会長

農学部同窓会
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和田 清人

土地家屋調査士支部
支部長

母校への寄附講座とインターンシップ

　私たちが所属する大阪土地家屋調査士会は、平成19

年から継続して、母校の法学部に「土地家屋の調査と表示

の登記」と題した寄附講座を提供しています。寄附講座と

は、民間等からの寄附（主に講師料・交通費等の負担）など

を活用して、大学の教育研究の豊富化・活発化を図る、産

学連携の流れを汲む事業の一つです。

　本講座では、法学部の前期課程15講座（1講座90分）の

講師を土地家屋調査士が務めます。私たちが日常行ってい

る表示登記や境界問題について、学生にその実際を教え、

考査を行い、一定の基準をクリアした者に単位を与えるとい

う正規授業の一環です。夏季には若干名のインターンシップ

生の受け入れも行っています。

　10年目を迎えた本年度は、582名もの学生の受講登録が

ありました。毎回の講座にも、450名を超える学生が出席して

くれています。

　学生たちは、民法「物権」の授業で、所有権を中心とした

権利の対抗要件としての登記手続きについては学びます。

しかし、「権利の客体及びその公示方法」そのものについて

は学ぶことが予定されておらず、表示登記に触れる機会は

ほとんどないのが実情です。

　しかし一方で、不動産登記法には、国民は義務として表

示登記を申請しなければならないとあります。また、学生に

とっても、社会に出てからは不動産の知識が必要であること

は言うまでもありません。そこで、私たち土地家屋調査士が、

表示登記にまつわる教育の一端を担おうとしたわけです。

 ほとんどの学生が、土地家屋調査士という資格があること

さえ知らず、表示の登記と権利の登記の違いもわからないと

いう状態からのスタートです。しかし、学生にとっては、学者

ではない実務家の授業は新鮮に映るらしく、特に体験談に

は興味深く耳を傾けています。

　この一連の講座は、もちろん土地家屋調査士試験対策

講座ではありません。ところが、授業を聴いて土地家屋調査

士の仕事に興味を持ち、インターンシップを希望する学生が

多いのも事実です。「大学卒業後、土地家屋調査士を目指

すために測量専門学校に入学しました。」といううれしい報

告も寄せられています。

 本講座の初年度の講師陣に、偶然にも４名の校友がいる

ことがわかり、これが支部設立のきっかけになりました。人の

縁の不思議さを改めて認識させられます。今後も、この素晴

らしい仲間たちとともに、母校の発展に協力していきたいと

存じます。

　この支部は医療ケアに従事している医療系職種、介護

系職種それに関連する近畿大学校友によって組織され、母

校近畿大学の発展、会員相互の親睦そして情報交換、地

域社会への貢献を目的とした校友会専門職域支部でござ

います。

　近畿大学校友が本年の卒業者を入れると５０万人に達

します。その中で一つの専門職支部として医療介護の連携

による校友の情報交換ができれば何か変化が起きるので

はないか。その思いで支部設立に至りました。

　日本は高齢社会となり、高齢者の医療費や介護費が財

政を圧迫させています。その一方で子供の成長においても

家庭教育が崩壊し、学校教育にまで影響を及ぼしている状

態です。地域医療ケア支部はその中で校友の皆様に何か

情報を発信できないか、連携できないか、を考えていきたい

中井 昭宏

地域医療ケア支部
支部長

（2016年6月8日測量実習風景)
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西 邦弘（昭和 55 年卒）

建築学部同窓会
賛八会会長

卒業生部会［賛八会］活動報告

と思います。

　現在、日本は団塊の世代が75歳以上となる2025年を目

途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住ま

い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域

包括ケアシステムの構築を行っており、今後、認知症高齢

者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での

生活を支えるためにも、この支部は皆様に今後、講演会、研

修会を開催する予定です。

　母校近畿大学には医学部附属病院があります。ぜひ、校

友の皆さん近大病院のファンになって下さい。そして、近畿

大学にはこの連携に必要な学部学科が存在しています。

校友の輪を広げ、共に力を合わせましょう。

　心を開き、真の人生の友人を作る気持ちで参加する。

　　１．真実かどうか

      ２．みんなに公平か

      ３．好意と友情を深めるか

      ４．みんなのためになるかどうか

　各々持っている知識と経験で互いに刺激し合いましょう。

今後の活動

　・地域医療看護介護の講演会（年１回）

　・病院・施設での研修会

　・台湾の医療機関、施設での共同研修

　・総会・懇親会の開催（年１回）

　・役員会（年4回）

　・近畿大学体育会ボクシング部支援

近畿大学校友会　地域医療ケア支部

事務局　

〒592-8343 大阪府堺市西区浜寺元町1-120-1 

医療法人ナカイクリニック内

TEL 072-269-0553  

Email kindai.mdca2016@gmail.com

  

　昨年度入会の、『建築学部同窓会』・卒業生部会［賛八

会］3代目会長を努めています西と申します。初参加ですの

で、賛八会の設立経緯や恒例の事業活動等をご紹介いた

します。詳しくはホームページにて、ご案内しています。

（１）【設立経緯】　

昭和38年に理工学部建築学科が設立され、１期生の卒業

時に故芦田小二郎教授により建築学科同窓会を『賛八会』

と命名され、本年は建築学科54年目を迎えます。（現在の1年

生は建築学部6期生です。）

（２）【学科から学部へ】　

平成23年度に建築学部誕生とともに、これまで理工学部建

築学科同窓会［賛八会]から、建築学部同窓会卒業生部会

[賛八会]と名称を変更し、建築学部設立記念式典でお披露

目されました。役員は小野英道相談役、細川純一・幸田稔・

浅田行則副会長、大地泰彦・深見邦夫・森田忠明・久保田潔

常任幹事（運営、事業、広報、法令担当）、他幹事、監事で

構成しています。平成25年には建築学部と共催で『建築

学科設立50周年記念・懇親会』を開催しました。

（３）【恒例の事業活動】　

ⅰ）学生支援事業　

全学部生対象に建築学部と共催で『設計コンペ』を実施。

また、3回生（院1年生）を対象に、『就職ガイダンス』を実施。

就職ガイダンスでは総合建設業、総合設計事務所、構造設

計事務所、大手住宅メーカー、公務員などのOBが、学生から

の事前質問をもとに、面接時の留意点などを説明し、終了後

には会場内で個別相談会を行っています。

ⅱ）会員交流事業　

年1回、【会員の秋の集い】を

大阪市内ホテルで開催。

平成27年度は堂島ホテルに

て、恩師と会員と現役先生

2名（計70名）で開催。

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）
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泉大津・高石支部

第１部講演会　演題　『希望の花を咲かせる国　日本』講

師に山分ネルソン祥興氏（産婦人科医）。第2部懇親会他

［写真は講演風景です。］

ⅲ）普及啓発事業　

ホームページによる活動報告を一般社会向けと会員向けに

分けて実施。

ⅳ）教職員との交流活動

建築学部主催の新歓送迎会に参加（役員3名）。

ⅴ）卒業生との交流活動　

建築学部卒業式での来賓挨拶（会長挨拶）。

（４）今年度の会員交流事業『会員の秋の集い』の紹介

開催日時　平成28年9月17日（土曜日）　5時から8時、開催

場所　堂島ホテル（大阪市内）、参加対象　恩師、会員、現

役先生、設計コンペ入賞者（計100名予定）、第１部講演会

演題　『見た目のアンチエイジングとは』、講師　山田秀和 

（やまだ　ひでかず）氏　近畿大学医学部奈良病院皮膚科 

教授、近畿大学アンチエイジングセンター 副センター長（兼

任）、第2部懇親会他

校友会会員の皆様方との交流を、図って参る予定ですの

で、どうぞよろしくお願いします。

　平成28年5月21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7回総会｣を

開催致しました。校友会本部より亀岡前会長はじめ近隣支

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、ご来賓から

も有難い祝辞を頂戴しました。議事においては3年毎の役

員改選が今回行われ、古川誠司支部長が新たに就任いた

しました。そして、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）

・2015年度活動報告 ・2015年度決算報告 ・会計監査報告

・2016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、しだいに思い出話に花が咲き、

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、出席者

の皆様に「熊本地震」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に盛り上がり、校友会の親睦

を深める有意義な会となりました。

＜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　

　近畿大学校友会の皆様には益 ご々健勝にてご活躍の

こととお慶び申し上げます。日頃より当支部に対しまして暖

かいご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、私共愛媛県東予支部におきまして、ここ数年来、

メインの活動の場となっております毎年恒例の第48回今治

畑中 政昭幹事長

支部長 村上 浩二

愛媛県東予支部

見事、三連覇達成!!

「近畿大学校友会泉大津・高石支部
　　　　　　　　　　　第7回総会」開催
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東予地区大学校友会親善ソフトボール大会が、昨年11月

3日に開催され我が近畿大学校友会が見事三連覇を達

成致しました。昨年の大会もそうでしたが、いつもご協力を

お願いしているおとなりの愛媛県中予支部が今回も「やる

気」でサポートして頂き、苦戦致しましたがまたまた優勝し

てしまいました。

　夜の懇親会は我々近大が当番（幹事校）であった為、

これも愛媛県南予支部の山下支部長にご無理をお願い

し、「近大マグロ」を手配致しました。私の号令で「近大の

太っ腹」を他の大学に見せてやれ!!ということで出席者

300名ほどおりましたが、全員に「近大マグロ」を振る舞いま

した。すると物凄い反響となり、「近大さんは素晴らしい!!」と

各大学校友会から絶賛の声を頂きました。お陰様で我々

懇親会の幹事校としては鼻高々でありました。次回は東大

が懇親会幹事校でありますが、一体何が出てくるのか非

常に楽しみであります。

　今年ももちろん四連覇を目指します。尚、第53回支部総

会は7月24日（日）に開催しました。

　最後となりますが、近畿大学並びに校友会の益々の発

展と校友会各支部の今後益々のご活躍を祈念申し上げ、

支部近況報告とさせて頂きます。

 東北で唯一活動している宮城県支部。昨年の校友会誌

第51号に設立10周年の歩みを寄稿させていただきました。

宮城県支部設立当初、華 し々く3年連続で「近畿大学公開

講座ｉｎ仙台」を開催していただき前途洋々のスタートでし

た。宮城県支部と校友は更に1年の歴史を刻み、仙台への

転勤で支部活動に協力して頂いた方々、数名は首都圏、

関西圏の勤務地へ戻り若手の参入も無く、高齢者の支部

へと着実に歩を進めています。

　東日本大震災から5年4ヶ月、危機を乗り越え高齢者

支部は「継続は力なり」を合言葉にゆっくり活動を継続し

ています。

　27年度（自：平成27年7月1日 ～ 至：平成28年6月30日）

の活動報告をさせて頂きます。

1）宮城県支部役員会　平成27年7月3日（金）開催

　＊２７年度の総会、懇親会の事前打ち合わせ、役割分担

　　協議

　＊支部会員、役員の情報交換、懇親会

２）宮城県支部総会・懇親会開催　平成27年7月25日（土）

　校友会副会長 髙須様　事務局 熊井様　ご臨席で

　＊一部　27年度　通常総会

　＊二部　懇親会・・・校歌＆近大節大合唱あり支部開設

　　　　　　　　　10周年記念式典に相応しい懇親会

　　　　　　　　　となりました。

３）宮城県支部臨時役員会　平成27年8月18日（火）

　＊平坂幹事　転勤送別会＆校友情報交換、懇親

４）校友会全国支部長、同窓会長会出席　平成27年9月

　 5日（土）

　＊シェラトン都ホテル大阪にて開催 　須藤支部長出席

５）宮城県支部新年会開催　平成28年1月27日（水）

６）熊本地震救援募金活動　平成28年5月23日（月）

　＊支部会員からの募金を本部へ振り込み送金しました。

　＊大震災経験の宮城県支部会員として、一日も早く地震

　　がおさまり平常な生活が戻ることをお祈り致します。

７）宮城県支部校友に対しての広報活動

　＊校友会本部より受領の本学資料を配布

宮城県支部
副支部長

宮城県支部だより

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

𠮷島 忠臣
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 生物理工学部は、平成5年（1993年）に和歌山県紀の川

市に創設され、本年度で24年目を迎えました。現在、「生命

科学と理工学の学際領域の最先端の研究によって、教育

を牽引し、優れた学生を社会に輩出すること」をビジョンに

掲げた生物理工学部は、学部6学科・大学院2専攻と先端

技術総合研究所を擁する21世紀COE研究教育拠点に

相応しい教育研究活動を展開し、地域において高い評価

を得ています。生物理工学部の卒業生は、平成28年3月

末で20期生までの8,036名となり、一般社会でその能力を

十二分に発揮して活躍しております。

　本年度立案・実施している生物理工学部同窓会の事業

の取り組みは、以下の通りです。

（１）BOSTホームカミングデー2016の開催

　生物理工学部同窓会総会・親睦懇親会の開催

　日時：平成28年10月29日（土曜日）13時より

　場所：近畿大学生物理工学部　210教室・第2会議室

（２）同窓会入会の促進

　学生に対する啓発活動と未加入卒業生に対して入会

　要請

（３）会則等の検討

　社会情勢を踏まえた会則の検討審議

（４）慶弔事業の実施

　会員の慶弔事の祝意・弔意の実施

　地震・台風による激甚災害被災会員に対する支援

（５）学園の事業及び行事等への協力

　学部祭（きのくに祭）など、学部の行なう行事に協力と直

　接参加

（６）会員データ等の蓄積・整理

　個人情報保護法の遵守と守秘義務に基づく各種データ

　の蓄積と整理

（７）表彰事業等の実施

　学術・芸術・スポーツ等において顕著な功労を修めた学

　生の表彰

（８）学部に対する寄与貢献の実施

　学部在学生の就職活動支援と和歌山キャンパス記念事

　業に向けての支援

　最後に、和歌山キャンパスの生物理工学部は、今後創

設30周年に向けた様 な々取り組みを準備し、推進していくこ

とになります。近畿大学校友会の皆様におかれましては、何

卒宜しくご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　大末建設支部は、1986年（昭和61年）7月に発足し、設

立30年となりました。毎年、近畿大学の卒業生が数名入

社し、現在は42名となっています。今年度も平成28年5月

20日に校友会より中井副会長様、総務部校友課より杉本

様に御来賓いただき、大末建設支部総会を開催しました。

活発な意見交換のあと、毎年恒例となった全員での近大

節の大合唱で締めくくりとなりました。来年度は、大末建設

が平成29年3月1日に創業80周年を迎えることと合わせて、

30周年記念支部総会として盛大に開催しようと計画をし

ています。

　数年前までは、当社も建設業界全体も厳しい時期が続

いていました。ここ数年は、東京オリンピック誘致もあり、業

界全体に活気が戻ってきました。大末建設も老舗と呼ばれ

る100年企業となることを新たな目標として、全社員で力を

合わし、さらなる発展を目指していきます。その中において

近畿大学校友会大末建設支部は、中心的役割を担う

だけでなく、業界全体においても活躍の場を広げるよう

松本 和也

生物理工学部同窓会
会長

生物理工学部同窓会活動報告
（近畿大学・和歌山キャンパス）

大末建設支部
支部長 村尾 和則
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埼玉県支部
支部長 上田 彰一郎

頑張ってまいります。

　今後とも、先輩各位の御指導と御協力を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

　近畿大学校友会の会員の皆様には、変わらずご健勝

のことと、お慶び申し上げます。

　平素より、埼玉県支部の校友会活動にご理解とご支援

を賜り、厚く御礼申し上げます。

　埼玉県支部の平成28年度定期総会が、平成28年3月

19日（土）午後4時半から、近畿大学東京センターにおい

て、26名の校友の参加を得て開催しました。来賓として、近

畿大学東京センターから熊井あづさ課長補佐総務部校

友課兼務、近隣の支部からは、宮川正博東京支部長、

尾上良和東京支部幹事、冨田久夫千葉県支部監査役、

髙原和生神奈川県支部長、小嶋勝五郎茨城県支部長

に出席して頂きました。総会の式典は、定刻開催に先立

ち、小山睦男幹事長の司会の辞ではじまり、上田支部長

の開会宣言及び、各地から参加していただいた総会参加

者に対して、心から歓迎し感謝すると共に、母校の発展と

校友会がより活性化し、校友会各位の益々のご健勝を祈

る旨挨拶がありました。

　第Ⅰ部総会は、市川尚二副支部長の事業報告を挟ん

で、泉英雄副支部長、清家愼一会計監事による会計報

告と監査報告があり、全会一致で承認。引き続き、上田

支部長による28年度事業計画案と予算案の提案があり

承認。第Ⅱ部では、来賓者を代表して熊井あづさ東京セ

ンター課長補佐から大学と校友会の近況についての報

告がありました。また、近隣の支部を代表し、支部活動に

長い歴史を重ねられた宮川東京支部長より、今後も変ら

ぬ支部間の連携を続ける旨の挨拶がありました。次に熱

く全員で校歌斉唱、近大節を元空手部の加嶋仁校友の

「空手が東京オリンピックに採用になる」との話題提供

と、演舞が舞われ全員で斉唱しました。引き続き、出席者

全員の集合写真を撮った後、懇親会の部「近畿大学水

産研究所銀座店」へ移動、午後6時より懇親会に入りま

した。懇親会では、小山幹事長の軽妙洒脱な司会で進

められた。懇親会では市川副支部長の挨拶の辞があり、

前田雅夫先輩の発声で乾杯、歓談に入り世代を超えた

親交が深められた。お陰様で今年は参加人数がやや

少なかったが、平成9年以降卒業の2名の校友を含めて

若い校友の参加が増え、今後の発展につながることが

期待されます。懇親会は、年代を超えた校友の談笑と参

加校友の近況報告という形で進められた。懇親会は、

アット・ホームで和やかな雰囲気で閉会まで続き、支部長

の中締め挨拶で終了しました。この総会を振り返ってみ

て、その大きな意義は、埼玉県支部の活動状況をじっくり

と幅広く紹介できたことだと思います。また、近畿大学に

ついて、その多様性を踏まえたその文化、奥深さ、素晴ら

しさを伝えた内容と、更に会場全員による校歌、近大節

の合唱は、参加者の皆様が自ら参加する喜びを感じる

良い機会になったのではないでしょうか。参加者の皆様

から一様に「よかった、素晴らしかった」とお褒めの言葉

をいただきました。しかし、それで喜んでいるわけにはいき

ません。今後この定期総会の考え方及び成果を、いかに

埼玉県支部の今後の活動に活かしていくのかを真剣に

考えていかなければなりません。「お祭りの後」という言葉

がありますが、そのようにならないよう埼玉県支部のメン

バーである私たちはもちろんですが、県内の卒業生の

方 も々積極的に支部活動に参加していただけたらと思

います。

　最後になりましたが、校友会の皆様の益々のご活躍を

祈念申し上げ、支部の近況報告とさせて頂きます。

埼玉県支部の近況報告

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）
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支部長 田中 誠太

校友会八尾支部の発展を願い

八尾支部

　工学部は今年で創設58年目を迎え、同窓生総数は

24,052名に達しました。最近の工学部同窓会の主な活動

内容は下記の通りです。

（１）工学部同窓会報の発刊

　昨年は工学部同窓会報（第18号・A4版16ページ）を

発刊して、住所判明の会員約1万7千名と工学部在学生

の保護者約2千名に発送しました。内容は、同窓会総会

懇親会の報告と開催予告・卒業生訪問などの同窓会関

連記事のほかに、大学や工学部のニュース・各学科便り・

クラブ活動状況・新卒者就職状況・研究所トピックスなどの

母校の現況を紹介する記事などです。今年号（第19号）

も9月上旬に発刊発送の予定です。

（２）総会・講演会・懇親会の開催

　昨年（平成27年）は10月17日にホテルセンチュリー

21広島で開催し、144名の参加者を得て開催しました。

講演会はリカレント教育を目標に、工学部教員や卒業生

を講師にお迎えして最近の話題について講演してもらっ

ています。今年度（平成28年）の総会・講演会・懇親会

は、10月8日（土）にホテルセンチュリー21広島で開催

予定です。

（３）地域懇親会の開催

　大阪（2013）・東京（2014）に次いで、昨年（2015）は11

月15日に四国地域懇親会を松山市で開催し、約40名の

参加を得ました。今年は、11月12日に九州地域懇親会を

福岡市で開催予定です。

（４）在学生への支援活動

　工学部同窓会学生部会などを通じて、卒業アルバムの

作成と新卒業生全員への贈呈・全国大会出場などの優

秀成績を修めたクラブへの旅費補助支援・就職講演会

の開催などを実施しています。

（５）その他

　校友会の近隣支部との友好交流、校友会リーダーズ

クラブとの活動協力など。

　近畿大学校友会八尾支部は、昭和４４年に発足以来、

近畿大学をご卒業されました多くの皆様に支えられ、活動

を続けてまいりました。母校、近畿大学ならびに近畿大学

校友会本部の温かいご支援並びに関係者の皆さまのご

協力に対しまして、紙面をおかりしまして改めて厚く御礼を

申し上げます。

　さて、八尾支部では、一昨年10月に、支部のさらなる発

展を願い「近畿大学校友会八尾支部設立45周年記念

総会」を開催し、亀岡会長をはじめ多くのご来賓並びに学

友・会員の皆様方にご参加を賜り、盛大に記念総会を執

り行うことができました。また、昨年には、定例総会を開催し

たところ、本部より十合会計にご臨席いただくとともに、多く

の学友・会員にお集まりいただき、会員相互の親睦を深め

たところであります。

　さらに、八尾支部においては、他大学の校友会とも交流

を深めており、関西大学校友会並びに関西学院同窓会

工学部同窓会
総会・講演会・懇親会
・日時 平成28年10月8日（土） 16時～

・場所 ホテルセンチュリー21広島

　　　JR広島駅南口の南方300m

・会費 5,000円（当日支払）

・申込 dousou@hiro.kindai.ac.jp

工学部同窓会
九州地域懇親会
・日時 平成28年11月12日（土） 17時～

・場所 梅の花天神店

　　　福岡市中央区天神1-15-6

・会費 5,000円（当日支払）

・申込 dousou@hiro.kindai.ac.jp

会告

小松 眞一郎会長

工学部同窓会
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の八尾支部との間において、総会へ相互参加するなど、

交流・親睦を深めておるところであります。また、職域支部

である梅友会八尾市役所支部や近畿大学医学部同窓

会八尾支部（近八尾会）など、校友であられる多くのみな

さんに加わっていただき、会活動を盛り上げていただいて

おります。

　なお、私事ではございますが、本部校友会の副会長を

拝命しており、各支部の総会等にお招きをいただき、各支

部の活動に触れさせていただく多くの機会を頂戴してお

り、本当にありがたく感謝をいたしております。

　今後とも、近畿大学校友会各支部との親睦を図るととも

に、母校並びに校友会の発展に、より一層の努力を重ね

てまいりたいと考えておりますので、校友会活動に更なる

ご理解と格段のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

　校友の皆さまのますますのご健勝・ご多幸を祈念申し上

げ、支部活動報告にかえさせていただきます。

　近畿大学校友会の皆様におかれましては、ますますご

健勝の事とお慶び申し上げます。日頃より、当支部に対しま

してはご指導・ご鞭撻を賜り厚く御礼申し上げます。

　我々近畿大学校友会愛媛県中予支部は設立より丸5

年を迎え、去る平成28年4月24日に第6回の定期総会を開

催致しました。

　当日は、ご来賓として近畿大学校友会本津副会長様、

大学から総務部校友課片山慎一様、愛媛県東予・南予

支部から各支部長様始め会員の方々の参加をいただき

盛会に開催出来ました。これも中予支部役員、会員の皆

様のご協力、ご支援のお陰と思っております。

　当日は近畿大学世界経済研究所の有路昌彦教授によ

る「ブリとナマズのビジネスモデルによる経済創出」という

テーマにて記念講演を行っていただきました。現在の水産

業界の内容やとりわけ養殖市場の移り変り等非常に現実

的な内容でありました。特に先生の発想により誕生した「う

なぎ味のナマズ」の話は非常に興味深い話であり参加者

も時を忘れて聞き入っていました。

　総会後半の懇親会でも入れ替りに先生と笑談する人

が多くて、仲々食事する時間もなかった様に思えました。

　当日の懇親会の料理の中にも「うなぎ味のナマズ」が出

され見たり食べたりして皆興味津々な様子でした。

　昨年の第5回記念総会では、近畿大学水産研究所前

所長の宮下盛教授に「マグロの完全養殖と産業化の現

状」というテーマにて記念講演を行っていただき、その時

の盛況な講演を思い出しました。その宮下盛先生も昨年

11月にご逝去され1年前のお姿と共に思い出した次第で

あります。

　昨年と今年、我々の総会において今話題の講演を聞く

事が出来、その話題の品を食する事が出来ましたのも、近

畿大学総務部校友課を始め関係者の皆様のご配慮・ご

協力があればこそと思いこの場をお借りしまして改めて御

礼申し上げます。

　校友会愛媛県中予支部におきましては、設立当初より

「100人総会」を目指し、過去6回の総会においても全て達

成しております。校友会員の活動において「支部総会へ

の参加は誰でも出来る第一歩」と考え、色々な内容、講演

企画、参加者召集等も行っています。今後共支部会員の

皆様のご協力を得ながら色々な活動を行いたいと思いま

すので交流を深めていこうではありませんか。

　終りに母校近畿大学並びに近畿大学校友会及び校

友会各支部の益々のご発展と校友会会員の皆様のご健

勝、ご多幸をご祈念申し上げます。

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

德本 秀樹

愛媛県中予支部　　　　　
支部長

支部総会の報告 
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尼崎市役所支部
支部長 義井 弘一

　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、校友会活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上

げます。

　我々は「大阪の中心部に校友の拠点を」という数人の有

志の発案から、大阪駅北側再開発の足音を聞きながら、

2010年6月に誕生した比較的新しい支部です。当支部

は母校近大（本部）のお膝元、大阪府の中心部を活動

の拠点としています。ビジネス街、繁華街というエリアだけ

に、多岐にわたる人材の集まる場となっています。また、

2カ月に1回、会員の自己啓発と親睦を兼ね、勉強会（支

部内では梅北寺子屋という名称）を開催するなど、積極

的な支部活動を行っています。

　本年6月には、ハートンホテル南船場で支部総会を

約60人の方にご参加頂き開催させて頂きました。当日は

本学水上競技部監督でアテネ五輪銀メダリストの山本

貴司氏を迎え「監督の経験と母校水上競技部の現状に

ついて」というテーマでの講演会や懇親会を行い、盛大

のうちに無事に終えることができました。これも、校友会本

部、校友課の方々をはじめ、本学関係者皆様のご尽力

のおかげと感謝致します。

当支部の活動指標は次の通りです。

①母校の発展に寄与し、事業、行事に積極的に参加する。

②総会、忘年会など校友会会員の親睦をはかる。

③支部のワンストップ・プラットホーム化（支部会員のお互い

　の強みを生かし、近大魂を持った新会員＝パワーパート

　ナーを見付けていく）。

④支部内でパワーパートナーを見付け、メリットをお互いに感

　じて頂いたなら、新会員候補者にメリットを伝えていただ

　き、新たなパワーパートナーをご紹介いただく。

　これらの指標は近畿大学の校友会支部として、どこに

でもあてはまる指標ですが、上記の通り、2カ月に1回の

「寺子屋」開催は当支部最大の特徴でもあります。常に

活動的に自己啓発し、近大のつながりを広げていく。

校友会活動の指標実現に最大の効果があります。

　積極的にご参加して頂く方を会員としてお迎えし、活

気ある支部活動を行い、ますます発展する母校に貢献

できればと思います。

　これからも関係者の方々には何卒、ご指導ご鞭撻の

程、よろしくお願い致します。

　近畿大学校友の皆様、平素から尼崎市役所支部の活

動にご理解とご協力を頂き本当にありがとうございます。

　まず最初に、平成28年4月14日から発生した熊本県を中

心とした地震により、犠牲になられた方々には心よりお悔や

み申し上げますとともに、被災された皆様方にお見舞い申し

上げます。

　近畿大学、校友会、金剛会、本市尼崎市も可能な限りの

支援を行っていくとともに、被災地域の方々には一日も早い

復旧がなされますようお祈り申し上げます。

　さて、私は平成20年から支部長を努めさせていただい

て、9年目になります、義井弘一でございます。理工学部を卒

業後、大学院の工学研究科を経て、昭和57年4月に尼崎市

役所に採用されました。以来、主に技術者として30年間携っ

てきました。

　現在は、ボートレース尼崎に在籍しております。採用当時

から、市役所にはたくさんの先輩方がおられ、各方面から助

けて戴き、近大を卒業して本当に良かったと思いました。本

市は今年市制100周年を迎えております。わたしの現役生

活もあと1年と少しとなり、できる限り本市を盛り上げ、がん

ばっていきたいと思っています。

　尼崎市の議会では、寺坂美一議員（副議長）、丸岡鉄也

議員（常任委員会委員長）、上村富昭議員（特別委員会委

員長）の3名が在席されており、こちらの先輩方も尼崎市発

展のためご活躍していただいております。そして、尼崎市役

所支部の顧問としても、ご指導とご支援を頂いております。

太田 幸治支部長

大阪梅北中央支部
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　それから、大阪府内の近大出身の首長も田中誠太市長

をはじめ、富田林市多田利喜市長、貝塚市藤原龍男市長、

泉大津市伊藤晴彦市長、大阪狭山市古川照人市長の５名

にも上り、出身校別では近大が最多で、近大のパワーを

感じています。

　また、近大の受験志願者数が10万人を超え3年連続

日本一になり、入学式では、新入生の歓迎が盛大に行わ

れ、近大に入って本当によかったと思えるような近大ＯＢ

のつんくさんプロデュースの演出もありました。それから、

卒業式ではホリエモンこと堀江貴文さんのスピーチが素

晴らしかったことを思い出し、卒業生への大きな期待と暖

かい愛情を感じ取ることができました。

　今年は8月5日から8月21日までの期間、ブラジルのリオ

でオリンピックが開催され、校友の入江選手、山口選手、

古川選手、川中選手等が出場し、パラリンピックでは、

一ノ瀬選手が出場されました。私も、テレビの前で大声援

を送りました。

　昨年は、ニュートンの雑誌で近大の特集号が出版さ

れ話題となりました。雑誌から近大はスポーツやマグロ

だけでなく、いろいろな分野で活躍していると感心させら

れました。それから、夏にナマズのかば焼きを食べる機会

がありました。ウナギよりも身に厚みがあり、柔らかくて美

味しかったです。ウナギの好きな方は、是非一度、ナマズ

のかば焼きを食べてみて下さい。マグロにひき続き、近大

ナマズが成功するように願っております。

　最後になりますが、尼崎市役所支部は、局長級から一

般職まで、職種、職域を超えて楽しく交流しています。女

性会員も多くなり大変にぎやかな支部となってまいりまし

た。本市も職員の世代交代が進んでおります。公務員志

向の学生や卒業生の方も、是非尼崎市の採用試験に

チャレンジしてみてください。晴れて採用された暁には私

まで一報ください、私たち仲間が、暖かくお迎え致します。

　校友会の皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び

申し上げます。

　今年は産業理工学部・九州短期大学が創立50周年を

迎えるメモリアルイヤー。それに伴い6月4日（土）のがみ

プレジデントホテルにて「近畿大学産業理工学部・九州短

期大学創立50周年記念祝賀会　同窓会合同懇親会」

が行なわれました。

　お忙しい中、総会並びに懇親会へご来場頂きました校

友会・同窓生の皆様、誠にありがとうございました。 今回は

通常の同窓会合同懇親会ではなく、あくまで産業理工学

部創立50周年記念ということで私ども同窓会は大学のサ

ポート役として協力させて頂きました。

　この記念すべき瞬間を共に祝うためにご来場頂いた皆

様の数、総勢500名以上。 懇親会はスクリーンに投影され

たダイナミックな大学の空撮映像でスタート、さらにこの日を

祝う雅な筑紫舞が祝賀会に奉納されました。会場では幾

度となくメディアで取り上げられた近大マグロが振る舞わ

れ、参加者もご満悦。また、産業理工学部吹奏楽部の演

奏ならびに大学と短大の学生共同企画による若さ溢れる

ステージに会場は大いに盛り上がります。最後はこの日の

ために本学の大阪より来場頂いた、近畿大学の応援部に

よる校歌斉唱および近大節でこの祝いの席を締めくくりま

した。

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

産業理工学部同窓会
会長 川村 正美
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　短い時間ではございましたが、旧知の友や恩師の皆様

とこの記念すべき日を共に過ごせたことを誠に嬉しく思い

ます。来年以降は通常の同窓会懇親会となりますが、我々

同窓会役員一同、皆様にご満足頂けるようより一層尽力

を致します。

　校友会並びに同窓生の皆様、今後とも産業理工学部

同窓会をよろしくお願い致します。

　文芸学部同窓会は、今年もホームカミングデーに総会

を開催しました。9月25日（日）、昼の12時からA館の第一

会議室で行い、そのあと校友会の懇親会に参加してもら

うようにしました。

　文芸学部では、今年、英語コミュニケーション学科と中

国・韓国語文化コースが募集を停止しました。国際学部

が新設されて、専任の先生がそちらに移籍したからで

す。しかし、英語コミュニケーション学科は、「英コミ永遠

会」なる在学生と卒業生と教員による会を発足させ、7月

16日に発足の会とパーティーを開きました。盛会で250人

もの人たちが本館食堂KUREに集まりました。「永遠」

（eternity）ということばには、有限な人間的時間に対す

る遙かな希望を感じさせますが、ここにはimmortality

（不滅）の思想さえ籠められているようで、その意気の高

さが表れています。命名は、この会の発案者でもある

小林一雅教授です。「英コミ永遠会」を文芸学部同窓

会はバックアップしていきます。

　英コミと中国・韓国語文化コースが抜けたところに、新

学科「文化デザイン学科」が新設されました。デザインを

広く文化的文脈で考察し、逆に文化的事象をデザイン

の思考をモデルにして構築しようという学問分野です。

4月12日、1年生だけの文化デザイン学科で新入生歓迎

会が開かれました。世話人は専任教員8名で、このうち

6名の先生が新任の方です。文芸学部同窓会が補助を

して、たくさんのお菓子やケーキや飲み物を用意しました。

こんなにたくさん買ってどうなるのだろうと心配していたら、

女子の多い新学科の1年生は、もの凄い勢いで食べ尽く

してしまいました。あたかも文化デザイン学科の勢いが食

欲として象徴的に表れていたかのようでした。この新学

科は大丈夫、目覚ましいスタートダッシュをしたものだと感

嘆しました。

　毎年、卒業式の日には、卒業生に卒業アルバムを編集

した記念のDVDを進呈しています。ゼミナールごとに撮

られた笑顔、笑顔、笑顔の写真をよく見ると、別のゼミの

学生がいたり、別の先生が混じっていたりします。学問を

エンジョイする文芸学部らしいアルバムです。

　文芸学部では、例年たくさんのイベント、講演会、展覧

会、舞台公演が行われています。同窓会会員の皆さん、

どうぞこちらにも足をお運び下さい。特に、本格的に芽生

えたばかりの若い才能を発見する喜びは、芸術学科のイ

ベントに行く楽しみの一つです。

　奈良県北部は平成28年2月28日に奈良パークホテル

にて設立総会を行いました。亀岡 弘 前校友会会長、

十合 良介 奈良県中部支部支部長にご来賓として参加

頂き、また、校友会本部の支援もあって総勢137名の校

友に参加して頂きました。

　奈良県北部には農学部や附属幼稚園・小学校が存在

するにも関わらず、今まで地域支部が無い、という状況の

中、増井支部長を中心に有志を集い、校友会本部の支援

を受けてこのたびの設立となりました。

　平成28年2月28日に行われた設立総会におきましては、

事務局長 山上 侑佐（31・理工）

平成28年に設立しました。

奈良県北部支部

第1回英コミ永遠会

会長 佐藤 秀明

文芸学部同窓会
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昭和30年卒の方から平成25年卒の方まで参加頂き、実に

幅広い年齢の校友の親睦を深めることができました。

　平成28年5月21日にはアーチェリー日本代表　古川高晴

選手のオリンピック激励会を開催いたしました。急な開催に

も関わらず30名の校友に参加いただき、古川選手とのふ

れあいを楽しんでいただきました。参加した方からは「オリン

ピックを観戦する楽しみが増えた」と喜んで頂きました。

　このように奈良県北部支部では校友の皆様に喜んで

いただけるようなイベントを計画し、「近畿大学卒業生で

よかった」「奈良県北部支部は楽しい」と言って頂ける支部

を目指して頑張って参ります。宜しくお願い致します。

 

お問い合わせは下記まで。
近畿大学校友会奈良県北部支部

担当地域：奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡、北葛城郡、磯城郡

事務局

〒631-0821 奈良市西大寺東町2丁目1番63号サンワシティ西大寺５Ｆ

ＴＥＬ 0742-36-3030

三和住宅株式会社

　校友のみなさまには、ますますご健勝のこととお喜び申

しあげます。

　平素より校友活動にご支援ご協力を賜り、ありがとうご

ざいます。

　5月15日（日）医学部キャンパスにおいて、平成28年度

支部総会を実施、小谷嘉博副会長（S51法卒）の司会

により全員「校歌、応援歌」を斉唱、そのあと支部長が

挨拶に立ち、来賓の沖野康治副会長（S61法卒）および

上原真一校友課職員（H2理工卒）に謝意を申述べ名実

ともに発展する母校を支え、医学部を擁する地元支部と

して校友会と協調してゆく決意を述べる。

　来賓の祝辞に移り沖野副会長は、母校の近況と新入

生の応募率が全国一となり、これからも躍進する母校の

発展に寄与する心構えを強調された。

　上原職員は当支部総会に今年で三度目の出席となり、

支部のみなさまの本部校友会へご厚情に感謝を申述べ

られた。

　続いて若手卒業順に学生時代の思い出や、近況を報

告、昨春就任した市長の古川照人氏（H8商経卒）は就

任2年目で、文化遺産「狭山池」が今年築造1400年の節

目に当り人口6万の小さな町ですが「住んでみて良かっ

た」と思える町にするよう全力で取組んでゆく旨話された。

　支部長は、本年が役員改選（任期2年）で先の役員会

に諮り支部長以下役員の留任と、桑原雅文（S50商経

卒）・今中良司（S57商経卒）の両氏を新幹事に加える案

件を承認した。

　式次第に従いH27年事業報告を読みあげ、併せて

H28年事業計画（案）を説明、司会者が意見を求めたとこ

ろ全員異議なく原案どおり可決する。以上で本日の議事

はすべて終了したので、記念撮影したのち散会する。

 食品支部は、食品関連産業に従事する近畿大学校友

によって組織され母校近畿大学の発展と、会員相互の親

睦と学びあい、ビジネスチャンスの繋ぎを目的として設立さ

れた校友会専門職支部です。

　2014年6月7日に発足し、昨年は5月に第2回、11月に第

3回総会を開催し、今年度は5月29日に第4回総会を54名

のご参加を得て開催いたしました。設立から3年目となりま

すが、支部の趣旨にご賛同いただき毎年増員し現在、会

員数74名となりました。今後も更に国内外食品及び関連

産業に携わっている校友達に広く発信し、今期より、賛助

会員の新設、特別会員の充実を図り、さまざまな業種から

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

支部長 中田 全亮（法 37 卒）

大阪狭山支部

支部長 李 忠儒

食品支部
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の会員を増やす試みに取り組んでいく所存です。食品

フェア4回、講演会を含む勉強会などの他、近大マグロ

養殖施設見学会等を織り込んだ国内研修旅行や中国

の市場や食品メーカー視察を目的とした海外研修旅行

を実施しました。

　今年度は6月23日から26日までの４日間で台湾へ国際

見本市展示会や食品メーカー視察を目的とした海外研

修旅行を実施いたしました。校友会台湾総会とも交流を

はかり親睦を深めることができました。またこの研修旅行

では2月に発生した台湾南部地震に対して支部に寄せ

られた義援金を台湾に贈呈いたしました。今年度からは

定期例会を開催し、益々有意義なプログラムを企画、実

施して気軽かつ頻繁に商談、異業種交流可能な親睦の

機会を増やし、新しい情報を得られるだけでなく、常に新

しいビジネスが生まれる活気ある場を提供してゆく所存

でございますので、食品支部の成長と発展の為、皆様の

斬新なアイディア、積極的なご提案を是非賜りたく存じま

す。食品支部を多いに活用しビジネスチャンスに導くばか

りでなく、食品業界に貢献出来るよう一丸となって精進し

ていきたいと願っております。

　食品支部では、現在入会者を募集中です。お問い合

わせは下記まで！
近畿大学校友会食品支部　　　　　　 　

支部長　李忠儒

連絡先　事務局長　岡野邦男

　　　　岡山県小田郡矢掛町浅海３８５－１　立花容器株式会社

　　　　TEL 0866-82-3300　

　　　　FAX 0866-82-3401

　　　　e-mail　info@spac.co.jp

　いよいよ2017年は支部創立50周年となります。プレ・イ

ヤー2016年は新年親睦会より50名を超える参加者を揃

え、本学広報部長世耕石弘氏、薬学部長村岡修氏を迎

え盛大に新年開きを行いました。また、薬学部との協力

事業である「模擬患者」も本年から内容が進化すると聞

いております。内容としては患者役＋フィジカルアセスメン

ト（医療行為の一部）がセッションの中身に加わることに

なっております。

　さて、本年の支部総会は4年連続で本学E-キャンパス

「ブロッサムカフェ」にて盛大に行いました。校友77名と

広告協賛62件をいただきプレ・イヤーとしての目標は達成

できたと確信いたしております。本部からは本津茂樹副

会長よりご祝辞を賜り、「キャンパス大改造構想」等のお

話をいただきました。記念講演では元近畿大学附属高

等学校長 當仲將宏氏にお願いし、「近畿大学と世耕

弘一先生」と題しご講演を賜り、近畿大学誕生秘話と世

耕初代総長との思い出を語って頂きました。このあと、乾

杯のご発声を平岡為次郎顧問に頂戴し、つづいて来賓

各位様のご挨拶となり、岸和田忠岡支部長北野勝彦

氏、並びに市役所支部長中崎氏がご挨拶、また市会議

員の鳴戸鉄哉氏と山崎毅海氏にご挨拶頂きましたこと

誠に厚く御礼申し上げます。最後に近大節が川勝親副

幹事長により行われ満場の拍手喝采のうちに無事お開

きとなりました。本年の支部総会は5月に前倒しして開催

されましたが、本学の吹奏楽部事業の「ツナコン」鑑賞に

協力する趣旨をもって行いました。あわせて「不倒館」見

学も催し、盛りだくさんの演出を施しました。これも地元支

部ならではの企画ではないかと自負しております。

　東大阪市民ふれあい祭りでは本年も「化学のふしぎ」展

を継続して開催し、表面張力のふしぎであるマーブリング

を出し、親子連れの来場者に色鮮やかな和紙染めをプレ

支部長

幹事長

宮﨑 利一
鮫島 輝明

いよいよ2017年支部創立50周年

東大阪支部

近畿大学校友会食品支部 で検索
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ゼント致しました。また長岡香料さま協賛で初出店以来続

く「香料」の魅力を体感できる催しをおかげさまで続けて

おります。

　いざ2017年の支部創立50周年にむけて大飛躍をす

るよう、一同心掛けます所存ですので、なお一層のご支

援ご協力を賜りますようにお願い申し上げまして、今回の

諸兄方ヘの御礼とさせて頂きます。

　平成28年度定期総会の開催を心よりお慶び申し上げ

ます。環境緑化支部では4月23日に春の視察研修会を行い

ました。今年度の視察先は「尼崎21世紀の森」と「尼崎ス

ポーツの森」そして「竹中大工道具館」です。午前中は国

道43号線以南の尼崎臨海地区約1,000haの自然をよみが

えらせ、魅力と活力のあるまちに再生して新しいまちづくりに

取り組んでいる「尼崎21世紀の森」と「尼崎スポーツの森」

を視察しました。尼崎21世紀の森づくりは市民や企業が

中心となって「環境の世紀」と呼ばれる21世紀の100年間

を時間軸に、長期にわたって取り組む壮大なプロジェクト

です。また、「生物多様性」に着目し、かつて自生していたと

考えられる植物群落を目標とした植栽が行われていました。

　午後からは2014年10月に新神戸駅前のみどり豊かな

地に移転オープンした「竹中大工道具館」を見学しました。

竹中大工道具館は地上1階、地下2階、周囲の自然と融和

する和風屋根の建物で、建物の内装には木工や左官、瓦

支部長 奈須 正典

近況報告及び支部活動について

環境緑化支部 副幹事長 藤田 博久

校友会広島支部近況

広島支部

師などの職人の技を取り入れ、日本が誇る伝統の技と心を

肌で感じることができました。

　今後もこのような研修会を通じて会員相互の親睦を図り、

知識や見聞を深めるとともに、支部活動をますます活性化

していきたいと考えております。

　校友会広島支部は平成23年に約10年間の休眠支部

状態から復活し、今年で6年目の活動に入りました。この

間支部会員の互いの情報交換で新しい校友に加わっ

ていただき、現在140名の会員となっています。

　広島支部の活動の柱は、「イベント活動」と「広報活

動」です。「イベント活動」は、趣味の会を立上げ、会員

同士の交流と共に、新規の会員募集の場としています。

恒例となった行事は、「歴史散歩とグルメの会」、「カープ

応援」、「ゴルフ交流会」、「ヨットクルージング」、「山歩き

の会」などです。　

　この一年間で新規に立ち上がったのは、「三木会（サ

ンモクカイ）」という食事と飲みの会です。これまで、趣味の

会以外の支部としての正式な場は、新年会と総会・懇親

会だけでしたが、この間に知り合った近大校友を次の集ま

りに誘うには半年位先になり、いつの間にか疎遠になって

いたようなこともありました。そんなこともあり、毎月第三木曜

日に時間と場所も固定し、近大卒業生なら支部会員でなく

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）
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ても大歓迎！という場です。開催して未だ一年くらいです

が、平均すると毎月誰か新しい人が参加している会になり

ました。参加者各自が近況報告を喋って、それからいろい

ろな話題に飛び火して盛り上がるのが通例です。

　「広報活動」はこれらのイベント活動を支部会員に伝え

る、会報「安芸の梅」（前年度活動を次年度4月に会報発

行。）、そして「会員募集チラシ」としてA4サイズ表面に一

年間のイベント活動をカラー写真だけ28枚をレイアウトし、

裏面に入会申込書を印刷し事務局のＦＡＸ番号を付けて

います。あとは広島支部のフェイスブックに、イベント行事を

発信するようにしています。ホームページの立上げは現在

準備中ということで請うご期待ということに致しましょう。

　校友会活動の基盤を成す我々の支部活動は、マンネリ

に陥るといつの間にか停滞を起こしてしまいます。少しずつ

でも変えて前に進むことを、支部の中核でお世話する人は

心せねばならないと思っています。（自分への戒めとしてさい

ごに付け加えておきます）。

　

　短期大学部の同窓会は、平素は、学友会同窓会として

現役生を支援する活動に従事しています。編入学ガイダン

スや就職ガイダンスの支援、卒業時の記念品の選定、卒

業記念パーティーの後援などがその主な内容です。なか

でも圧巻なのが、短期大学部独自の卒業記念パーティー

です。自治会の皆さんにお世話をいただき、卒業式の日には

卒業生と教員が学園食堂に全員集い、短期大学部での

2年間と、これから歩む道についてお互いが熱く語り合い

ます。短期大学部生の進路は、4年制大学への編入学や、

民間企業や官公庁への就職など、非常に多様なのですが、

このパーティーがお一人おひとりの胸の中に心の港として

の短期大学部を焼き付けていただく大事な機会になって

いるのは確かだと思います。卒業後、校友会の会員になら

れましても、人生の節目で、この港を思い起こしていただけ

れば幸いに思います。

 静岡県支部は創立から一貫して“近畿大学ここに在り”を

旗印にがむしゃらに県民、市民公開講座を大学に講師派

遣を依頼して毎年開催いたしてまいりました。これは当時は

まだまだメジャーの大学名でありませんでしたので継続して

開催することに主眼を置き会場の場所、講演内容、動員方

法と予定数、テーマにあった企業、学校等へのPRなど毎年

戦略を練ってまいりました。

 これまでに今でこそ世界にも知られた“世界初のマグロの

完全養殖”についてをテーマに沼津市の応援を得、水産研

究所の熊井英水教授他10名近くの研究に携わった諸先

生をお招きいたし予算が皆無の状況でしたが各方面の方

や校友の協力で開催でき、その際招待いたしました県立水

産高校の生徒が入学希望を申し出る成果があったり、農学

部の村上哲男教授の講演会開催時に進学説明会を受験

生と親子対象にいたしましたところ翌年教授から当日講演

会に親子で参加し大学の説明を受けた女子生徒が優秀

な成績で入学したとのうれしい報告があったり、最近では福

島の原子力発電所の事故の年に超多忙な原子力研究所

の伊藤哲夫教授の移動バス内で講演を受講しながら県内

唯一の浜岡原発の見学を実施してみたり、（好評でしたの

で2年間継続シリーズで講演）、昨年は初めて県会議員で

ある校友に“県民幸福度の最大化に向けて”をテーマに講

演会を開催するばかりでなく有志によるゴルフコンペやソバ

会長 田端 昌平

短期大学部同窓会

支部長 杉村 博介

支部の活性化をどこに求めるか？

静岡県支部
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打ちの講習会を実施し、一方非常に特徴のあるＨＰを作成

し大学の現況や県の情報、地方都市の観光案内をするな

ど県支部としては独自の企画を実施してまいりました。

　しかし、例年総会が終わりますとヤレヤレと安堵しある種

の義務が終わったと、前向きな姿勢が感じられなくなってき

ており、この雰囲気はどこにあるのかを考察いたしますと創

立当時の役員の校友が大半でほとんどを運営してきてお

り、早急に支部の若返りを図りませんと存続しないことが納

得でき、急遽多くの支部に相談しアドバイスをうけますとどこ

も同様な現状を抱えていることを耳にいたした次第です。

　今後は平成に卒業された若い年代が校友会で活躍す

る場の創設と間もなく始まる大学創立100年記念事業への

支部協力要請への取り組み、日本の大学評価NO.1を目指

す時代から世界の大学ＴＯＰ10と話題になる時代に近い

将来になりつつある現在、後輩が支部の存続の危機感で

自主的に考えて行動する体制が整えつつあることに非常に

期待をもちたのしみにしている次第です。

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

 平成28年5月「近畿大学校友会中華民国在日支部奨学
金」募集の案内をいただき誠にありがとうございます。本学
留学生を推薦させていただきましたところ、留学生2名へ
の奨学金給付決定通知をいただきました。
　貴支部の支部長 張碧華様、顧問 卜永和様はじめ支部
の皆さまに心から感謝申しあげます。

近畿大学校友会
中華民国在日支部奨学金へのお礼

李 敬（経営2年）　陳 奇緯（経営3年）　
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近畿大学校友会全国経済産業リーダーズクラブ

新卒業生歓迎会

　関東地区では８月６日（土）に品川プリンスホテルメインタワーに於いて新卒業生歓迎会を開催いたし
ました。
　年を追うごとに参加者は増えて参りまして、今年は新卒業生２０名を含む１０２名の皆様に参加して頂
き交流を深めることが出来ました。
　校友会からは森政副会長にご出席頂きご挨拶を頂戴いたしました。また、東京センター横山事務長
をはじめ事務局から多くの方 が々ご出席くださいました。
　懇親会では、関東地区では恒例になっております学部対抗ゲームも開催され大いに盛り上がりました。
　関東地区の新卒業生歓迎会は近畿大学のブランド力向上と共に年々参加人数も増えてきておりま
すが、関東地区の校友会各地域支部との連携も更に深めながら発展させて行きたいと考えております。

関東地区　代表　髙須 康有

　全国リーダーズクラブの先陣を切り、７月１０日（日）シェラトン都ホテル大阪に総勢３００余名が結集！！
第７回目となりますが、今年は約１2０名の新卒業生を招待して、盛大な歓迎会を行いました。ご来賓と致
しましては、キャリアセンター藤原事務部長様、リエゾンセンター武田コーディネーター様はじめ学術研究
支援部の方々、また校友会からは西村新会長、亀岡前会長はじめ執行部・同窓会の方々のご臨席を
賜り、新卒業生に対するご挨拶や熱いご支援を頂戴しました。 
　今年のテーマは、“すべてＫＩＮＤＡＩでやるぞ！”と銘打ち、まずは近大マグロと各支部長からのラブコー
ル、続いて近大吹奏楽部ＯＢ（１６名）「きんすいジャズバンド」による、ジャズ、ミュージカル、映画音楽など
の生演奏、そして恒例のテーブル対抗○×クイズ大会で、仲間の声援を受けた新卒業生がステージ上で奮闘し、豪華賞品争奪戦で大いに盛り
上がりました。最後は、ジャズバンド演奏・応援部・チアリーダー部での近大節で会場が一つになり、近大カラー満載、名残惜しさ一杯ムードで閉
会となりました。皆様、有難うございました。

関西地区　代表　中井 清和

　九州地区では、７月２3日（土）ソラリア西鉄ホテルで開催いたしました。新卒業生１7名を含む90
名の皆様に参加していただき、過去最高の参加人数での歓迎会となりました。校友会からは中島茂
副会長が来賓として来られ、ご挨拶を頂戴いたしました。また近隣の支部長の皆様や、九州短期
大学の林学長をはじめ大学から多数の教職員の方々にご出席いただきました。懇親会の新卒業
生自己紹介では、目を輝かせて抱負を語っている姿がとても新鮮でした。新卒業生の皆さんのご活
躍をお祈りいたします。また会の途中に、近隣支部長の取り計らいで、本年4月に、九州地区代表
の西村松次先輩が近畿大学校友会会長に就任されたことを報告し、激励をされました。

九州地区　代表　西村 松次

　東海地区では、７月１６日(土)にキャッスルプラザに於いて「東海地区新卒業生歓迎会」を開催い
たしました。新卒業生８名を含め、４６名に参加して頂きました。来賓には校友会から髙須副会長、工
業高等専門学校から村田圭治校長、内藤平美同窓会会長が出席して下さいました。リーダーズの
出席者は１６名と過去最高を更新できました。当日、高専専攻生の就職が内定するサプライズも有り、
大変盛り上がりました。近畿大学卒業生として誇りをもって、社会に貢献されることを願っています。

東海地区　代表　小野内 裕造

"全国の経済産業界で活躍する校友集まれ" 全国経済産業リーダーズクラブとは、学校法人近畿大学が推進する「産・官・学」連携事業に寄与することを目的とする支援団体です。

　7月24日（日）ＡＮＡクラウンプラザホテル広島において、中国地区の新卒業生歓迎会が催され
ました。校友会から本津茂樹副会長、また地元工学部の野村正人学部長にお越し戴き、「校友
会活動は各地の支部に入会するところから！」というメッセージも頂戴し、さっそく地元支部に入会さ
れた人も多数ありました。今年は地元広島を本拠地に活動する、バレーボールＶリーグのJTサン
ダーズの中島健太選手に参加戴き、リクエストに応え舞台上でジャンプ力を披露してもらう一幕もあ
りました。

中国地区　代表　古屋 慎一郎
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水と緑あふれる 　　　 　で生きる力を育むあやめ池
近畿大学附属小学校 近畿大学附属幼稚園
小学校から大学で学ぼう！！
　　　　　～近大ネットワークの教育力～

いきいき・のびのび・わくわく
                           元気で楽しい幼稚園！！

人に愛される人
　信頼される人
　　尊敬される人になろう

近鉄奈良線
菖  蒲  池

駅下車すぐ
[  　　]近畿大学附属
小学校・幼稚園前

あ や め い け

〒577-8691 大阪府東大阪市

近畿大学通信教育部312係

 ☎ （06）6720-2222
FAX（06）6722-3299

http://www.kindai.ac.jp/tsushin/

入学出願随時受付中

■通学課程（文系）への転部・編入の道あり　■全国各地でスクーリング開講

図書館司書コース 学校図書館司書教諭コース

法学部法律学科（4年制） 短期大学部商経科（2年制）

～ e-ラーニングで自宅にいながら、仕事をしながら、
　　自分のペースで資格の取得や教養を高める事ができます！ ～

TEL(0742)53-1200
http://www.fes-kinder.kindai.ac.jp

母校で
他学部卒業・
資格取得！

通信で二度おいしく
卒業しよう。

きんちゃん・しょうちゃん
｢ゆるキャラ（R）グランプリ2016｣
に参戦中!!
【投票期間】
平成28年（2016年）
　7月22日（金）10時～
　10月24日（月）18時

みなさんの投票、
応援お願いします。

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）
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順序不同

有 志 の
名 刺 一 覧

近畿大学校友会寝屋川支部　支部長
近畿大学応援部OG・OB会　副幹事長

長谷川 慎哉
（平成元年　商経学部卒）

株式会社 長谷川建設
寝屋川市池田新町 11 番 5 号
TEL 072-829-0100

〒

E-mail

近畿大学校友会　常任幹事
近畿大学校友会堺支部　幹事長
近畿大学応援部OG・OB会　副幹事長

猪 尾  浩
（平成2年　商経学部卒）
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
593-8303 堺市西区上野芝尚ケ丘町 3丁 1番 4号

TEL 06-6193-0222 FAX 06-6193-0221
 inoo@icheer.jp

田 代  浩 明電設西日本事業部長

順序不同

近畿大学校友会　常任幹事
近畿大学校友会堺支部　幹事長

近畿大学校友会和歌山市支部

鳥 居  宏 昭支 部 長

 和歌山市小松原通三丁目69番地
株式会社 淺川組

近畿大学相撲部OB会

西 野  勉 会 長

近畿大学校友会　相談役
株式会社 播磨屋
ホテル四季 靭公園
財団法人 播磨屋記念財団

野 口  末 和
（廣　峰）

著書　「まるごし経営」で儲かった!  平成 24年 8月発行
〒558-0014 大阪市住吉区我孫子 3丁目 2番 11号

TEL 06-6697-0222 FAX 06-6696-0500

会 長

昭和の鬼平 検索

がんばろう大阪

近畿大学校友会

枩 田  裕 顯

春 本  佳 和

本部　参与
神戸支部常任顧問

本部　会計監事
神戸支部常任顧問

（S42 年　商卒）

（S44年　商卒）

藤 田  五 郎
埼玉県吉川市川藤3283〒342-0005-

 TEL・FAX 048-983-6106
 E-mail fjtgoro1218@yahoo.co.jp

近畿大学空手道部こぶし会　顧問
近畿大学校友会埼玉県支部　顧問
近畿大学校友会本部

参  　与

因幡電機産業株式会社

〒550-0012 大阪市西区立売堀4-11-14
TEL 06-4391-1787　FAX 06-4391-1897

E-mail hiroaki.tashiro@inaba.co.jp
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株式会社いこいの森
SUNバード薬局

中 出  貞 男
近畿大学校友会相談役
近畿大学薬友会顧　問
〒558-0011 大阪市住吉区苅田 5-15-13

TEL 06-6696-0999

（近三十四薬）

代表取締役

株式会社イチケン

長 谷 川  博 之

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビルディング6階
TEL 03-5931-5611
FAX 03-5931-5619

近畿大学校友会大阪梅北中央支部

近畿大学校友会地域医療ケア支部

事 務 局
〒540-0031 大阪市中央区北浜東2番16号
 日刊工業新聞社ビル3階（株）エーバイシー内
 TEL 06-6910-8331
会 　 社
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー14F
 TEL 06-4797-1811 FAX 06-4797-1821
 E-mail kouji_ota@sonyli fe .co . jp 携帯 090-8797-4379

太 田  幸 治支 部 長

本 　 社 〒559-0013 大阪市住之江区御崎6丁目3番1号

東京支社 〒104-0033
 

東京都中央区新川1丁目19番7号
YOSHIKAWA BLDG. 2F

𠮷 川  貴 雄専務取締役

近畿株式会社朝日工業社

髙 須  康 有代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

代表取締役社長

東京都港区三田三丁目13番12号
三田MTビル

〒108-0073

 TEL 03-6891-1252

大阪府堺市西区浜寺元町1-120-1
医療法人共幸会　ナカイクリニック内

〒592-8343

 TEL 072-269-0553

株式会社　グルメ杵屋
東証一部上場　コードNo.9850

椋 本  充 士
〒559-8561 大阪市住之江区北加賀屋3丁目4番7号

TEL 06-6683-1222㈹
FAX 06-6683-5822

むくもと　　　　あつし

http://www.gourmet-kineya.co.jp
E-mail soumu@gourmet-kineya.co.jp

日之出グループ 𠮷川運輸株式会社
創業80年の信用と信頼

〒596-0049-  大阪府岸和田市八阪町1丁目5番43号

草 刈  健 太 郎代表取締役

カンサイ建装工業株式会社 http://www.kansaikenso.jp
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目14番5号大阪本店
TEL 06-6195-5334　FAX 06-6195-5414

TEL 072-437-9391　FAX 072-438-9021
本　　社

携帯 090-7111-9887　E-mail kusakari@hinode-g.co.jp

中 井  昭 宏
松 田  香 純
中 井  勇 人

副支部長

幹 事 長

支 部 長

事 務 局

TEL 06-6682-8801㈹ FAX 06-6682-8818

TEL 03-3553-6821　FAX 03-3553-6824

建設コンサルタント・補償コンサルタント
近畿測量株式会社
経営と社員の質で日本一を目指します！

奥 野  勝 司
（昭63年　土木工学科卒）

代表取締役

坂尻行彦（昭60年建築学科卒）　　森本敏夫（平8年土木工学科卒）
辻井秀靖（平9年土木工学科卒）　  門田雅史（平10年土木工学科卒）
松本隆則（平25年経営学科卒）　　腰島直樹（平28年社会環境工学科卒）

本 　 社

本 　社

〒141-0092 東京都品川区大崎1-6-1TOC大崎ビル14階

九州本部 〒842-0109 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲4550-16
（リンガーハット佐賀工場内）

秋 本  英 樹

株式会社リンガーハット

TEL 03-5745-8611㈹　FAX 03-5745-8622

TEL 0952-53-7110㈹ FAX 0952-53-7111

http://www.ringerhut.co.jp

近畿大学卒業生
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近畿大学応援部OB・OG会

森 崎  正 幸　会 長

西  邦 弘

山 田  博 之
嶋 田  昌 弘
塩 谷  知 史

常任幹事

幹 事

幹 事

五洋建設株式会社
̶その先の向こうへ（GOING FURTHER）̶

（S49建築）

（H3法学）

（H4建築）

（昭和 51 年卒）

（昭和 55 年卒）

近畿大学校友会愛媛県中予支部　副幹事長
ABC開発株式会社　会長

西 口  史 訓
本 　 社
〒791-1102 愛媛県松山市来住町 530 番地 3

TEL 089-993-7825
FAX 089-993-7826

宏和開発株式会社

髙 林  弘 治

〒577-0027 東大阪市新家中町2番28号
TEL 06-6618-7757 FAX 06-6618-7758

取締役会長

LPガスの宏和

 大　　阪

 

会 長

社 長

おかげさまでこの道五十年
藤岡ハウス工業株式会社

（昭和42年法学卒）
  應　援　團　OB

（平成7年商経卒）
  少林寺拳法部コーチ

〒550-0003 大阪市西区京町堀 1丁目 17 番 10 号

 奈良営業所

TEL 06-6441-4146 FAX 06-6441-4156
E-mail osaka-55@fujioka-house.co.jp

　 岡  利 久
　 岡  　 貴 〒540-0012 大阪市中央区谷町4丁目5-9

TEL 06-6943-0433 FAX 06-6943-0434
E-mail　nishi@kinki-ae.com
URL　http://www.kinki-ae.com/

近畿大学校友会　参与

近畿大学校友会　幹事
建築学部同窓会・卒業生部会［賛八会］会長

近畿大学梅友会　顧問

本 長  得 平

〒654-0151-  神戸市須磨区北落合4丁目2－2

奈良営業所
E-mail osaka-55@fujioka-house.co.jp

近畿大学校友会　参与
近畿大学梅友会　顧問

株式会社 九電工

西 村  松 次

〒815-0081 福岡市南区那の川一丁目 23 番 35 号
TEL 092-523-0140
FAX 092-523-3858

『耐震診断・耐震改修』

一級建築士事務所　株式会社キンキ総合設計

代表取締役

NPO法人　SKC企業振興連盟協議会
（船場経済倶楽部）

田 中  祥 宏  理  事  長　　

〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4
TEL 06-6261-8000 FAX 06-6261-6539
E-mail senba@skc.ne.jp
URL　http://www.skc.ne.jp
E-mail senba@skc.ne.jp
URL　http://www.skc.ne.jp

経営支援クリニック・センター
田中会計・行政書士・船場社労士・事務所

田 中  祥 宏  所　　長　　

〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4
TEL 06-4400-7000 FAX 06-4964-8800
E-mail tanaka@skc.ne.jp

一般社団法人　日本建築構造設計事務所協会連合会会長
公益社団法人　大阪府建築士会顧問

代表取締役社長
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幹　　事

ジャパンパーツサービス株式会社

石 田  修
近畿大学校友会　幹事
近畿大学校友会大阪市平野支部　副支部長

〒541-0053 大阪市中央区本町 2丁目 3番 9号
（JPS 本町ビルディング 7階）
TEL 06-6265-9368 FAX 06-6265-9369
E-mail info@jps-osaka.co.jp
URL http://www.jps-osaka.co.jp/
海外事業所 : 香港、広州、ペルー、エクアドル、ベトナム

代表取締役会長

（ ）

近畿大学校友会

増 田  保 弘  相  談  役

近畿大学校友会 近畿大学校友会

上 野  哲 男本部　参与
神戸支部常任顧問

48

大 塚  久

〒

快適環境を、都市へ、未来へ。 ISO 9001・14001認証登録

空気調和・衛生設備・設計施工
大橋エアシステム株式会社

お客様のニーズを引き出す開発型企業

大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー株式会社

井 上  久 行

810-0022 福岡市中央区薬院2丁目3番41号
TEL 092-781-1231
FAX 092-741-2181

代表取締役社長

E-mail　s.oichiro@softbank.ne.jp
URL　http://www.ned-machinery.co.jp

力身 総一郎  役締取表代

〒550-0012 大阪市西区立売堀 2-5-12
TEL 06-6534-6800 FAX 06-6534-6868

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-

140-0014

4231 広島県安芸郡熊野町 5640-1
TEL 082-854-4000㈹
FAX 082-854-9466

東京営業所
〒  東京都品川区大井1-45-2

  ジブラルタル大井ビル402号
TEL 03-5718-0332 FAX 03-5718-0331

660-0805
技術本部
〒  兵庫県尼崎市西長洲町3-6-30
TEL 06-6489-4401
FAX 06-6489-4408

代表取締役

TEL 092-781-1231
FAXFF 092-741-2181

須 藤  昭 文
（昭和42年　理工学部建築学科卒）

〒980-0812 仙台市青葉区片平1-3-2
TEL 022-266-1735 FAX 022-225-8953
E-mail  sudou_sanwa@ybb.ne.jp

支 部 長

近畿大学校友会宮城県支部

三和都市設計株式会社　代表取締役

村 尾  和 則
（昭和63年　理工学部卒）

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28
  久太郎町恒和ビル（大末建設株式会社内）
TEL 06-6121-7388 FAX 06-6121-7401

支 部 長

近畿大学校友会大末建設支部

平成28年度総会・講演会・懇親会

日時　平成28年10月8日（土）16時～
場所　ホテルセンチュリー21広島
会費　5,000円（当日支払）
申込　dousou@hiro.kindai.ac.jp

工学部同窓会

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）
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ダイドードリンコ株式会社

安 達  健 治  常務取締役

〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番7号
　中之島セントラルタワー18F
TEL 06-6222-2637
E-mail　adachi@dydo.co.jp
URL　http://www.dydo.co.jp/
  

FAX 06-6222-2638

社会保険労務士法人
金丸労務管理事務所

金 丸  憲 史  
所長
特定社会保険
労務士

〒

近畿大学校友会環境緑化支部

奈 須  正 典支 部 長

事 務 局
〒550-0023 大阪市西区千代崎2－22－21

TEL 06-6581-3401

 （関西植木株式会社内）
FAX 06-6581-2112

                          　   
       同副支部長　　橋本 幸一
　　 同副支部長　　宮村 省次
同副支部長・会計　　井　 三省
   相談役・事務局　　志水 一博

校友会熊本県支部長 上田 正法

田 中  康 臣
田 中  宗 春

取 締 役

取 締 役

（平成7年　応用化学科卒）

（平成10年　経営学科卒）

（昭和48年　農学部卒）

大阪本社〒558-0011 大阪市住吉区苅田5-18-3-22

富田林支店〒584-0011 大阪府富田林市宮町1-8-9
TEL・FAX 06-6692-7274

TEL 0721-25-0192
E-mail　mzd-634@dmail.plala.or.jp

FAX 0721-25-0860

ムサシ造園土木株式会社

校友会　会計監事
荒 川  秀 次

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目1番3-400号
  大阪駅前第3ビル4階　アズ都市開発株式会社内
TEL 06-6343-0650 FAX 06-6343-0661

支 部 長

近畿大学校友会箕面支部

事務局

〒861-8007 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目14-24
  株式会社　志水工務店内
TEL 096-338-7251 FAX 096-338-8746
E-mail　info@shimizu-k. jp

事務局

  株式会社　志水工務店内
TEL 096-338-7251 FAXFF  096-338-8746
E-mail　info@shimizu-k. jp

（昭和46年　工学部経営工学科卒）
宮 川  正 博

〒132-0021 江戸川区中央2-31-10
TEL 03-3674-2472 FAX 03-3674-2486

支 部 長

近畿大学校友会東京支部

（株）正栄設備

がんばろう！熊本
熊本地震の際には校友会の皆さまから
温かいご支援・お見舞いをいただき
誠に有難うございました。

                          　   
同副支部長　　　平川誠二
同副支部長　　　堀川富夫
同常任幹事　　　馬場正幸

梅友会熊本県支部長 井 三省

がんばろう！熊本
熊本地震の際には梅友会の皆さまから
温かいご支援・お見舞いをいただき
誠に有難うございました。

上 田  正 法支 部 長

近畿大学校友会熊本県支部
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近畿大学校友会熊本県支部
株式会社　志水工務店

（昭和46年　産業理工学部卒）

〒861-8007 熊本県熊本市北区龍田弓削1丁目14-24
TEL 096-338-7251 FAX 096-338-8746
E-mail　info@shimizu-k. jp
URL　http://www.shimizu-k. jp

志 水  一 博代表取締役
一級建築士

880-0014 宮崎市鶴島2丁目13番24号
TEL 0985-22-6300㈹  FAX 0985-22-6527
E-mail　kr6300@miyazaki-catv.ne.jp
http:  金丸事務所　検索
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株式会社日経サービス

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

取締役名誉会長

近畿大学校友会顧問

近畿大学校友会神戸支部

岩 田  孝 一
登 里  忠 嗣
山 崎  博 司

支 部 長

副支部長
幹事長

常任顧問

近畿大学校友会神戸支部
竹 林  秀 夫
舟 元    博
鎌 倉  久 明
木 村  成 一

（S46年 商経学部 経営学科卒業）

（梅友会兵庫県支部　支部長）

（S48年 法学部 経営法学科卒業）

副支部長

副支部長   

副支部長

副支部長

株式会社日経サービス
取締役名誉会長

木 村  成 一
（S48年 法学部 経営法学科卒業）

副支部長

Kindai University Alumni Association : Higashiosaka

近畿大学校友会東大阪支部
                          　   

副支部長　　森田　昭夫　　　近41年理工
副支部長　　石川　孝一　　　近47年理工
　　　　　 辻井　孝次　　近52年法学
副支部長　　大原　増夫　　　近55年理工
副支部長　　牧野　吉昭　　　近55年理工

いよいよ  来年2017年は　創立50周年です！

支 部 長 宮﨑　利一

鮫島　輝明　　　幹 事 長

近43年商学

近49年理工

副支部長兼
50周年実行委員長

増 井  義 久
〒631-0821 奈良市西大寺東町2丁目1番63号

  サンワシティ西大寺5F
TEL 0742-36-3030

支 部 長

近畿大学校友会奈良県北部支部

事務局

近畿大学校友会沖縄県支部

事 務 局
〒905-0011 沖縄県名護市宮里5-18-5

TEL 0980-54-3074
E-mail kuroshima@muse.ocn.ne.jp

支 部 長 黒 島  安 之

平成28年に設立しました。

中部土地調査株式会社

小 田  文 昭

〒451-0042 名古屋市西区那古野2丁目26番8号
TEL 052-565-1881
JR電話　061-4605
E-mail　f-oda@chubutochicyousa.jp
URL　http://www.chubutochicyousa.co.jp
  

FAX 052-565-1895

技術士（建設部門）
（昭和50年　理工学部土木工学科卒）
 （社）日本補償コンサルタント協会会員

三和住宅株式会社
担当地域　奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡、
               生駒郡、北　城郡、磯城郡

J
E-mail　f-oda@chubutochicyousa.jp
URL　http://www.chubutochicyousa.co.jp
 

TEL 0866-82-3300 FAX 0866-82-3401

近畿大学校友会食品支部
Facebook「近畿大学校友会食品支部」で検索！

 立花容器株式会社　岡野　邦男
岡山県小田郡矢掛町浅海385-1

連絡先
〒714-1225

事務局長

李 　  忠 儒
松 井  義 明  
岡 野  邦 男

支 部 長

幹 事 長

近畿大学校友会報 vol .52（平成28年10月16日）

代表取締役社長

〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目17番10号
TEL  06-6268-6788 FAX 06-6268-03888

〒822-0022 福岡県直方市知古一丁目6番9号

 

一 尾  泰 嗣

セトル株式会社

TEL 0949-22-1470　
E-mail　settle- ichio@woody.ocn.ne . jp .
http ://www.sett le-web.com/

FAX 0949-22-1417

代表取締役社長



平成28年度入試結果および平成29年度入試に向けて

入学センターからのお知らせ

　平成28年度大学入試センター試験の志願者数は、
563,768人と前年よりも4,636人増加しました。18歳人口が
前年度よりも1万人減少の119万人でしたが、現役生の志
願者数が増加しており、結果的に増加しました。内訳とし
て、現役生は6,943人増加し、浪人生は2,307人減少です。
現役生の割合が43.4％と過去最高の割合に達しました。
　受験生の志向は前年度同様の「現役志向」「安全志
向」が継続しています。全国の志願者数は、国公立大学は
微減となった一方、私立大学では1人当たりの出願先が増
加の傾向が続き、私立大学の志願者数は前年比で4％近く
増加しました。
　加えて「文高理低」の傾向が強くなっています。社会全体の
景気回復などによる企業の採用意欲の高まりも後押しをして、
「法・経済・経営・商」といった採用直結のイメージがある社会
科学系統を中心に人気が高まり、本学でも経営学部の志願者
数が躍進しました。また、本学国際学部をはじめ千葉大学や学
習院大学などで国際関係の学部新設があり、外国語習得や
異文化理解の関心の高さから国際関係系統も人気です。

　平成28年度入試の一般入試全体の志願者数は、過
去最高の119,915人(前年度比+6,211人)となり、3年連
続の志願者数日本一となりました。各種推薦も含む総志
願者数は、4年連続での日本一となる163 ,833人（前年
度比+8,055人）です。その増加の要因は次の通りです。

①国際学部新設による新たな志願者層の獲得

　4月に開設された国際学部は、世界最大級のグローバ
ル人材育成企業であるベルリッツコーポレーションと連携
協力して語学教育プログラムを導入し、入学して半年間
の集中語学授業の後に、アメリカ合衆国や中国、台湾、韓
国などに全員が留学します。帰国後には習得した語学力
をさらに伸ばして将来に活かすための専門教育を受けて
いきます。このような語学習得を目標とするカリキュラムなど
が受験生に支持された結果、国際学部は8,537人の志願
者数を集めました。今まで他大学に流れていた国際関係
や外国語系統の志願者も本学国際学部に新たに取り込
むことができたとみられます。また女子の取り込みにも国際
学部の強い学生募集力が好影響を与えています。

②公立高校からの志願増

　年間を通じて、高校訪問や高校内ガイダンスなどに積極
的に取り組み、また、学問系統別説明会や大学見学会の
受け入れなどの教育サービスの提供にも注力することに
よって、公立高校からの受験生が増加しています。国公立
大学との併願校としても受験生は見ています。

③併願方式の拡充

　推薦入試で実施していた文系学部学部内併願方式を
平成28年度入試から一般入試にも拡大しました。これによ
り一般入試（全学部同一日程の試験）では文系学部他学
部併願方式と組み合わせて、文系の学部内であれば、数
の制限なく複数の他学部や他学科を併願できるようになり
ました。学科ごとに合格最低点が異なるため、合格の可能
性がより高まり受験生にとってメリットの多い仕組みです。

④ネット出願の定着化、常識化

　平成25年度入試から日本で初めて完全インターネット出
願にして紙の志願票を廃止しました。スマートフォンにも完全
対応し、志願者は簡単・便利・安心な仕組みで出願できま
す。複雑な併願方式の組み合わせも、紙の志願票では表
現できませんが、ネット出願であれば可能です。また平成28
年度入試から、出願後も締切日までは試験地や学科の変

平成 28 年度入試全体概況

本学の入試結果

170,000

150,000

130,000

110,000

90,000

70,000

50,000
平成24年 平成26年平成25年 平成27年 平成28年

総志願者数5ヵ年推移
年度 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

志願者数（人） 108,719 131,198 140,469 155,778
平成28年

163,833

近畿大学　入学センター
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8,055人の増加



更を可能とするなど、受験生の利便性をさらに高める改良
を続けています。

⑤マスコミ効果

　戦略的な広報活動により知名度がアップし、かつては
志願者が少ない地域である東日本などからも志願者数が
増加しています。クロマグロの完全養殖に代表される研究
成果が注目を浴び、遠隔地であっても本学がより身近に感
じられています。受験生にとって、聞いたことがある大学で
はなく、知っている大学になっていると実感しています。

⑥出題傾向の固定化

　平成28年度入試から新教育課程に全面移行しました
が、出題傾向は大きく変えず基本的にどの学部でもどの入
試日程でも共通の受験対策が通用するように配慮していま
す。出題傾向として、難易度は教科書レベルで難問・奇問
がない基本問題ですが、試験時間に対して問題数が多い
ことが特徴です。過去の問題を反復練習することで解答の
コツをつかみやすくなります。オープンキャンパスや進学相談
会等の際には、過去問題集を無料配布し、過去問題に対
する対策に取り組ませることで、合格をイメージさせながら受
験へと導いています。

　平成29年度の18歳人口は、120万人と1万人増加すること
が予測されており、学生募集の好機となります。ただ、他大学の
キャンパス移転や新学部の設置、前年度に大きく減少した大
学の巻き返し等、一層の競争激化になる見通しです。
　また、文部科学省からの指導によって各大学は入学定員を
厳しく管理することが求められ、今後、特に大規模大学では入
学手続の歩留まりを読むのが困難になり、今までのように多め
の合格者数を出せなくなることが予想されます。
　本学では受験生の入学したい気持ちに応えていくため、平
成29年度に全学部の入学定員を920人増の8,050人に増加
し、合格者数を減らさないようにする予定です。
　入試制度も毎年見直しを行い、次年度は、一部理系学部で
文系学部同様、学部内・他学部併願方式の拡充により複数の
学部・学科を併願可能とします。また国公立大学受験者の併
願を取り付けやすくするため、一部理系学部では数学の試験
問題を選択制にするなど変更し、理系志望学生が出願しやす

い環境を整えており志願者の増加が期待されます。
　入学センターでは、受験生やその保護者、高校教諭に本学
を理解いただくため、様 な々イベントや高校訪問などで、学生募
集活動に全力を挙げています。入学センターだけではなく、教
員や他部署の職員とも一丸となり、数多くの受験生や保護者、
高校教諭に対して地道な情報提供を続けており、昨年度は、
高校訪問延べ2,190校、高校内ガイダンス963件、進学説明会・
相談会108会場、出張講義102件、キャンパス見学会107件と
いった実績となりました。ネットによる情報開示とともに、きめ細か
い対応に尽力しています。
　「志願先」から「進学先」へと近畿大学を選択していただけ
るよう、今後も受験生目線での入試制度改革や近大ブランドの
向上に取り組むことが求められます。西日本最大級の私大であ
る本学は、長い歴史や既得の上位イメージや偏差値を持つ他
大学よりも、幅広い学問領域と施設・設備を備え、それに勝る大
きな力を備えています。近年の志願者の増加、外部からの高評
価はこれを証明しています。平成29年度入試はもちろんのこと、
その先も存在感のある強い大学であるよう、これからも全学でさ
らに協力態勢を強化し、各学部の協力を得ながら改革を続け、
独自性があり社会に役立つ大学へと進化を続けていきたいと
考えています。

平成 29 年度入試に向けて
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奄美群島

附属学校

附属看護専門学校
看護学科
助産学科

8

6

5

3

4

7

9

27

附属広島高等学校・中学校 福山校

■中学校（6カ年一貫）
■高等学校
　普通科特別進学コース
　普通科体育進学コース
　普通科中高一貫コース

附属広島高等学校・中学校 東広島校

■中学校（6カ年一貫）
■高等学校
　普通科AD・SP

附属高等学校・中学校
■中学校（6カ年一貫）
　医薬コース
　英数コース アドバンスト
　英数コース プログレス

■高等学校
　普通科
　Super文理コース
　特進文理コースⅠ
　特進文理コースⅡ
　英語特化コース
　進学コース

附属和歌山高等学校・中学校
■中学校（6カ年一貫）
　数理コース
　学際コース
■高等学校
　普通科新ADコース
　普通科ADコース

近畿大学ネットワーク

附属豊岡高等学校・中学校
■中学校（6カ年一貫）
■高等学校
　普通科進学コース
　普通科文理コース
　普通科中高一貫コース

6

8

9

5

7

4

学校法人近畿大学は、幼稚園から大学院まで質の高い学びを提供する一大育成機関です。
所在地は全国に広がり、スケールの大きなネットワークを形成しています。

・工学部

広島キャンパス

・産業理工学部

・医学部

大阪狭山キャンパス

・生物理工学部

和歌山キャンパス

11
10
12

福岡キャンパス
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19

18

14 13
16

17
6

5

15

1

2

20

21
22

23

24 25

26

7

附属福岡高等学校
普通科スーパー特進コース
普通科特進コース
普通科進学コース
看護科
通信制課程 普通科（単位制）

九州短期大学附属幼稚園

附属新宮高等学校・中学校
■中学校（6カ年一貫）
■高等学校
　普通科アグレッシブコース
　普通科フロンティアコース
　普通科中高一貫コース

附属小学校

附属幼稚園

バイオコークス研究所1

東京センター2

水産研究所富山実験場3

医学部奈良病院16

医学部附属病院15

医学部堺病院17

附属農場湯浅農場21

九州短期大学
生活福祉情報科
保育科
通信教育部

工業高等専門学校
総合システム工学科
　機械システムコース
　電気電子コース
　情報コミュニケーションコース
　都市環境コース［土木系・建築系］
専攻科
　生産システム工学専攻

11

12

19

14

13

10

18

・ 法学部　　・ 建築学部　　　・ 国際学部
・ 経済学部　・ 薬学部　　　　・ 短期大学部
・ 経営学部　・ 文芸学部　　　・ 通信教育部
・ 理工学部　・ 総合社会学部

・農学部

奈良キャンパス

東大阪キャンパス

附属農場生石農場20

水産研究所新宮実験場22

　　〃　　白浜実験場23

　　〃　　すさみ分室24

　　〃　　大島実験場25

　　〃　　浦神実験場26

　　〃　　奄美実験場27
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平成27年度　月別事業経過概要

4月 会議

2号

7号
11号

会計監査 
執行部会議 
執行部会議 
顧問・相談役・参与会 
神戸支部総会 
香芝支部総会 

生物理工学部入学式 
東大阪キャンパス・農学部・医学部入学式 

「神戸三宮東急REIホテル」
「信貴山観光ホテル」

5月 会議

2号

7号

執行部会議
常任幹事会議
執行部会議
幹事会議
執行部会議
各種合同委員会
大末建設支部総会
奈良県中部支部総会
川西・猪名川支部総会
姫路支部総会
新宮東牟婁支部設立60周年記念総会
神奈川県支部総会
泉大津・高石支部総会
愛媛県中予支部総会
食品支部総会
香川県支部総会

「すき焼き壱番　日本橋店」
「橿原神宮崇敬会館　養正殿」
｢愉楽日本料理　かぐらざか｣
「播磨国総社・総社会館」
「ホテルニューパレス」
「近畿大学東京センター」
「ホテルレイクアルスターアルザ泉大津」
「東京第一ホテル松山」
「中華料理　大東洋」
「リーガホテルゼスト高松」

6月 会議
1号
2号

5号
7号
10号

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(1)

(1)

執行部会議
総会実行委員会
通信教育部同窓会総会
富田林市支部総会
中華民国在日支部総会
技術士会支部総会
岐阜県支部・梅友会岐阜県支部定期合同総会
産業理工学部同窓会総会
西宮支部総会
泉南支部総会
岸和田・忠岡支部総会
泉佐野支部総会
貝塚支部総会
大阪狭山支部総会
岡山支部設立65周年記念総会
マレーシア支部総会
タイ国支部総会
大阪梅北中央支部総会
京都市支部設立総会
東大阪支部総会
河内長野支部総会
広報出版委員会

体育会相撲部創部90周年記念式典祝賀会 

「BLOSSOM　CAFÉ」
「グランドホテル二葉」
「スイスホテル南海大阪」
「東大阪キャンパス」
「ホテルリソル岐阜」
「パドドゥ・ル・コトブキ」
「ノボテル甲子園」
「貝塚市民福祉センター」
「貝塚市民福祉センター」
「貝塚市民福祉センター」
「貝塚市民福祉センター」
「大阪狭山キャンパス」
「岡山プラザホテル」
「PARKROYAL Kuala Lumpur」
「Grande Centre  Point Hotel Ploenchit」
「ハートンホテル南船場」
「新・都ホテル」
「BLOSSOM　CAFÉ」
「河内長野荘」

（1）
（2）
（3）
（4）
（1）
（2）
　　    校友会員の整備蓄積
（1）
（2）

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
　　 校友会員の整備蓄積

            校友会員の整備蓄積 

月　別 議案号数 概　　　　　要

55

4月11日（土）
4月11日（土）
4月18日（土）
4月18日（土）
4月29日（水）
4月29日（水）

4月 2日（木）
4月 4日（土）

5月 1日（金）
5月 1日（金）
5月23日（土）
5月23日（土）
5月30日（土）
5月30日（土）
5月 8日（金）
5月10日（日）
5月16日（土）
5月17日（日）
5月23日（土）
5月23日（土）
5月23日（土）
5月24日（日）
5月30日（土）
5月30日（土）

6月13日（土）
6月25日（木）
6月 6日（土）
6月 7日（日）
6月12日（金）
6月13日（土）
6月13日（土）
6月13日（土）
6月13日（土）
6月14日（日）
6月14日（日）
6月14日（日）
6月14日（日）
6月14日（日）
6月20日（土）
6月20日（土）
6月21日（日）
6月21日（日）
6月28日（日）
6月28日（日）
6月28日（日）
6月11日（木）

6月13日（土）



会議
1号
2号

3号
7号

会議
1号
2号

7月 会議

2号

　

3号

6号
7号
8号

8月

9月

            校友会員の整備蓄積 

執行部会議
国際交流委員会
和歌山県御坊日高支部総会
千葉県支部総会
広島県福山支部総会
愛知県支部総会
山口県支部総会
奥村土木支部総会
但馬支部設立50周年記念総会
海南市役所支部総会
尼崎市役所支部総会
宮城県支部総会
北海道総支部総会
箕面支部総会
豊中支部総会
岡山県東備支部総会
広島支部総会
愛媛県東予支部総会
守口市役所支部総会
羽曳野市役所支部総会
関東地区新卒業生歓迎会
東海地区新卒業生歓迎会
九州地区新卒業生歓迎会
中国地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会

厚生委員会・事業準備委員会合同委員会

　　
 
「㈱花ご坊」
「近畿大学東京センター」
「福山市ものづくり交流館」
「東京第一ホテル錦」
「山口グランドホテル」
「ホテル大阪ベイタワー」
「ホテル金波楼」
「近畿大学先端技術総合研究所」
「尼崎市総合文化センター」
「ホテル法華クラブ仙台」
「KKRホテル札幌」
「ホテル阪急エキスポパーク」
「ホテル阪急エキスポパーク」
「鹿久居荘」
「ANAクラウンプラザホテル広島」
「今治国際ホテル」
「鉄板焼Rio」
「びっぐじょうちゃんこ場店」

執行部会議
総会実行委員会
池田泉州銀行生駒会支部設立総会
アメリカ・ロサンゼルス支部総会
福井県支部総会
高知県支部総会
摂河泉JC支部総会
川崎設備工業㈱支部設立総会
広島県芸南支部総会
広島県呉支部総会
鳥取県支部総会
柏原支部設立20周年記念総会
関西地区新卒業生歓迎会

　　
 
「大阪新阪急ホテル」
「Los  Angeles,CA」
「アオッサ」
「帯や勘助」
「ホテルグランヴィア大阪」
「住友生命新大阪北ビル」
「呉阪急ホテル」
「呉阪急ホテル」
「倉吉シティホテル」
「柏原市民文化会館」

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)

(1)

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
         校友会員の整備蓄積  

執行部会議
総会実行委員会
支部長・同窓会長会
奄美支部総会
大阪市平野支部総会
東京支部総会
大阪青年会議所支部総会
八尾支部総会
三菱電機グループ支部総会
大阪市港支部総会
徳島県支部総会

　　
 
「シェラトン都ホテル大阪」
「奄美観光ホテル」
「がんこ平野郷屋敷」
「ベルサール八重洲」
「バーベキューラウンジ　ノクターン」
「加門」
「㈱立花エレテック」
「焼肉ホルモンたろちゃん」
「サンシャイン徳島アネックス」

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

月　別 議案号数 概　　　　　要
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7月18日（土）
7月28日（火）
7月 4日（土）
7月 4日（土）
7月 4日（土）
7月 5日（日）
7月 5日（日）
7月10日（金）
7月12日（日）
7月15日（水）
7月24日（金）
7月25日（土）
7月25日（土）
7月25日（土）
7月25日（土）
7月25日（土）
7月26日（日）
7月26日（日）
7月27日（月）
7月30日（木）
7月11日（土）
7月12日（日）
7月25日（土）
7月26日（日）
7月 3日（金）

7月 4日（土）

8月22日（土）
8月 4日（火）
8月 4日（火）
8月 8日（土）
8月 9日（日）
8月22日（土）
8月22日（土）
8月26日（水）
8月28日（金）
8月28日（金）
8月30日（日）
8月30日（日）
8月 2日（日）

9月 5日（土）
9月16日（水）
9月 5日（土）
9月12日（土）
9月13日（日）
9月17日（木）
9月24日（木）
9月25日（金）
9月25日（金）
9月26日（土）
9月26日（土）
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平成27年度　月別事業経過概要

9月

4号
6号
7号
11号

理工学部同窓会総会
薬学部同窓会総会
文芸学部同窓会総会
土地家屋調査士支部総会
近畿地方整備局支部総会

会則審議委員会

ホームカミングデー

「東大阪キャンパス」
「東大阪キャンパス」
「東大阪キャンパス」
「ちゃんこ奄美」
「大阪キャッスルホテル」

「東大阪キャンパス」

10月 会議

1号

2号

4号
7号

会議

1号
2号

3号
4号
7号

執行部会議 
執行部会議 
総会実行委員会・厚生委員会・事業準備委員会合同委員会 
平成27年度定期総会
三宝電機支部総会
北九州支部総会
大阪市阿倍野支部総会
愛媛県南予支部総会
工学部同窓会総会
法曹会支部総会
石川県支部総会
尾道支部総会
㈱朝日工業社支部総会
茨城県支部総会
和歌山市支部総会
熊本県支部総会
静岡県支部総会
生物理工学部同窓会総会

「シェラトン都ホテル大阪」
「金丸農園」
「ステーションホテル小倉」
「中華料理　楓林閣」
「ホテルクレメント宇和島」
「ホテルセンチュリー21広島」
「大阪弁護士会館」
「ホテル金沢」
「グリーンヒルホテル尾道」
「KoKoRotake老松通り」
「ホテルグランド東雲」
「ホテルアバローム紀の国」
「アークホテル熊本城前」
「アモール・エテルノ・リオ」
「和歌山キャンパス」　

11月 執行部会議 
国際交流委員会 
総会実行委員会・厚生委員会・事業準備委員会合同委員会
松原市役所支部総会
大阪市東成支部総会
近大クラブ（高・中校の部）支部総会
富山県支部総会
関西私大支部総会
医学部同窓会総会
高槻・島本支部総会
工学部同窓会総会「四国地区懇親会」
食品支部総会
丸島アクアシステム支部総会
奈良市役所支部総会
鹿児島県支部総会
宮崎県支部総会
長崎県支部総会
支援団体地区リーダーズ役員会

「木曽路」
「道頓堀ホテル」
「シェラトン都ホテル大阪」
「富山電気ビル」
「U・コミュニティホテル」
「ザ・リッツ・カールトン大阪」
「つきの井」
「国際ホテル松山」
「シェラトン都ホテル大阪」
「シェラトン都ホテル大阪」
「奈良ロイヤルホテル」
「日本料理　愛」
「ホテルメリージュ」
「日昇館」

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
　  校友会終身会費の徴収  
(1)
　  校友会員の整備蓄積 
(1)

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

月　別 議案号数 概　　　　　要

(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)

　　　　　　　　　                   校友会終身会費の徴収  
　　　　　　　　　                      校友会員の整備蓄積  
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9月27日（日）
9月27日（日）
9月27日（日）
9月27日（日）
9月30日（水）

9月 3日（木）

9月27日（日）

10月 3日（土）
10月18日（日）
10月 6日（火）
10月18日（日）
10月 2日（金）
10月 3日（土）
10月 3日（土）
10月 4日（日）
10月17日（土）
10月19日（月）
10月24日（土）
10月24日（土）
10月27日（火）
10月31日（土）
10月31日（土）
10月31日（土）
10月31日（土）
10月31日（土）

11月 7日（土）
11月24日（火）
11月19日（木）
11月 4日（水）
11月 6日（金）
11月 7日（土）
11月14日（土）
11月14日（土）
11月14日（土）
11月14日（土）
11月15日（日）
11月15日（日）
11月20日（金）
11月20日（金）
11月21日（土）
11月28日（土）
11月28日（土）
11月 6日（金）

会議12月 執行部会議 (1) 12月12日（土）

校友会終身会費の徴収
校友会員の整備蓄積



12月 2号

4号
7号

2月

3月

佐賀県支部総会
川西市役所支部総会
香粧品支部設立総会
台湾支部総会

「ホテルグランデはがくれ」
「川西　庵」
「ANAクラウンプラザホテル大阪」
「老爺大酒店」

会議

2号

4号
7号
10号
11号

執行部会議
国際交流委員会
ダイキン支部総会
堺支部総会
法学部同窓会総会
寝屋川支部総会
埼玉県支部総会
環境緑化支部総会
地域医療ケア支部設立総会
橋本市役所支部設立総会
近大クラブ支部総会

　　
 
　　
「中華料理　大東洋」
「ホテル・アーゴラリージェンシー堺」
「東大阪キャンパス」
「がんこ寿司寝屋川店」
「近畿大学東京センター」
「シェラトン都ホテル大阪」
「ホテルニューオータニ大阪」
「橋本商工会館」
「シェラトン都ホテル大阪」

会議
2号

3号
4号
7号
10号

執行部会議
八尾市役所支部設立50周年記念総会
大津市役所支部総会
高槻市役所支部総会
東大阪市役所支部総会
大阪市小若江会支部総会
滋賀県庁支部総会
寝屋川市役所支部総会
堺市役所支部総会
沖縄県支部総会
奈良県北部支部設立総会
全国経済産業リーダーズクラブ総会

体育会空手道部創部70周年記念　近大！空手！「一番祭り」優勝報告会・卒業生送別会 

「シェラトン都ホテル大阪」
「くし屋敷」
「鳥羽シーサイドホテル」
「ホテルアウィーナ大阪」
「ホテルアウィーナ大阪」
「ホテルボストンプラザ草津」
「がんこ寝屋川店」
「中華料理　楓林閣」
「料亭　那覇」
「奈良パークホテル」
「シェラトン都ホテル大阪」

月　別 議案号数 概　　　　　要

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
          校友会終身会費の徴収
            校友会員の整備蓄積
  

(1)
(2)
(3)
(4)

　　　　　　　　　　                   校友会終身会費の徴収  
　　　　　　　　　　                     校友会員の整備蓄積  

(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
      校友会終身会費の徴収  
         校友会員の整備蓄積
(1)

58

亀岡弘会長退任式
附属看護専門学校卒業式
九州短期大学卒業式
工業高等専門学校卒業式
工学部卒業式
産業理工学部卒業式
農学部卒業式
生物理工学部卒業式
医学部卒業式
法科大学院修了式・大学院修了式
医学研究科修了式
東大阪キャンパス卒業式

(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

1月 会議
2号

4号
7号

執行部会議
大阪府庁支部総会
大阪国税局支部総会
福岡支部総会
大東市役所支部総会
大阪市生野支部総会

「ホテルプリムローズ大阪」
「大北京」
「ソラリア西鉄ホテル」
「かにふぐ家」
「ニューミュンヘン南大使館」

(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

　　　　　　　　　　                   校友会終身会費の徴収  
　　　　　　　　　　                     校友会員の整備蓄積  

１月16日（土）
１月20日（水）
１月22日（金）
1月23日（土）
1月28日（木）
1月30日（土）

2月20日（土）
2月 2日（火）
2月 3日（水）
2月 6日（土）
2月10日（水）
2月10日（水）
2月11日（木）
2月12日（金）
2月19日（金）
2月24日（水）
2月28日（日）
2月20日（土）

2月27日（土）

3月12日（土）
3月23日（水）
3月11日（金）
3月12日（土）
3月12日（土）
3月12日（土）
3月19日（土）
3月19日（土）
3月26日（土）
3月26日（土）
3月30日（水）

3月19日（土）
3月 2日（水）
3月 6日（日）
3月12日（土）
3月14日（月）
3月15日（火）
3月18日（金）
3月19日（土）
3月19日（土）
3月22日（火）
3月22日（火）
3月26日（土）

12月 5日（土）
12月15日（火）
12月19日（土）
12月26日（土）
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一 般 会 計

平成２７年度（自平成２７年４月１日　至平成２８年３月３１日）収支決算書     

収入の部     

収入の部 支出の部 次年度繰越金171,136,408 82,779,764 88,356,644

摘　　要科　　目

繰 越 金

会      費

定期総会会費

雑 収 入

合      計

84,624,419

75,340,000

9,900,000

1,271,989

171,136,408

84,624,419

71,000,000

12,000,000

1,000,000

168,624,419

0

△ 4,340,000

2,100,000

△ 271,989

△ 2,511,989

 

既卒者15名、新卒者7,519名 

チケット収入（946枚）・役員名刺広告収入（44件） 

グッズ販売・役員協力費・銀行預金利息等 

予　算　額 決　算　額 差　　異

（単位：円）
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支出の部     

摘　　要科　　目

会議・会合費

通 信 費

印 刷 費

広 報 費

人 件 費

助 成 費

備 品 費

消 耗 品 費

支部・同窓会費

出 張 費

定期総会費

電算委託費

雑     費

予備費

小     計

退職手当積立金

各種事業準備積立金
特別会計繰出金

前受会費繰越金

合     計

2,905,180

2,971,343

8,594,601

933,552

10,224,444

21,032,572

0

245,364

5,071,000

6,991,918

11,906,476

765,515

5,137,799

0

76,779,764

1,000,000

5,000,000

0

82,779,764

4,500,000

3,000,000

10,000,000

3,000,000

12,000,000

23,000,000

200,000

300,000

5,500,000

7,000,000

12,000,000

1,000,000

9,000,000

304,419

90,804,419

1,000,000

5,000,000

71,820,000

168,624,419

1,594,820

28,657

1,405,399

2,066,448

1,775,556

1,967,428

200,000

54,636

429,000

8,082

93,524

234,485

3,862,201

304,419

14,024,655

0

0

71,820,000

85,844,655

各種会議・委員会会合費等 

各種会議通知・各種委員会通知・電話料等 

各種印刷等 

ホームページ維持費等 

校友会職員給与・アルバイト等

終身会費納入記念品・各クラブ祝勝会祝金等 

 

事務消耗品費等 

支部祝金・支部旗 

支部総会出張旅費等 

定期総会経費 

データ管理・システム維持費等 

徽章・慶弔費等  

予　算　額 決　算　額 差　　異

（単位：円）

特別会計へ繰出



平成２８年度（自平成２８年４月１日　至平成２９年３月３１日）収支予算書

収入の部     

支出の部     

科　　目

繰 越 金

会      費

定期総会会費

雑 収 入

合      計

88,356,644

71,000,000

12,000,000

3,000,000

174,356,644

 

会費納入予定者（7,100名）

チケット収入・役員名刺広告収入

役員協力費・グッズ販売・銀行預金利息等

予　算　額

科　　目

会議・会合費

通 信 費

印 刷 費

広 報 費

人 件 費

助 成 費

備 品 費

消 耗 品 費

支部・同窓会費

出 張 費

定期総会費

電算委託費

雑     費

予備費

小     計

退職手当積立金

各種事業準備積立金
特別会計繰出金

100周年積立金

前受会費繰越金

4,000,000

3,500,000

10,000,000

3,000,000

11,000,000

17,000,000

200,000

300,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

1,000,000

6,000,000

166,644

83,166,644

1,000,000

5,000,000

10,000,000

75,190,000

各種会議・委員会会合費等

各種会議通知・各種委員会通知・電話料等

役員名簿・各種印刷等

ホームページ維持費等 

校友会職員給与・アルバイト等

終身会費納入記念品・各クラブ祝勝会祝金等

収納庫等

事務消耗品費等

支部祝金・支部旗

支部総会出張旅費等

定期総会経費

データ管理・システム維持費等

グッズ・慶弔費等

予　算　額

摘　　要

摘　　要

（単位：円）

（単位：円）
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学園章は、梅の花弁を、象徴したものです。
五つの花弁は、大学の大、花芯も大。
人そのものでもある。
これは、大学の現および未来に向っての存在と位置をかたどる
ものです。
一部がやや離れているのは未来志向に基づく内面の未完、
さらに充溢、完熟をめざし向う形姿。
一本のつよい線に貫かれる。

　校友会ロゴは、校友会が持つ大きなネットワークを象徴したも
のです。これは、近畿大学には卒業しても大きなネットワークがあ
り、この大きなネットワークを活かして、母校ならびに校友会員同
士の支援をしていく存在をかたどるものです。
　大きな円が三つに分かれているのは、校友会の絆、社会貢
献、母校近畿大学を支援していく意が込められており、校友会
の更なる充実をめざし向う形姿です。　

　

卒業生の皆様へ

校友会ロゴの由来 学園章

《個人情報について》校友会からのお願い

（支部への情報提供）

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あげます。
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。

校友会として公認している支部に対して、校友情報を提供する場合があります。支部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、個人情報の提供等に関し校友の皆さま
の意思を尊重していきたいと考えています。
校友会事務局は、個人情報の提供等に関し校友の
皆さまの意思確認を行うため、「卒業生情報連絡書」
を順次お送りしています。連絡書が届きましたら、所定
の事項（氏名・学部・卒業年・住所・連絡先など）を記
入の上、返送いただきますようお願いいたします。また、
個人情報に変更・追加がある場合及び非開示を希
望される場合は、必ず返送が必要となります。

個人情報変更届出について 届出・お問い合せ先
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、下記校
友会ホームページの諸手続きにそって、変更のあった
個人情報をご記入いただきますようお願いいたします。
インターネット環境がない方におかれましては、直接校
友会事務局までお問い合せください。

本件についての届出・お問
い合せは、校友会事務局ま
でお願いいたします。

※所定の期限までに回答がない場合は、校友会への情報提供に
　ご承諾いただいたものとみなしますので予めご了承ください。

平成26年10月5日作製
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平成28年度プログラム

校友会総会

定期総会・懇親会

日時：平成28年10月16日（日）
　　　 受付：11時30分　
　　　 開始：12時00分
場所：シェラトン都ホテル大阪 
　　　 4階「浪速の間」

黙　祷
校歌斉唱

散　会（午後2時30分予定）

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

開会の辞
名誉会長挨拶
校友会会長挨拶
来賓祝辞
乾杯
近大マグロ解体ショー
アトラクション 
　ディキシーランドジャズ
　　「ハートビート ディキシーランド」
校友紹介
抽選会
近大節
万歳三唱
閉会の辞




