
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22年度プログラム 定期総会・懇親会
日時：10月17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

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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平成２2年度　近畿大学校友会定期総会　挨拶

―今こそ品位を高め
      責任ある行動を―
平成２２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の役員をはじめ、多くの先生方

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。

私たち校友会は、平素から近畿大学理事長・校友会名誉

会長世耕弘昭先生の温かいご薫陶と、大学当局の変わらぬ

ご支援・ご協力に対し深甚の謝意を表すものであります。

本日は、校友諸先輩の皆様方ならびにご家族の方々も

昨年に引き続き、本シェラトン都ホテル大阪にこのように

沢山ご参集頂き賑 し々く開催できますことは私としても至上の

喜びであります。

さて、校友会ならびに大学の近況につきましては、先日開催

させて頂きました支部長・同窓会長会で詳細に報告させて

頂きましたので、本日はその大部分を割愛させて頂きます。

卒業生総数は、平成２１年度（本年３月）の卒業生を入れ

ますと約４４万５千人となり、現在、活動している支部は、

昨年度設立されました支部・同窓会を含めて地域支部９１、

職域支部６１、専門職支部１、同窓会１９、支部合計１７２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事を目的に発足し、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

よう務め、成果が挙がりつつあります。

次に学園の近況の主なものとして、今年４月から１２番目

の学部として総合社会学部が新設され、自然科学系と社会

科学系の双方の視点で現代社会が直面する課題に取り組み

豊かな知識と行動力で「新しい社会システム」を構築できる

力を養いつつあります。また、平成２３年４月から建築学部

が設置されます。

我が母校の法人の中核は、本部キャンパスの法・経済・

経営・理工・薬・文芸・総合社会学部をはじめ、医学部、

農学部、生物理工、工、産業理工学部など１２学部４８学科と

短期大学部であり、院生を含む学生数は、４万人を上回って

います。近畿大学の総志願者数は、４年連続で増加し、

２０１０年度は、志願者総数は１０万６千人余りであり、昨年

より約７千人増加しました。

勉学環境については、時代に即応した新しいものを取り

入れ、積極的に改革しています。また、世界的に著名な素晴

らしい研究が次 と々発表されています。そして学生生活の

充実と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、

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、

人々から尊敬され、信用されなければ校友会の発展もなけ

れば、母校への寄与もできません。

校友会では、現在特別委員会を設置し将来の短期的、

長期的ビジョンを種々検討しています。その一つとして、

先ず、近畿大学の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って

頂くために校友会の徽章を作りました。幹事以上の役員の

方々にはすでに配布させて頂いていますが、ご希望の校友

には頒布させて頂きます。そして、母校と校友会発展の

ために、校友としての品位を高め責任ある行動をしようでは

ありませんか。

最後になりましたが、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。

亀岡  弘
校友会会長

近畿大学 学長　畑 博行近　況

はじめに

受験生が１０万人を突破

新学部の創設と既存学部の学科組織の改正

最近の最も画期的な研究成果

　今年の夏は、異常な暑さが続き、日本は亜熱帯化しているの
ではないかとまで言われています。事実、この暑さは、１８７２年
（明治５年）、わが国初の気象観測所が設立され、気温が正式
に観測されるようになって以来最高だったとのことです。
　このような厳しい自然環境の下にあっても、校友の皆さまには
お変わりなく色々な分野でご活躍のこととお喜び申し上げます。
　さて、これから、１年ぶりに皆さま方に、近畿大学の近況に
ついてご報告をさせて頂きます。

　少子化とデフレ不況のため、近年わが国の大学受験者数は
減少の一途を辿り、多くの大学、短大が存立を脅かされている
ことは、皆さまもご承知のとおりです。そういう状況の中で、本学
はこれまで比較的受験者に恵まれ幸運だったと思います。
　勿論、それは、オープンキャンパス、出張講義、高校訪問など
各学部の教職員、入学センターの職員などの並々ならぬ平素
の努力があってのことです。受験情報雑誌「カレッジマネジメン
ト」最新号によれば、近畿地方の高校生間における近畿大学
の知名度は関西の私立大学の間では最も高いとのことです。
　その成果は、今年度の入試における受験生増加として見事
結実しました。今年度の入試の志願者数が、１９９４年以来、
１６年ぶりに１０万人を突破したことです。関西の私立大学が
軒並み志願者数を減らしている中での快挙で、他大学から
羨ましがられています。

　皆さまもお分かりのように、今日、科学技術は文字どおり日進
月歩を遂げています。それに伴って、大学に対する社会の要請
も変化していくのは言うまでもありません。
　本学は、学部学科の新設・改組については、他の大規模大
学と較べ比較的謙抑的に対応してきました。しかし、本年４月、
社会・マスメディア、心理、環境の３専攻からなる新学部（総合
社会学部）を１７年ぶりに創設に踏み切りました。この学部は、
自然科学と社会科学の視点に立って、現代社会が直面する
諸問題に対応できる人材の養成を目的とするものです。
　幸い、タイミングよく阪神電鉄の「阪神なんば線」が開通し、
兵庫県からの通学を可能にしたことで、志願倍率は約２５倍と
なりました。総合社会学部の教職員も全員情熱に燃えており、
これからの学部発展は大いに期待できると思います。
　ところで、本学の母体の一つが旧制大阪理工科大学である
ことは皆さまもご承知のとおりです。その直系として設立された
理工学部は、現在、理学科、機械工学科から始まって、情報学
科、生命科学科まで、８学科を擁する本学最大の学部です。
この度、その重要な一翼を担う建築学科が、来年４月からわが
国初の建築学部として分離独立することになり、すでに許可済
みとなっています。
　この学部は、従来の伝統的な建築学の分野に人文・社会
科学的要素、さらには経営学的要素を加えた、新しい時代の

要請に応じた学部で、すでに各界の注目を集めています。
　このように本学は、科学・技術の進歩や社会の要請に応じて、
学部の新設を行うとともに、随時、学科の改組もおこなって
きました。この４月からは、生物理工学部を６学科制へと改組
したことはすでに皆さまご存知のとおりです。この学部は、設置
してまだ１５年しか経っていない新しい学部ですが、生物系の
２学科はそのままですが、工学系３学科の教育体制や教育内容
を思い切って改革し、新たに食品安全工学科、人間工学科、
システム生命科学科、医用工学科の４学科を新設し、受験生
の関心を集めていることをご報告したいと思います。

　本学は、クロマグロの完全養殖、超高速ビデオカメラの開発
など、本学の建学精神である「未来志向の実学教育」の理念
を具現するいくつもの研究成果を挙げて参りましたが、その最
新の最も注目を集めている研究成果は、代替燃料のバイオ
コークスの開発でしょう。茶カス、コーヒーカス、おがくずなど
産業廃棄物を原料としたバイオコークスは、二酸化炭素削減
など時代の要求に応えたもので、北海道恵庭市に「バイオコー
クス量産実証実験センター」を設立し、量産化実現に向けた
努力を着 と々続けています。
　また、そのため、東大阪の優良専門メーカー（株）ナニワ炉機
研究所と共同で実用タイプのバイオコークス製造装置を初めて
開発し、実証運転を開始したところです。幸いこのプロジェクトは
経済産業省「平成２１年度ものづくり中小企業製品開発等
支援補助金」を受けることができました。
　皆さまに報告したいことはまだまだありますが、あとニュース
２点を付記することに止めたいと思います。
　その一つは、本学の名所となっている「英語村」のその後
です。英語村は「生きた英語」を「遊びながら学ぶ」場所とし
て２００６年開村し、以来学内外の注目を集めてきたことは
皆さまもお聞き及びのことと存じます。本学の学生のみならず、
部外者にも入場を許可する場合もあり、本年４月には、入場者
はなんと３０万人を突破し、私たちもその人気の高さに驚い
ています。本学学生の英語力もたいへん上がっています。
村では英語しか通用しませんが、校友の皆さまにも是非お立ち
寄り頂きたいと思います。
　もう一つのニュースは、工学部の「次世代基盤技術研究所」
がいよいよ発足したことです。これは産学連携による野心的な
工学部の大型プロジェクトが文科省の「私立大学戦略的研究
基盤形成支援事業」に採択され、５年間に亘り、多額の助成
金を頂くことになったことです。本学もこれに応えて工学部の
キャンパス内に立派な研究所ビルを設立し、マツダなど周辺の
自動車関連企業との共同研究を可能にする設備を用意して
います。同研究所が「自動車の町」広島における次世代自動
車技術開発の一拠点となることを期待したいと思います。
　それでは、校友の皆さまのご健勝と益々のご発展を祈念し
報告を終えたいと存じます。
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平成２２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の役員をはじめ、多くの先生方
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　その一つは、本学の名所となっている「英語村」のその後
です。英語村は「生きた英語」を「遊びながら学ぶ」場所とし
て２００６年開村し、以来学内外の注目を集めてきたことは
皆さまもお聞き及びのことと存じます。本学の学生のみならず、
部外者にも入場を許可する場合もあり、本年４月には、入場者
はなんと３０万人を突破し、私たちもその人気の高さに驚い
ています。本学学生の英語力もたいへん上がっています。
村では英語しか通用しませんが、校友の皆さまにも是非お立ち
寄り頂きたいと思います。
　もう一つのニュースは、工学部の「次世代基盤技術研究所」
がいよいよ発足したことです。これは産学連携による野心的な
工学部の大型プロジェクトが文科省の「私立大学戦略的研究
基盤形成支援事業」に採択され、５年間に亘り、多額の助成
金を頂くことになったことです。本学もこれに応えて工学部の
キャンパス内に立派な研究所ビルを設立し、マツダなど周辺の
自動車関連企業との共同研究を可能にする設備を用意して
います。同研究所が「自動車の町」広島における次世代自動
車技術開発の一拠点となることを期待したいと思います。
　それでは、校友の皆さまのご健勝と益々のご発展を祈念し
報告を終えたいと存じます。
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近大トピックス

2011年4月、新たに建築学部を開設。 薬学部に新校舎を建設中日本初となる「建築」の名を冠する「建築学
部」が、このたび近畿大学に開設されます。
工学的な要素はもちろん、芸術面や社会性
なども問われる昨今の建築事情を鑑み、建
築の明日をリードする人材を育成。従来の
“つくる”建築から、“守り・育てる”新しい概念
に基づいた建築を、ここ近大から広めてまい
ります。

近畿大学本部キャンパスの中心部にて、薬学部新校舎の建設が
進められています。
2011年秋には、講義室や実習室、研究室・部門のすべてを移転。
すでに完成を見た38号館とあわせ充実した教育・研究環境から、
優れた人材育成をめざしていきます。

■学びの特長

■フロア概要

■竣工までのスケジュール

新棟地鎮祭が実施されました

■教育目標

●建築を工学の側面のみでなく、総合的な観点から判断できる力を養う。
●1学部1学科とすることで、基礎から専門領域まで幅広い知識を修得。
●柱となる領域を定め、また3年次以降に4専攻を設けることで、学びを効率化。
●段階的なカリキュラム設定により、着実に知識を身につける。

■教育体系
1～2年次に基礎能力を身につけ、その上に専門教育へと発展することで確かな知識を修得します。

【建築工学専攻】
現在の理工学部建築学科を継承・発展させる形で、建築学の
全体像が見えるカリキュラムを展開。建築を総合的な視野から判断
できる力を養うことで、構造やデザインに対し理解をもったバランスの
いい建築技術者を育みます。※一級建築士受験資格に対応

【住宅建築専攻】
住宅に関係する設計、計画、環境、構造分野を掘り下げます。専攻の
軸となる3点「住まいから社会を考える」「住まいから環境を考える」
「木の住まいを学ぶ」の理解を深め、新しい社会や生活を作っていく
専門家を育成します。※二級建築士受験資格に対応

【建築デザイン専攻】
総合的な建築学をベースに、建築デザインについて学ぶ教育・研究
カリキュラムで構成。現代建築の第一人者から指導を受けられる
「スタジオ設計」のほか、「色彩論」や「ランドスケープデザイン」など、
デザイン理論を多角的に修得します。※一級建築士受験資格に対応

【企画マネジメント専攻】
近年の建築において重要視されている、企画やマネジメントの分野
について指導。「建築企画」や「建築マネジメント」、「都市・建築計
画」を学びの柱に、プロジェクト企画に関わることのできる建築家を
育成していきます。※二級建築士受験資格に対応

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
※専攻は3年次に選択

学部構成
1学年募集予定定員／240人

建
築
学
科

建
築
学
部

1～2年次 3～4年次

学部共通専門科目

必修科目「建築基礎演習」をはじめとする建築系科目により、
現代建築に求められる能力を修得。加えて「共通基礎科目」
「外国語科目」について学び、豊かな人間性や実社会で
役立つ力を身につけます。

共通教養科目 外国語科目

建築基礎科目

専攻別専門科目

学部共通の専門科目を土台に、より学習を深化させるため、
教育課程を専攻別に編成。幅広い建築学の修得も可能と
するため、他専攻の科目を履修することも可能です。

建築工学専攻 住宅建築専攻

建築デザイン専攻 企画マネジメント専攻

建物所在地／東大阪市小若江3-4-1
　　　　　　（近畿大学東大阪キャンパス）
構造・規模／地上11階 RC造（一部PPC造）
延 床 面 積／13,415.34㎡
工 事 期 間／自：平成22年5月末　至：平成23年8月中旬

■建物概要

11F　研究室

10F　研究室

9F　研究室

8F　実習室

7F　実習室

6F　実習室・演習室・研究室

5F　共同演習室

4F　共同演習室

3F　大講義室

2F　大講義室

1F　エントランス・薬学事務部

地鎮祭

工事開始

新棟完成

新棟にて教育・研究開始

平成22年5月21日

平成22年5月末

平成23年8月中旬

平成23年秋（予定）

さる5月21日、薬学部新校舎
の地鎮祭が行われ、建物が無
事完成することを祈願しまし
た。近畿大学のさらなる発展
への期待がこめられた、有意
義な式典となりました。
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学部構成
1学年募集予定定員／240人

建
築
学
科

建
築
学
部

1～2年次 3～4年次

学部共通専門科目
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共通教養科目 外国語科目
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構造・規模／地上11階 RC造（一部PPC造）
延 床 面 積／13,415.34㎡
工 事 期 間／自：平成22年5月末　至：平成23年8月中旬

■建物概要

11F　研究室

10F　研究室

9F　研究室

8F　実習室

7F　実習室

6F　実習室・演習室・研究室

5F　共同演習室

4F　共同演習室

3F　大講義室

2F　大講義室

1F　エントランス・薬学事務部

地鎮祭

工事開始

新棟完成

新棟にて教育・研究開始

平成22年5月21日

平成22年5月末

平成23年8月中旬

平成23年秋（予定）

さる5月21日、薬学部新校舎
の地鎮祭が行われ、建物が無
事完成することを祈願しまし
た。近畿大学のさらなる発展
への期待がこめられた、有意
義な式典となりました。
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入学センターからのお知らせ

平成22年度入試を振り返って

　長引く不況、少子化、主要各大学の新設学部など近年にも

増して厳しい状況の下での学生募集の年となった。特に関西

地区では各大学における長年続いた新学部の新設ラッシュの

最後の年とも言われ、主要8大学の新設学部の定員を合計

すると1,635人にもなり、大学間の志願者争奪戦に益々拍車が

かかる状況となってきた。また、本学は前年度入試まで3年連続で

志願者を増加させており、18年度には3.1倍であった全入試の

合格倍率も前年度には4.3倍にまで上昇しており、不況の影響

で安全志向の強まる受験生にとっても出願しづらい大学のひと

つになっていた。

　そうした中、本学は平成5年の生物理工学部の新設以来、

17年ぶりの新学部「総合社会学部」の立ち上げに着手する

こととなった。満を持しての新設学部であり、募集戦略上の

失敗は許されないという覚悟で挑む年度となった。

総合社会学部にキャラクター「ブライス」を起用

　新設学部開設の予定のある他大学の積極的な広報展開も

予想され、総合社会学部の広報は「埋もれない広報」を基本

方針とした。そこで登場したのが、アメリカンドール「ブライス」

であった。大きな目が特徴のブライスの表情はかわいくも、また

恐ろしくも見えるインパクトのあるものであり、ポスターで世に

登場した時には相当な反響を呼んだ。また、「ブライス」を

新学部の0期生とすることにより、まだ見ぬ総合社会学部の

キャンパスライフを受験生に分かりやすく伝える役割を担わ

せた。これらの取り組みは後に、新聞や雑誌等において取り

上げられるなど話題として広がりを見せ、新学部のみならず、

近畿大学全体のイメージ向上の一助となった。

直接対話の重視
　こうした広報戦略のみならず、入学センターは受験生や保護

者、高校教員との直接対話も重視した。特に来場者の6割以上

が出願に結びつくオープンキャンパスの動員増を最重要課題と

して位置づけ、高校生、保護者に満足して頂けるよう各イベント

の内容充実につとめた。21年度のオープンキャンパスの総来場

者数は2万人を超え、4年前と比し倍以上の動員となった。

　また、元公立高校の校長であり高校現場を熟知する「アド

ミッションオフィサー」6名を中心に展開する高校訪問も大学と

高校教員との円滑なコミュニケーション構築には欠かせないもの

となっている。高校訪問は年間延べ1,000件以上にもなるが、こ

れは直接的に志願獲得を目的としたものではなく、高校教員が

必要とする本学の教育や研究、入試の情報、卒業生の状況な

どを適時適確にお伝えし、また逆に、本学の入試制度に対する

ご意見・ご要望を承り、後の入試制度設計などに生かしていく

役割を果たしている。こうした私どもの真摯な姿勢が高校現場

において一定の評価を得て、結果的に生徒に安心して本学を

薦めていただいているものと信じている。

　総志願者数106,858人、前年比7,616人、4年連続の増加と

なった。総志願者数が10万人を超えるのは平成6年以来の

16年ぶりであった。学部別に見ると、文系学部では総合社会

学部が当初の予想を大幅に超える志願者を集めた反面、法、

経済、経営、文芸が大きく志願者を減らした。結果、文系学部

全体では2,000人程度の増加に止まった。

　「不況になると理系が強い」と年度当初から受験産業等で

予想されていたが、理系学部全体の結果をみると、まさにその

予想どおりとなった。募集では地理的要因もあり暫く苦戦を

１．平成22年度本学入試の置かれた環境

３．平成22年度入試の結果

５．平成23年度入試にむけて

４．他大学の状況

２．入学センターの取り組み

強いられてきた生物理工、工、産業理工学部も大きな伸びを示

した。特に生物理工学部は改組の年度となったが、学科名も

受験生に非常に分かりやすいとの評判が当初からあり、全学

部の中で前年比では最も大きく伸ばした学部となった。また、

志願者のみならず、難易度も向上し、改組としてはこれ以上の

結果はないという程の成功事例となった。

　関西の主要8大学では、公募推薦と一般入試の合計では

本学をのぞき、軒並み志願者を減少させた。特に新設学部が

あった関西、関西学院、京産、立命館大学が志願者を減らし

たことは驚きであった。ここ10年ほど、関西の各大学では積極

的に新設学部を開設させ、受験生もその新設学部に飛び

つき、志願者が増えるという構図が続いたが、21年度からそう

した傾向に若干歯止めがかかり、22年度にははっきりとその

傾向が出た。様々な要因はあるかとは思われるが、要は新学

部も受験生のニーズ、すなわち時代のニーズに適うものでなけ

れば、単に「新しい」というだけでは支持を集めることができず、

結果、定員増により入試が易化され大学全体のレベル低下を

招くことになりかねない。この辺り、来年度に建築学部の新設を

控える本学にとっても留意していかなければならない。

　学生募集の世界では「倍率が上がれば、翌年は志願者が

減る、志願者が減れば倍率は下がる、倍率が下がれば志願

者が増える、志願者が増えれば…」というサイクルが続くと言わ

れている。しかしながら「募集力」すなわち「魅力」のある大学

はこうしたサイクルを続けながらも、中期的には志願者を伸ばし

ている。逆の見方をすると、「魅力」のない大学は同じサイクル

を続けながらも下落傾向がはっきりと表れている。要は、少々倍

率が高かろうが、「チャレンジするに値する大学」であると認識

されれば、モチベーションの高い受験生は必ず志願してくれる

ということである。

　23年度は理工学部建築学科から独立した建築学部の

開設の年となる。「建築学部」という名前の学部開設は日本で

初めてのことで、注目を集めている。これまで理工学部建築学科

では西日本で最多の一級建築士を輩出するなど、高い実績と

伝統を誇っている。この学びをさらに広いフィールドに発展させ

るため、開設することとなった建築学部。総合社会学部とは

異なり、新しさだけでなく、歴史と学びの深さを感じられるよう、

積極的に広報していくつもりである。
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過去20年総志願者数推移（人）
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　今年3月、かねてより建設中であったEキャンパスの“新食堂
棟（仮称）”が完成しました。本棟のネーミングについては1月
12日から2月2日までの間、学内外から公募を実施。学生を
はじめ教職員や卒業生、さらには一般の方から、419件もの
個性あふれるネーミング案が届けられました。
　設置準備事務局の選考を経て、大学による最終審査の

結果、名称が【BLOSSOM CAFE】と決定しましたことをご報
告いたします。
　採用されたネーミング原案を応募いただいた方を最優秀賞
に、最終選考まで残った4名を優秀賞とさせていただきました。
　【BLOSSOM CAFE】は4月1日～6日の試験営業期間を
経て、4月7日より正式にオープンしています。

　今年4月、近畿大学附属小学校と附属幼稚園が奈良市
あやめ池に移転しました。これまで両施設は同じ東大阪市内
でも約2km離れた位置にあり、幼小一貫教育を目指すに
あたって同一敷地内での設置が強く望まれていました。
　豊かな自然とゆとりのある校地・校舎を備えた「近畿大学
あやめ池キャンパス」は、園児・児童がのびのびと健やかに
過ごせる教育環境として機能しています。

Eキャンパス“新食堂棟”の名前が
【BLOSSOM CAFE】に決定しました。

【最優秀賞】
BLOSSOM CAFE（ブロッサムカフェ）
受賞者：吉田竜也さん（文芸学部芸術学科4年）

「開花」や「青春」、「実を結ぶ」などの意味を持つ「BLOSSOM」の名は、
「自然の厳しさをへて、春いちばん、品格高き花が咲きひらく。」という学園章
の由来にも通じています。充実した時間を過ごし、会話に花を咲かせ、青春
を謳歌できる空間になってほしいとの願いが込められたネーミングです。

【優秀賞】
●ECRE（エクレ）…樋浦智治さん（総合理工学研究科博士前期課
程2年）

●KUTEC（クーテク）…坂井威文さん（文芸学部文化学科2年）
●ぶろっさむ…川崎由記子（文芸学部文学科2年）
●カフェ近（かふぇちか）…河上宗司さん（近畿大学職員）

　本学工学部では平成21年度から5年間の戦略的プロジェクト
として、「地域連携による次世代自動車技術の研究」を実践。
5月15日には、3月に竣工した次世代基盤技術研究所の開所
記念行事として記念講演会が開催されました。

次世代基盤技術研究所の開所記念講演会を開催 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

次世代基盤技術研究所とは
　平成8年に産学官連携および研究機能強化を目的に設置さ
れた研究所を、より発展的に改組し新設した研究所のことです。
　次世代基盤技術に関する総合的な調査や教育を行うことで、
持続可能な社会を構築できる技術開発と地域社会の技術発展
に寄与することを目的としています。

　生物理工学部キャンパス構内に、骨や歯の主成分である
「ナノスケールアパタイト」の製造および医療分野などへの応用
を研究する「先進医工学センター」が開設されました。
　総床面積1,200㎡をほこる「先進医工学センター」内には、
レーザー成膜室や成膜準備室といった、ナノスケールアパタイト
の製造や応用分野の研究に不可欠な最新設備を集中配置。
常駐の専門研究員や各機関の研究者も結集し、まさに最先端
の研究センターといえるでしょう。
　ナノスケールアパタイトは現在、産学連携体制のもと、全国の
大学や企業と協力して研究開発が進められています。

生物理工学部の「先進医工学センター」、本格稼動開始 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

新学科・先進医工学シンポジウムを開催
　5月8日、生物理工学部アリーナにて、新学科・先進医工学
シンポジウムが開催されました。
　オープニングでは本津学部長、世耕副理事長や来賓の方々
からあいさつがあり、本学吹奏楽部のすばらしい演奏も披露され
ました。
　シンポジウムの参加者は300人にもおよび、真剣な眼差しで
最先端の研究内容・研究成果の発表を聞き入っていました。

近畿大学あやめ池キャンパスが4月にオープンしました ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ロサンゼルス在住の校友と近畿大学在学生の交流会を開催
これまでオーストラリアやカナダで実施していた海外インターンシッププログラムを、今年から米国ロサンゼルスにおいても
実施することに合わせ、ロサンゼルス在住の近畿大学校友を募り、インターンシップに参加する在学生を囲んでの交流会を
8月1日にMIYAKO HYBRID HOTELで開催しました。
当日参加いただいた校友は9人で、卒業後長く母校を離れていた皆様に、7人の在学生、引率の教職員を通じて母校の
現在の姿を知っていただく又とない機会となりました。

附属
小学校 5,260

1,650

10,900

6,600

1,085

1,518

17,245

9,768

鉄筋コンクリート造
（一部鉄骨造）3階建 9,995

2,059鉄筋コンクリート造
（一部鉄骨造）2階建
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アジア大学選手権
７月４～６日　香港
　濱川明史（経営３）と藤井優子（短２）が世界でまばゆい

ばかりに輝いた。濱川が「何も考えずにぶつかるだけだった」と

振り返るほど、日本にはない技術を持った選手が集結していた。

今の実力を余すことなく注ぐことのできる環境がそこにはある。

準々決勝。濱川は世界ランクに名を連ねる台湾の選手と

対戦。「先手を取ることが大事」と３―１まで追い込む。最後も

シーソーゲームを制してアジアの強豪を粉砕した。藤井もまた

準決勝に進んでいた。「早いラリーを展開するクセの強いタイ

プ」と瞬時に相手を把握。３―１で決勝へ。濱川とともにアジア

の学生最高峰の戦場に２人して踏み込んだ。卓球王国・中国

の選手相手には及ばなかったが、堂々の準優勝を飾った。

　「学べることが多くあった。糧になる」と口を揃えた。回転量や

コース取り、緩急に至るまで一線級の戦術を体感できた自信と

誇り。濱川と藤井の血となり肉となって、脈 と々流れている。

春季リーグ戦
５月８～16日　東大阪アリーナほか
　個々の能力が非常に高い近畿大。その確かな実力はチーム
内での切磋琢磨で培われている。関西選手権では主将・有田
が２年ぶりに王座返り咲き。女子では李明明（経営３）が初優勝
を飾り、ランク外から大躍進を遂げた。チームは目下２連覇中。
もはや勝って当たり前。重圧が選手達に見えない壁として立ち
はだかる。男女とも全勝で迎えた最終戦は熾烈を極めた。逆転
に次ぐ逆転。勝利を収めた時の仲間とのハイタッチは大きく、
一段と力強さを増していく。
　それは神様が耐え抜いた近畿大にリーグ男女３連覇という
栄誉を与えた瞬間でもあった。折戸監督は言う。「よくやってく
れた。精神面が強い。練習量の賜物です」。
　近畿大は１つになった。例え重圧が襲ってこようともそこには
いつも共に喜び、叱咤激励し、互いに高め合う仲間がいる。
【谷夏希】

　7月30日から8月7日まで、明治神宮野球場を中心に行われ
た「世界大学野球選手権大会」に近畿大学体育会硬式野球
部から、榎本保監督（広報課）が代表チーム監督に、若松政
宏選手（経営・4年）、長谷川雄一選手（経営・4年）、中後悠平
投手（経営・3年）の3人が選出されました。
　榎本監督率いる日本代表チームは、予選ラウンドの韓国戦
は4対0、中国戦は15対0と、圧勝の勢いに乗りキューバ戦に
臨むも、WBC代表選手を含むキューバ代表チームに7対12で
敗れ、グループ2位で決勝ラウンドに進みました。
　決勝ラウンドでは、初戦の台湾戦に13対0で勝利を収めた
ものの、準決勝のアメリカ戦では2対4で敗戦。自国開催での
メダル獲得に後のなくなった3位決定戦では、韓国を相手に終
始圧倒する展開で9対0で勝利を収め、3位に輝き銅メダルを
獲得しました。
　硬式野球部から選出された3選手は、長谷川選手がレフト
のレギュラーを獲得し全試合で先発出場、打撃成績ではチー
ム3位となる打率.391をマーク、守備でもその強肩を発揮、
キューバ戦では数々の好返球で球場を沸かせるなど、攻守とも
に日本代表チームに欠かせない選手となりました。若松選手
は、代打で3試合に出場し4打数2安打と存在感を発揮、中後
投手も3試合に登板し3回を被安打1、4奪三振に抑えるなど、
3選手ともにその能力の高さを見せつけました。

table tennis

卓球部 ◆予選ラウンド
初戦　韓国戦／4対0で圧勝
長谷川　8番レフトで出場　3打数2安打（1二塁打）

次戦　中国戦／15対0
長谷川　7番レフトで出場　3打数1安打2打点
若松　5番指名打者　2打数2安打（1二塁打）1四死球
中後　1回　被安打0　2奪三振　最高150キロ

キューバ戦／12対7で負け
長谷川　6番レフトで出場　5打数3安打（1二塁打）1打点
若松　代打で出場　1打数　0安打
中後　1回　被安打１　1奪三振

◆準々決勝　台湾戦
13対0で勝利
長谷川　6番レフト　4打数0安打　1盗塁
若松　　代打　無安打

◆準決勝　アメリカ戦
2対4で敗戦
長谷川　6番レフト　4打数1安打

　　
◆3位決定戦　韓国戦
9対0で勝利
長谷川　6番レフト　4打数2安打（1二塁打）3打点
中後　1回を被安打0　1奪三振

◆大会を通じての成績
長谷川　6試合に出場　打率391（23打数9安打）チーム3位

3二塁打（チーム最多タイ）6打点
若松　3試合に出場　打率500（4打数2安打）
中後　3試合に出場　3回を被安打１、4奪三振　防御率0.00

baseball

硬式野球部
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baseball

硬式野球部
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　2009年、10月12日。2人の夢が、叶った。「優勝は、

近畿大学！」と放送された瞬間、笹田香（４）と後藤佳奈（４）は

飛び跳ねて抱き合った。近畿大は演武対徒手の部で三連覇

を果たしたのだった。

　全国の選手たちが集う今大会。笹田と後藤もこの最後の

戦いに大学生活の全てを賭けて挑む。試合前、畳の感触が

不慣れで、手の平も足の裏も汗まみれだった二人。そして予選

の座り技でミスをしてしまうが、他の技でカバーをし、無事予選

を１位通過する。決勝戦が始まる前に、後藤は笹田に「あたし

たちの４年間、ここでぶつけよう！」と手を取った。

　決勝戦が始まり、今まで臨んできた大会と比べ物にならない

位の緊張が二人を襲った。「頭が真っ白になったけど、体が勝

手に動いていた」と二人は口を揃えた。以心伝心。同期の女

子は二人しかおらず、どんな時もお互いが支え合ってここまで

来た。２年の秋に後藤が怪我をして、ペアを組んでいた先輩も

全日本の大会に出場出来なかった。「その時自分が本当に

情けなくて情けなくて、辛い毎日だったけど、笹田に支えられた。

今此処にいるのは笹田のおかげ」と瞳を潤ませながら語った。

　一発勝負の決勝戦を終えた笹田と後藤は、不安な様子で

結果発表を待った。近畿大に軍配が上がった時、二人から満

面の笑みが零れた。「本当に最高。人生で今が一番幸せ」と

後藤は笑う。そして、笹田は後輩たちに「うちらより一勝でも多

く取って、これからの近畿大合気道部を盛り上げていってほし

い」と同じように笑顔でエールを送る。

　合気道一色の大学生活は、楽しくて充実した毎日だった。辛

かった日 も々あった。全てはこの日の為に頑張った。大学４年

間は決して無駄じゃなかった。やっと先輩たちに続けた。最高

のパートナーに出会えた。そんな色鮮やかな思い出を胸に抱え

て、笹田と後藤は有終の美を飾ったのだ。       

【加藤奈央子】

『3000人の吹奏楽』スペシャルに
出演　

　6月27日（日）に京セラドーム大阪で開催された、第50回
記念『3000人の吹奏楽』スペシャルに、近畿大学吹奏楽部
が出場しました。 
　吹奏楽部の演奏は、ジャズ＆ブルースをテーマにしたもので、
誰もが一度は聞いたことのあるジャズの名曲を演奏だけではな
く歌も交えて披露。普段持ちなれた楽器をマイクに持ち替えた
ボーカルとダンスパフォーマンスは、吹奏楽の持つエンターテイ
メント性をいかんなく発揮したもので、世界で歌い継がれている
ジャズの素晴らしさを感じさせる演奏でした。3000人の
吹奏楽に唯一出演した大学の吹奏楽バンド
としてパワフルかつ大人の
演奏で、ドームをジャズ＆
ブルースの世界に包み
込みました。

　「緊張した」。昨年、世界選手権に出場し〝世界〟という大き
な舞台で戦った蟹江美貴（法４）さえも緊張させるこの大会。
　地面が少しぬかるんだ状態で開催された全日本王座決定
戦。その中で近畿大女子は毎試合２００点を超え、対戦相手を
圧倒していく。順調に勝ち上がり、迎えた決勝戦の相手は同志
社大。近畿大は蟹江、前山明日香（法４）、松永安紗子（経営
２）、大久保舞（経営１）の４人で挑んだ。蟹江と前山は落ち着
いた表情で矢を放つ。その二人に負けず劣らず、松永も高得
点をたたき出す。仲間の応援も大きくなる。団体戦というプレッ
シャーがかかる戦いだが、仲間の応援が力となりその応援が選
手に安心感を与えていた。
　全ての矢が放たれ迎えた結果発表。近畿大、２０５点。同志
社大、１８６点。昨年に続き、近畿大女子は日本の頂点に立っ
た。昨年の王座決定戦から１年。さらなる飛躍を遂げるため、鍛
錬に鍛錬を重ねてきた。日本のアーチェリー界を引っ張る近畿
大として負けられない。様々なプレッシャーが選手たちに襲いか
かったことだろう。しかし選手たちは、鍛え上げた強靭な集中力
でその重圧を見事にはねのけ、二連覇を成し遂げた。
　男子は僅差で昨年の覇者・日体大に敗れてしまったが、
男女共に近畿大洋弓部は日本のアーチェリー界をリードする
集団に変わりはない。今後、どのような形で日本、そして世界を
魅了してくれるのか、楽しみで仕方がない。
【石井久美子】

瀬尾貴之、泉健太朗
森川泰裕、中野靖大（近畿） 
後藤佳奈（近畿）

大樫直樹（近畿）
3位 4位

brass band

吹奏楽部
archery

洋弓部

天気予報に
近畿大学の

キャンパス映像が
流れます。

読売テレビ（関西ローカル）・毎週水曜日
の２０：５４～２１：００の天気予報に近畿
大学のキャンパス映像が流れます。
ぜひご覧ください。

aikido

合気道部
aikido

合気道部

・アイゴット・リズム
・A列車で行こう
・トランペットブルース＆カンタービレ

曲目
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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204名

理系学部 93.9％

文系学部 87.0％

教員合格者
公立学校教員試験

（既卒者含む） 213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
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92.7 93.0

（学部）法 経済 経営 文芸 理工 薬 農 生物
理工

工 産業
理工

90.4％
近畿大学
ALL

5,000人以上 
12.7％

製造業
19.7％

建設業
9.0％

卸売・小売業
22.0％

電気･ガス
熱供給 
0.3％

情報通信業 
6.3％

運輸業 
3.3％

不動産業 
1.9％

金融・保険業 
10.8％

医療・教育業 
2.0％

公務員 5.7％
教員 2.8％
自営 2.0％ 農業 0.1％

鉱業 0.03％

サービス業 
14.2％

●業種別データ ●従業員数別データ

1,000～
5,000人未満
26.5％

500～1,000人未満
15.8％

100～
500人未満
32.0％

100人未満 
13.1％

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21年度求人社数／9968社 ※延べ45585社に追加求人を依頼

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／813人　全国2位（「大学ランキング2011」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21年度実績）

業界研究会
各業界のリーディングカンパニーの採用担当者をお招きし、就活スタート時に、学内でお話しをうかがいます。

それぞれの業界の現状と展望、求める人物像・仕事内容などについて講演していただきます。職業選択をイメージ
のみでとらえず、仕事内容に対する理解を深めます。
●平成21年度実績／93企業・団体　延べ9180人参加

合同企業セミナー
大手企業や地元の企業まで多数の企業が集まります。幅広い業種の具体的な仕事内容や会社概要、採用
試験についてまとめて聞ける学生にとって絶好のチャンスを提供しています。
●平成21年度実績／668企業・団体　延べ6863人参加

就職支援サークル『ASK』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21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21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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　平成２２年３月１３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･高石支部設立総会｣が開催されまし
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･進行のもと支部設立の趣
旨説明や来賓挨拶、議事である支部会則
（案）･支部役員（案）についても無事承認を
いただく事ができました。
＜総会式次第＞
①支部設立趣旨説明　②来賓紹介　
③来賓挨拶
 （議事）
・支部会則（案）・支部役員（案）・支部長挨拶
・支部旗余贈呈
　設立総会終了後は会場を移して懇親会
が開催されました。泉大津･高石支部を代表
して奥田悦雄支部長の開会挨拶より開会
し、乾杯後の歓談においては、思い出話しや
出席者の自己紹介など交えながら和やかな
雰囲気で会が進みました。又、懇親会の最
後には応援団ＯＢによる近大節や校歌で多
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歓談　
④アトラクション（奇術部）　⑤近大節　
⑥校歌斉唱　⑦閉会の時

　５月５日（祝）兵庫県赤穂市かんぽの宿

において、平成２２年度支部総会を開催、古
川照人幹事長（平成８年商学科卒）の司会
により「校歌、応援歌を斉唱、支部長が挨
拶に立ち体育会の活躍振りと理工学部の躍
進も目覚ましく、支部を挙げて声援している
こと、医学部を擁する地元支部として校友
事業にこぞって参加し、母校の発展に寄与
して欲しいと述べる。
　今年は２年に一度の役員改選期に当り、
総会に諮ったところ支部長以下全員留任と
決まる。
　このあと小谷嘉博副支部長（５１年法律学
科卒）が平成２１年度事業報告および本年度
事業計画を説明し、それぞれ承認される。
　最後に支部長が
一、幹事会に役員の多数出席したこと
一、定期総会に５名が参加したこと
一、支部長・同窓会長会に出席したこと
一、支部役員会を２回実施したこと
一、泉佐野支部総会に来賓として参加した
　  こと
　などを細かく報告する。
　来年の支部総会は５月連休最終日に地元
医学部での開催を申合わせ散会。

　「本学の地元支部」として活動を進めて
いるわけですが、今回の総会は、上田支部
長留任を満場一致で決議し、更なる支部の
隆盛を誓い組織の結束強化を図りました。
　地元の老舗ホテル石切セイリュウにて南
野副会長を来賓に向かえ盛大に開催（瑞穂
の間にて）致しました。本年総会の参加者
７０名（協賛６５件）となりました。総会特

支部だより

「近畿大学校友会
泉大津・高石支部
設立総会」を開催

泉大津・高石支部
支部長　奥田悦雄

近畿大学校友会
愛媛県南予支部
設立総会について

愛媛県南予支部
支部長　中山孝司

尼崎市役所支部
支部長　義井弘一

別講演には第９１回直木賞作家『てんのじ
村（１９８４年）』難波利三氏を講師にお迎
えして『芸人あれこれ』と題してご講演を頂
きました。上田新支部長の挨拶では『もの
づくりのまち東大阪』を述べられ東大阪か
らの発信の重要性を強調されておられまし
た。校友会本部・南野隆雄副会長や岸和田
忠岡支部北野勝彦支部長よりのご挨拶を頂
き、和気あいあいのうちに総会ならびに懇
親会を無事終了致しました。
　また、市役所支部代表・山口明彦様、元
市会議長浅川健造氏のお言葉に続き、平岡
為次郎顧問の盛大な乾杯のご発声と、平田
正造・鳴戸鉄哉・藤木光裕・山崎毅海市議
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２０年より薬学部との事業協力
を行い【薬学生のための模擬患者の会】に
参加協力をしております。この会の目的は将
来薬剤師を目指す学生が患者に接する態度
や技術を身につけるために、模擬患者役と
して協力することを目的とするものです。
ボランティアでの参加を原則とし、賛同を
戴いた方であればＯＫです。東大阪支部校
友も現在参加者の多数の動員協力を行って
おります。どうぞ校友の皆さんご協力をお
願いいたします（詳しくは薬学部　村上様
まで）。現在模擬患者としての講習会を毎
月１回受講し、昨年１２月にも標準模擬患
者（オスキー）として実践段階にも入ってお
ります。
　その結果として昨年度の薬学生は全員合
格の良好な結果が得られ、無事に次の課程
へと進むことができたと聞いております。２
月には薬学部長より感謝状の贈呈を受け、
現役学生を育てることができたと実感いた
しました。このあと９月から模擬患者（エス
ピー）トライアルとしての協力を予定してお
り、１２月にはオスキーとして本格活動に再
び入ります。
　更なる飛躍に向けて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。

　
 愛媛県南予支部の設立総会を昨年１１月
２１日（土）、大学本部より校友課長　横山
良次様、校友会々計　安井好美様、愛媛県
東予中予支部長　菅道太郎様をはじめ多
数の役員の皆様に出席をいただき盛大に開
催することができました。
　少子高齢化が進展する中で南予支部に
於きましても会員相互の親睦を深めると共
に近畿大学のかぎりない発展の為に全力を
尽くすことを確認いたしました。
　又、今年も１１月に南予支部の定期総会
を開催する予定です。
 役員一同、今後も南予支部の発展を目指し
て微力ながらも努力してまいりますので校
友会本部並びに他支部の皆様方のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

　近畿大学校友の皆様こんにちは。平素か
ら尼崎市役所支部の活動にご理解とご支援
を頂き誠にありがとうございます。現在、市
役所支部の皆様からご協力をいただき、支
部長を努めさせていただいております義井
弘一でございます。今後ともどうぞ宜しくお
願い致します。市役所支部は総勢１３０名余
りで、活動は毎年１回、総会を実施し、会員
相互の親睦を図っております。以前は、親睦
をよりさらに深めるため、ボーリング大会を
実施するなど、また理工学部の久教授をお招
きして市政勉強会を行うなど、色 と々試行し
ていましたが、最近は少し滞っています。大
所帯で全員参加は難しく、総会への参加者
も年々減少傾向にあり、支部の活性化に何
か良い知恵があればと切に思っております。
　支部の会員構成は、昨年の尼崎市議会選
挙で丸岡議員、寺坂議員、上村議員の３名
が当選され会の顧問としてご支援いただき、
都市整備局の衣笠局長をはじめ局長級から
一般職まで、職級、職域を超えて楽しく交流
しています。国公立大学出身の採用が増える
中、近大卒の後輩達も非常によくがんばって

おり、写真にも紹介しましたが、今年は新規
採用の８名を加えました。昨年から初の女性
会員が誕生し、今年も１人増え２人となりま
した。大変喜ばしく思っております。また、大
学校友会への代表幹事も３名選任され、尼
崎市役所支部の今後さらなる飛躍を目指し
ていきたいと思っております。

　　

　さて、リーマンショック以降、派遣切り、新
型インフルエンザ、円高デフレ、トヨタショッ
ク、政権交代、事業仕分け等に続き、普天間
の基地移設問題、宮崎県で発生した口蹄疫
の問題、首相の交代と、民主党の参議院選
挙惨敗と、大変な時代になり、本市役所で
も、福祉の予算の増大や学校耐震化事業、
新高校の建設や小中学校や市営住宅の改築
など多くの課題を抱える中、大幅な給与カッ
ト、多数のベテラン職員の退職に伴う世代交
代やパソコンなどにより仕事のやり方が大き
く変わってきました。　
　そうした中、近畿大学の卒業生として、尼
崎市の発展のため力を尽くしていきたいと思
いますので、今後とも宜しく御願いします。
　最後になりますが、現在も多くの自治体で
職員の世代交代が進んでいます。公務員志向
の学生や卒業生の方も、今がチャンスですの
で、是非採用試験を受けてください。私たち
仲間が、暖かく迎え致します。

　２０００年に始まった関西六大学札幌対
抗ＯＢゴルフ会も早いもので今年で１１回目
を迎えました。
　当校は第１回大会に参加して以来７回大

支部総会を終えて

大阪狭山支部
支部長　中田全亮
（昭和３７年法律学科卒）

地元東大阪の
支部として

東大阪支部
支部長　上田富雄
幹事長　宮﨑利一

第１１回 関西六大学
札幌対抗ＯＢゴルフ会
の報告

北海道総支部
役員　川崎清司
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村（１９８４年）』難波利三氏を講師にお迎
えして『芸人あれこれ』と題してご講演を頂
きました。上田新支部長の挨拶では『もの
づくりのまち東大阪』を述べられ東大阪か
らの発信の重要性を強調されておられまし
た。校友会本部・南野隆雄副会長や岸和田
忠岡支部北野勝彦支部長よりのご挨拶を頂
き、和気あいあいのうちに総会ならびに懇
親会を無事終了致しました。
　また、市役所支部代表・山口明彦様、元
市会議長浅川健造氏のお言葉に続き、平岡
為次郎顧問の盛大な乾杯のご発声と、平田
正造・鳴戸鉄哉・藤木光裕・山崎毅海市議
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２０年より薬学部との事業協力
を行い【薬学生のための模擬患者の会】に
参加協力をしております。この会の目的は将
来薬剤師を目指す学生が患者に接する態度
や技術を身につけるために、模擬患者役と
して協力することを目的とするものです。
ボランティアでの参加を原則とし、賛同を
戴いた方であればＯＫです。東大阪支部校
友も現在参加者の多数の動員協力を行って
おります。どうぞ校友の皆さんご協力をお
願いいたします（詳しくは薬学部　村上様
まで）。現在模擬患者としての講習会を毎
月１回受講し、昨年１２月にも標準模擬患
者（オスキー）として実践段階にも入ってお
ります。
　その結果として昨年度の薬学生は全員合
格の良好な結果が得られ、無事に次の課程
へと進むことができたと聞いております。２
月には薬学部長より感謝状の贈呈を受け、
現役学生を育てることができたと実感いた
しました。このあと９月から模擬患者（エス
ピー）トライアルとしての協力を予定してお
り、１２月にはオスキーとして本格活動に再
び入ります。
　更なる飛躍に向けて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。

　
 愛媛県南予支部の設立総会を昨年１１月
２１日（土）、大学本部より校友課長　横山
良次様、校友会々計　安井好美様、愛媛県
東予中予支部長　菅道太郎様をはじめ多
数の役員の皆様に出席をいただき盛大に開
催することができました。
　少子高齢化が進展する中で南予支部に
於きましても会員相互の親睦を深めると共
に近畿大学のかぎりない発展の為に全力を
尽くすことを確認いたしました。
　又、今年も１１月に南予支部の定期総会
を開催する予定です。
 役員一同、今後も南予支部の発展を目指し
て微力ながらも努力してまいりますので校
友会本部並びに他支部の皆様方のご指導、
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

　近畿大学校友の皆様こんにちは。平素か
ら尼崎市役所支部の活動にご理解とご支援
を頂き誠にありがとうございます。現在、市
役所支部の皆様からご協力をいただき、支
部長を努めさせていただいております義井
弘一でございます。今後ともどうぞ宜しくお
願い致します。市役所支部は総勢１３０名余
りで、活動は毎年１回、総会を実施し、会員
相互の親睦を図っております。以前は、親睦
をよりさらに深めるため、ボーリング大会を
実施するなど、また理工学部の久教授をお招
きして市政勉強会を行うなど、色 と々試行し
ていましたが、最近は少し滞っています。大
所帯で全員参加は難しく、総会への参加者
も年々減少傾向にあり、支部の活性化に何
か良い知恵があればと切に思っております。
　支部の会員構成は、昨年の尼崎市議会選
挙で丸岡議員、寺坂議員、上村議員の３名
が当選され会の顧問としてご支援いただき、
都市整備局の衣笠局長をはじめ局長級から
一般職まで、職級、職域を超えて楽しく交流
しています。国公立大学出身の採用が増える
中、近大卒の後輩達も非常によくがんばって

おり、写真にも紹介しましたが、今年は新規
採用の８名を加えました。昨年から初の女性
会員が誕生し、今年も１人増え２人となりま
した。大変喜ばしく思っております。また、大
学校友会への代表幹事も３名選任され、尼
崎市役所支部の今後さらなる飛躍を目指し
ていきたいと思っております。

　　

　さて、リーマンショック以降、派遣切り、新
型インフルエンザ、円高デフレ、トヨタショッ
ク、政権交代、事業仕分け等に続き、普天間
の基地移設問題、宮崎県で発生した口蹄疫
の問題、首相の交代と、民主党の参議院選
挙惨敗と、大変な時代になり、本市役所で
も、福祉の予算の増大や学校耐震化事業、
新高校の建設や小中学校や市営住宅の改築
など多くの課題を抱える中、大幅な給与カッ
ト、多数のベテラン職員の退職に伴う世代交
代やパソコンなどにより仕事のやり方が大き
く変わってきました。　
　そうした中、近畿大学の卒業生として、尼
崎市の発展のため力を尽くしていきたいと思
いますので、今後とも宜しく御願いします。
　最後になりますが、現在も多くの自治体で
職員の世代交代が進んでいます。公務員志向
の学生や卒業生の方も、今がチャンスですの
で、是非採用試験を受けてください。私たち
仲間が、暖かく迎え致します。

　２０００年に始まった関西六大学札幌対
抗ＯＢゴルフ会も早いもので今年で１１回目
を迎えました。
　当校は第１回大会に参加して以来７回大

支部総会を終えて

大阪狭山支部
支部長　中田全亮
（昭和３７年法律学科卒）

地元東大阪の
支部として

東大阪支部
支部長　上田富雄
幹事長　宮﨑利一

第１１回 関西六大学
札幌対抗ＯＢゴルフ会
の報告

北海道総支部
役員　川崎清司
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電を紹介して頂きました。祝電紹介を聞き、
出席者は留学生の初 し々さに感動を受けて
いたようです。クライマックスの抽選会では
多数の出席者に喜んで頂きました。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。（写真は近大節の斉唱）

　
　校友の皆様には本日の定期総会をお元
気でお迎えすることお慶び申し上げます。
　さて、富田林市支部は、大阪府の南部に
位置し、市の北東部は、南北に流れる石川
をはさんで平野が広がり、古くからまちが開
けたところで、特に寺内町には歴史的に貴
重な町並みが数多く残されています。
　一方、市の南部は、雄大な金剛・葛城連峰
を背景に緑豊かな丘陵と美しい田園風景が
広がり、自然景観にあふれています。また、西
部丘陵地域は、計画的に開発の進んだ環境
水準の高いニュータウンとなっています。
　このように自然あふれる富田林市の在
住・在勤者からなる校友の団体として平成
４年に発足いたしました。
　以後、総会、秋の日帰りバスツアー、新年
会の開催を基本といたしまして、年代・学部
を超え、卒業生相互の交流と親睦を深めな
がら来年は支部設立２０周年を迎えるまで
になりました。
　この間思い起こせば色々なことがありま
したが、「絆」は以前より強くなった様に感
じられます。
　年齢を超え、職業も忘れ、共に校友とい
う名の下でお互いを信頼しあう！
　すばらしい関係ではありませんか。
　これからも互いを尊重しあいながら、校
友の「縁と絆」の輪を広げ、他支部に負けな
い活動をして行きたいと思っております。
　最後に、校友皆様のご発展とご健康を祈
念いたし、近況報告とさせていただきます。

　近畿大学校友の皆様におかれまして
は、ますますご健勝のこととお慶び申し上
げます。
　私ども石川県支部は、支部設立から早い
もので１７年経過いたしました。この間、多く
の校友、大学ならびに校友会本部からご支
援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、平成２１年度支部総会は、校友会
本部から竹原庸郎副会長、事務局から熊
井あづさ氏をお迎えし、次のとおり開催し
ました。
●平成２１年度支部総会…
　平成２１年１０月３１日（土）
　参加者４５名
　金沢スカイホテル（石川県金沢市）
　また、能登・加賀地区でのブロック交流会
も次のとおり開催し、支部役員と各地区校
友との親交を図るとともに、校友拡大に努め
ました。
●能登ブロック交流会…
　平成２２年５月２９日（土）
　参加者１６名
　休暇村 能登千里浜（石川県羽咋市羽咋町）
●加賀ブロック交流会…
　平成２２年７月９日（土）
　参加者１５名
　白山菖蒲亭（石川県加賀市山代温泉）
　今年度事業におけるビックニュースは、次
の要項で開催された「第１３回全国有名大
学OB対抗ゴルフ大会」において、念願の団
体優勝（初）を遂げたことであります。

　
●OB対抗ゴルフ大会…
　平成２２年３月２０日（土）
　参加者８名
　GCツインフィールズ（石川県小松市）
　当大会は、石川県在住の近畿大学OBと
甲南大学OBの対抗戦が基となり、「母校

の名誉と意地」を賭けた大会で、今では登
録大学数が２５校にまで拡大しました。今
１３回大会には１８校・１００余人の参加
があり、優勝校最大の栄誉は参加者全員
の前で母校の校歌を披露できることであり
ます。参加校友８名も、表彰式の席上で声
高らかに「近畿大学校歌」を歌ってまいりま
した。
　最後になりましたが、今後も近畿大学を
ＰＲするとともに、石川県支部の発展を目指
して校友の輪を拡大するよう努めてまいる
所存でありますので、皆様方のご指導、ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。

　校友の皆さま方には、ますますご健勝の
こととお慶び申し上げます。
　平素は、「特定郵便局近畿支部」の活動
等につきましては、何かとご理解・ご協力を
賜りまして誠に有難うございます。
　また、この度の校友会報（第４６号）発刊
に際し、本校・本部のご厚情に深く感謝申
し上げます。
　さて、私ども「特定郵便局近畿支部」の
近況報告を申し上げる前に、当支部の経緯
等について少し触れておきますと、現下の本
部顧問でもあります梶田忠博先輩を始めと
して、当支部の創設以来、ご尽力を賜りまし
た辻岡彦一先輩・安光敬八郎先輩・山中崇
先輩・小谷二三夫先輩等々のお蔭を語らず
して前に進まないところです。
　つまり、本部総会等はもとより、当支部活
動につきましても、熱意ある思いを、常に考
慮していただいております。
　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、それなりの行事を執り行っています
が、当然ながらその前提は、校友会会則の
第２条（目的）である「会員相互の親睦を図
り、母校の発展に寄与する。」ことを大前提
として、本校の卒業生であることを十分誇り
に思い、鋭意取り組んでいるところです。
　そこで、現下の政治政策論を、この場に
おいて述べることはいささか問題ありと思
われるが、我が「特定郵便局近畿支部」の
近況（心境）については、政治政策論を語ら

ずして前に進むわけにはいかず、この機会
に何冊かの書を引用して、当支部としての思
いを述べたいと思います。
　今思えば、７～８年前に成りますが、この
時から私どもの立場は、大きく変わったこと
は、ゆがめない現実だと思っています。
　つまり、ある著書に「小泉改革に意義あ
り」という書があったが、その一節から党内
の異端児である小泉氏…手放しの称賛は
危険がある。ただ「変人」「政界一の異端
児」などと椰楡され…で済まされない。と書
かれてあったのを記憶しています。まあ、こ
の結果が、自民党を崩壊しただけでなく、こ
の国を崩壊した張本人である…また、ある
著書の「売国者たちの末路」という書の一
節では、今や小泉・竹中を頭目とする売国
奴たちが…今や彼らは日本国民から石の礫
を投げられ、追われようとしている。私（著
者）は、舞台から降りようとするものに、後
ろから石を投げることはしない。が、やはり
怒りは残る。
　自分（著者）の金融・経済本で、この頭目
二人含めたアメリカの手先となって動いた者
たちを、名指しで厳しく批判し…「売国者た
ちの末路」をしっかりと見届けたいと思う。…
　彼ら（小泉・竹中）は己の罪の深さを知る
べきだ。
　また、この書に、郵政事業の分割民営化
について克明に書かれてあり、「この小泉・
竹中は、日本国民のための政治政策ではな
く、アメリカを優先する政治政策をとったも
の」と書かれてあり、正にアメリカの「経済
安全保障」に加担した（欠かせなかった）
売国者である。そこに、「小泉・竹中政治の
深い闇」そのものが窺われる。
　さて、本題である当支部活動の近況等に
ついて報告いたします。
　平成１６年度以前の数年間は、上記の政
治経済等状況から判断して、当支部総会等
の開催は、必要不可欠であることは十分理
解していながらも、どうしても開催するに至ら
なかったことは、当時の支部長を始め支部役
員の方々の苦悩が当然ながら伺われます。
　そこで、平成１７年度の支部総会からは、
本来の支部活動等に専念すべく、支部総会
を開催した次第です。
　また、今年度にありましては、平成２２年
３月８日（月曜日）に大阪国際交流センター
ホテルに於きまして、校友会本部から亀岡
弘会長、また、校友会本部事務局から横山
良次課長のご出席を賜り、当支部総会に花
を添えていただきましたことは、出席者一同
感謝に耐えないところです。

　今後は、当支部の総会及び役員会を開催
することを申し合わせ、十二分に親睦を図
り、非常に有意義な１日でありました事をご
報告いたします。
　なお、今後の「特定郵便局近畿支部」につ
きましては、当支部に限定しないで、既存の
「近畿郵政支部」・「大阪貯金局支部」等々の
郵政事業に携わった方々、また携わっている
方々すべての職域支部として尊重し、将来は、
仮称「郵政近畿支部」として歓迎いたした
いと思いますので、本誌をご覧頂いた郵政
部内の方々は、是非とも、ご一報いただけれ
ば幸いです。
　大歓迎で、お待ち申し上げます。
　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、往日を偲びながら共に語
り合いましょう。
連絡先　電話　0745-76-1155　近藤まで

大和高田市オプトボールタカダにて
平成２２年４月１０日（土）
　午前１０時 リクリエイションボーリング大会
　お昼　休憩 食事会
　午後２時　定例「香芝支部総会」
来賓
　校友会本部副会長　竹原庸郎氏
　校友会本部事務局　山口明子様
支部総会　次第
　支部長挨拶　　　　西川泰弘
　本部副会長挨拶　　竹原庸郎氏
ボーリング優勝チーム表彰
参加校友全員
　各自の近況報告と「支部会」への意見・感
想・校友参加呼びかけ等、について
　校友会、支部会、会員として、日常地元で、
例えば、隣組、町内会、等で、「近畿大学」関
係の「友人ニュース」を集めておいて、発表。
「校友会入会」を勧める。
　色々、自由な、会話、を通じて親睦をはかる。
「近大節」合唱で、
　　　　　おめでたく終了。
「香芝だより！！」
　大阪府の東南側に隣接し「近大節」の通
り「南に金剛の霊峰競い立ち……の標べの
様に、北の「比叡山」に対照して、金剛山。

会まで人が集まらず不参加。
　８回大会からようやく４人のメンバーで復
活を遂げるものの他校の勢力には敵わず７
大学中７位と散 な々結果に…
　９回大会も５人の参加で結果は最下位…
　このままでは近畿大学の名に傷がつくと
見野全総支部長からゲキが飛び１０回大会
では１４人もの参加者があり５位に浮上！
　当校が幹事校を務めさせていただいた
今年の１１回大会では元スキー部でカルガ
リーオリンピックノルディック代表の江川淳
君が中心となり、なんとかＢグループから脱
出しようと仕事もほったらかしで参加者を
募ってきた結果、１８名の参加で４位に！！
　惜しくもＢグループ脱出とはならなかった
ものの来年１２回大会に向けて弾みがつき
ました。
ちなみに今年の団体戦の結果は
優勝……同志社大学（２５名参加）
準優勝…立命館大学（２３名参加）
３位……関西大学（１６名参加）
４位……近畿大学（１８名参加）
５位……京都大学（１１名参加）
６位……神戸大学（１１名参加）
７位……関西学院大学（１３名参加）
「数は力なり」です。来年２０名以上の参
加でＡクラスを目指します。

　去る６月４日（金）に第１７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。懇親会には大学関係者を含め、多数の
ご来賓にも出席して頂きました。懇親会へ
の出席者は約１２０名に上りました。

　懇親会ではまず、ご来賓にご祝辞を頂き
ました。そして、今年退職された元近畿大学
語学教育部長楠本隆先生から台湾人留学
生に激励のお言葉を頂きました。奨学金目
録を贈呈した後、数名の台湾人留学生に祝
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電を紹介して頂きました。祝電紹介を聞き、
出席者は留学生の初 し々さに感動を受けて
いたようです。クライマックスの抽選会では
多数の出席者に喜んで頂きました。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。（写真は近大節の斉唱）

　
　校友の皆様には本日の定期総会をお元
気でお迎えすることお慶び申し上げます。
　さて、富田林市支部は、大阪府の南部に
位置し、市の北東部は、南北に流れる石川
をはさんで平野が広がり、古くからまちが開
けたところで、特に寺内町には歴史的に貴
重な町並みが数多く残されています。
　一方、市の南部は、雄大な金剛・葛城連峰
を背景に緑豊かな丘陵と美しい田園風景が
広がり、自然景観にあふれています。また、西
部丘陵地域は、計画的に開発の進んだ環境
水準の高いニュータウンとなっています。
　このように自然あふれる富田林市の在
住・在勤者からなる校友の団体として平成
４年に発足いたしました。
　以後、総会、秋の日帰りバスツアー、新年
会の開催を基本といたしまして、年代・学部
を超え、卒業生相互の交流と親睦を深めな
がら来年は支部設立２０周年を迎えるまで
になりました。
　この間思い起こせば色々なことがありま
したが、「絆」は以前より強くなった様に感
じられます。
　年齢を超え、職業も忘れ、共に校友とい
う名の下でお互いを信頼しあう！
　すばらしい関係ではありませんか。
　これからも互いを尊重しあいながら、校
友の「縁と絆」の輪を広げ、他支部に負けな
い活動をして行きたいと思っております。
　最後に、校友皆様のご発展とご健康を祈
念いたし、近況報告とさせていただきます。

　近畿大学校友の皆様におかれまして
は、ますますご健勝のこととお慶び申し上
げます。
　私ども石川県支部は、支部設立から早い
もので１７年経過いたしました。この間、多く
の校友、大学ならびに校友会本部からご支
援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、平成２１年度支部総会は、校友会
本部から竹原庸郎副会長、事務局から熊
井あづさ氏をお迎えし、次のとおり開催し
ました。
●平成２１年度支部総会…
　平成２１年１０月３１日（土）
　参加者４５名
　金沢スカイホテル（石川県金沢市）
　また、能登・加賀地区でのブロック交流会
も次のとおり開催し、支部役員と各地区校
友との親交を図るとともに、校友拡大に努め
ました。
●能登ブロック交流会…
　平成２２年５月２９日（土）
　参加者１６名
　休暇村 能登千里浜（石川県羽咋市羽咋町）
●加賀ブロック交流会…
　平成２２年７月９日（土）
　参加者１５名
　白山菖蒲亭（石川県加賀市山代温泉）
　今年度事業におけるビックニュースは、次
の要項で開催された「第１３回全国有名大
学OB対抗ゴルフ大会」において、念願の団
体優勝（初）を遂げたことであります。

　
●OB対抗ゴルフ大会…
　平成２２年３月２０日（土）
　参加者８名
　GCツインフィールズ（石川県小松市）
　当大会は、石川県在住の近畿大学OBと
甲南大学OBの対抗戦が基となり、「母校

の名誉と意地」を賭けた大会で、今では登
録大学数が２５校にまで拡大しました。今
１３回大会には１８校・１００余人の参加
があり、優勝校最大の栄誉は参加者全員
の前で母校の校歌を披露できることであり
ます。参加校友８名も、表彰式の席上で声
高らかに「近畿大学校歌」を歌ってまいりま
した。
　最後になりましたが、今後も近畿大学を
ＰＲするとともに、石川県支部の発展を目指
して校友の輪を拡大するよう努めてまいる
所存でありますので、皆様方のご指導、ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。

　校友の皆さま方には、ますますご健勝の
こととお慶び申し上げます。
　平素は、「特定郵便局近畿支部」の活動
等につきましては、何かとご理解・ご協力を
賜りまして誠に有難うございます。
　また、この度の校友会報（第４６号）発刊
に際し、本校・本部のご厚情に深く感謝申
し上げます。
　さて、私ども「特定郵便局近畿支部」の
近況報告を申し上げる前に、当支部の経緯
等について少し触れておきますと、現下の本
部顧問でもあります梶田忠博先輩を始めと
して、当支部の創設以来、ご尽力を賜りまし
た辻岡彦一先輩・安光敬八郎先輩・山中崇
先輩・小谷二三夫先輩等々のお蔭を語らず
して前に進まないところです。
　つまり、本部総会等はもとより、当支部活
動につきましても、熱意ある思いを、常に考
慮していただいております。
　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、それなりの行事を執り行っています
が、当然ながらその前提は、校友会会則の
第２条（目的）である「会員相互の親睦を図
り、母校の発展に寄与する。」ことを大前提
として、本校の卒業生であることを十分誇り
に思い、鋭意取り組んでいるところです。
　そこで、現下の政治政策論を、この場に
おいて述べることはいささか問題ありと思
われるが、我が「特定郵便局近畿支部」の
近況（心境）については、政治政策論を語ら

ずして前に進むわけにはいかず、この機会
に何冊かの書を引用して、当支部としての思
いを述べたいと思います。
　今思えば、７～８年前に成りますが、この
時から私どもの立場は、大きく変わったこと
は、ゆがめない現実だと思っています。
　つまり、ある著書に「小泉改革に意義あ
り」という書があったが、その一節から党内
の異端児である小泉氏…手放しの称賛は
危険がある。ただ「変人」「政界一の異端
児」などと椰楡され…で済まされない。と書
かれてあったのを記憶しています。まあ、こ
の結果が、自民党を崩壊しただけでなく、こ
の国を崩壊した張本人である…また、ある
著書の「売国者たちの末路」という書の一
節では、今や小泉・竹中を頭目とする売国
奴たちが…今や彼らは日本国民から石の礫
を投げられ、追われようとしている。私（著
者）は、舞台から降りようとするものに、後
ろから石を投げることはしない。が、やはり
怒りは残る。
　自分（著者）の金融・経済本で、この頭目
二人含めたアメリカの手先となって動いた者
たちを、名指しで厳しく批判し…「売国者た
ちの末路」をしっかりと見届けたいと思う。…
　彼ら（小泉・竹中）は己の罪の深さを知る
べきだ。
　また、この書に、郵政事業の分割民営化
について克明に書かれてあり、「この小泉・
竹中は、日本国民のための政治政策ではな
く、アメリカを優先する政治政策をとったも
の」と書かれてあり、正にアメリカの「経済
安全保障」に加担した（欠かせなかった）
売国者である。そこに、「小泉・竹中政治の
深い闇」そのものが窺われる。
　さて、本題である当支部活動の近況等に
ついて報告いたします。
　平成１６年度以前の数年間は、上記の政
治経済等状況から判断して、当支部総会等
の開催は、必要不可欠であることは十分理
解していながらも、どうしても開催するに至ら
なかったことは、当時の支部長を始め支部役
員の方々の苦悩が当然ながら伺われます。
　そこで、平成１７年度の支部総会からは、
本来の支部活動等に専念すべく、支部総会
を開催した次第です。
　また、今年度にありましては、平成２２年
３月８日（月曜日）に大阪国際交流センター
ホテルに於きまして、校友会本部から亀岡
弘会長、また、校友会本部事務局から横山
良次課長のご出席を賜り、当支部総会に花
を添えていただきましたことは、出席者一同
感謝に耐えないところです。

　今後は、当支部の総会及び役員会を開催
することを申し合わせ、十二分に親睦を図
り、非常に有意義な１日でありました事をご
報告いたします。
　なお、今後の「特定郵便局近畿支部」につ
きましては、当支部に限定しないで、既存の
「近畿郵政支部」・「大阪貯金局支部」等々の
郵政事業に携わった方々、また携わっている
方々すべての職域支部として尊重し、将来は、
仮称「郵政近畿支部」として歓迎いたした
いと思いますので、本誌をご覧頂いた郵政
部内の方々は、是非とも、ご一報いただけれ
ば幸いです。
　大歓迎で、お待ち申し上げます。
　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、往日を偲びながら共に語
り合いましょう。
連絡先　電話　0745-76-1155　近藤まで

大和高田市オプトボールタカダにて
平成２２年４月１０日（土）
　午前１０時 リクリエイションボーリング大会
　お昼　休憩 食事会
　午後２時　定例「香芝支部総会」
来賓
　校友会本部副会長　竹原庸郎氏
　校友会本部事務局　山口明子様
支部総会　次第
　支部長挨拶　　　　西川泰弘
　本部副会長挨拶　　竹原庸郎氏
ボーリング優勝チーム表彰
参加校友全員
　各自の近況報告と「支部会」への意見・感
想・校友参加呼びかけ等、について
　校友会、支部会、会員として、日常地元で、
例えば、隣組、町内会、等で、「近畿大学」関
係の「友人ニュース」を集めておいて、発表。
「校友会入会」を勧める。
　色々、自由な、会話、を通じて親睦をはかる。
「近大節」合唱で、
　　　　　おめでたく終了。
「香芝だより！！」
　大阪府の東南側に隣接し「近大節」の通
り「南に金剛の霊峰競い立ち……の標べの
様に、北の「比叡山」に対照して、金剛山。

会まで人が集まらず不参加。
　８回大会からようやく４人のメンバーで復
活を遂げるものの他校の勢力には敵わず７
大学中７位と散 な々結果に…
　９回大会も５人の参加で結果は最下位…
　このままでは近畿大学の名に傷がつくと
見野全総支部長からゲキが飛び１０回大会
では１４人もの参加者があり５位に浮上！
　当校が幹事校を務めさせていただいた
今年の１１回大会では元スキー部でカルガ
リーオリンピックノルディック代表の江川淳
君が中心となり、なんとかＢグループから脱
出しようと仕事もほったらかしで参加者を
募ってきた結果、１８名の参加で４位に！！
　惜しくもＢグループ脱出とはならなかった
ものの来年１２回大会に向けて弾みがつき
ました。
ちなみに今年の団体戦の結果は
優勝……同志社大学（２５名参加）
準優勝…立命館大学（２３名参加）
３位……関西大学（１６名参加）
４位……近畿大学（１８名参加）
５位……京都大学（１１名参加）
６位……神戸大学（１１名参加）
７位……関西学院大学（１３名参加）
「数は力なり」です。来年２０名以上の参
加でＡクラスを目指します。

　去る６月４日（金）に第１７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。懇親会には大学関係者を含め、多数の
ご来賓にも出席して頂きました。懇親会へ
の出席者は約１２０名に上りました。

　懇親会ではまず、ご来賓にご祝辞を頂き
ました。そして、今年退職された元近畿大学
語学教育部長楠本隆先生から台湾人留学
生に激励のお言葉を頂きました。奨学金目
録を贈呈した後、数名の台湾人留学生に祝
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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、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお
願い申し上げます。

　校友会の皆様には、益々ご活躍のことと
お慶び申し上げます。
　生物理工学部は平成５年に設立され、今
年は創設１８年目にあたります。したがいま
して、今の４年生は１５期生になります。現
在の会員数は５,３２７名で、まだまだ近畿
大学の同窓会の中では小所帯です。
　本年４月から生物理工学部は、２１世紀
の社会が抱える課題を解決できる人材を育
成することが急務と考え、画期的な学部改
組を実施しました。これまで卒業生の方 と々
ともに築き上げてきました実績と人的・物
的・知的資源を活用して、社会的要望が特
に大きい人間生活支援技術に精通した技
術者・研究者の育成を教育研究の理念とし
て掲げております。従来の「農学」、「工学」
と「理学」にまたがる領域にさらに「医学」
を加えた新しい学際領域において教育・研
究を行うべく、「生物工学科」、「遺伝子工
学科」に新設学科であります「食品安全工
学科」、「人間工学科」、「システム生命科
学科」と「医用工学科」を加えた６学科編
成の学部教育組織を構築しました。生物理
工会といたしましても、今後の学部の発展
のために、これまで以上の支援と協力を
行っていきたいと考えておりますので、校友
会の皆様のより一層のご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
　生物理工会総会は、毎年１０月末から１１
月初めに行われます学部祭「きのくに祭」に
あわせて開催しており、今年は１０月３０日
に開催予定です。また、本会の活動に関して
は、毎年定例で幹事会を開催し、ここで事
業計画を立て、この計画に基づいて活動を
実施しております。最近の活動では、２１年

度において生物理工学部で企画された｢安
全運転コンテスト｣への協力や、キャンパス
にイルミネーションやクリスマスツリーを設
置するなど、在学生のキャンパスライフを充
実させるような活動を行いました。さらに、
平成２２年度におきましては、新学科開設を
記念して開催されました｢生物理工学部
新学科・先進医工学シンポジウム｣への協力
を行うとともに、今春完成しました新棟（１０
号館・先進医工学センター）にプランターおよ
びベンチ、ゴミ箱を寄贈するなど、新しくなっ
た生物理工学部の今後のさらなる発展に寄
与する活動を行っていく所存です。
　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
げますとともに、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さらに
はご指導とご支援をお願いして、生物理工
会の近況報告とさせて頂きます。

　卒業生の皆様方におかれましてはご健勝
のこととお慶び申し上げます。平素は本会
の運営に多大のご支援を賜り厚く御礼申し
上げます。
　新しく６００名の会員が加わり、卒業生
の総数は２１,７９９人になりました。この数
は近畿大学卒業生（４４万人）の５％に過
ぎませんが、本会は活気を呈しております。
　近年、高等教育を取り巻く環境が変化す
る中、大学間の合併や提携、学部・学科の
改組、短大から４年生大学へ、女子大から
共学への移行等さまざまな波が押し寄せて
います。そのさなかにおこった世界的な金
融危機、自民党から民主党への政権交代は
大学経営にさらに大きな変化をもたらして
います。農学部では長期的将来ビジョンの
もとで５年前に学科改組を行ない目的に向
かって歩んでいます。同窓会も母校の使命
達成のため、将来に向けてその姿を作り上
げていかなくてはなりません。まず組織化
にあたっては卒業生の住所を把握し、常に
コミュニケーションできるインフラを整備す
ることが必要であります。すでに緑友会で
は卒業生名簿を電子データーベース化して
おり、約８０％の卒業生の連絡先が把握で

きています。それをもとに毎年発行している
緑友会会報を会員に届け、好評を得ていま
す。さらに、在学生に対しては新入生歓迎
会、卒業パーティー等の援助を行っていま
すが、学生への支援活動として同窓会組織
がスポンサーとなって奨学金やキャリア
サービスの提供も幹事会で検討されていま
す。さしあたり、今年度から在学生へのキャ
リア支援の取り組みとして卒業生と在校生
が接触する機会をもち、会社で求められる
スキルなどについて話しあうことを各学科
で始めています。一方、卒業生に対しては、
図書館の開放、聴講生としての門戸の開
放、卒後教育の場の提供の声が上がってい
ます。１１月には食品栄養学科卒業の管理
栄養士が農学部の施設を使って卒後教育
の勉強会を開きます。
　同窓会は卒業生の皆様によって生かさ
れ、育てられ、発展していくものでありま
す。母校の名声を維持してゆく同窓会とし
て、卒業後も何らかの形でつながっていけ
るよう大学に働きかけていく所存でありま
す。皆様方のより一層のご支援、ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

　近畿大学工業高等専門学校では創立４９
年を迎え現在同窓生は７,０００名余りで同
窓会活動としては、関西支部、東海支部、
三重支部が中心になり年１回の総会、定期
的なゴルフコンペ、忘年会を通じて同窓生の
コミュニケーションを図っています。また来
年度は三重県熊野市から名張市への学校
移転があり一大転機を迎えます。名張市は
現在の熊野市に比べて交通アクセス、周辺
の都市部の人口が多いので圧倒的に学生
募集が有利になり、また近大本部へも近く
なり、ますますの飛躍が期待できます。

　２２年度より太田前会長の後任としまし
て、医学部同窓会会長を拝命致しました米井
潔でございます。私は昭和５５年卒業の医学
部の一期生です。卒後、近大医学部耳鼻咽

喉科に入局し、現在は八尾市の近鉄高安駅
前で耳鼻咽喉科を２０年開業しております。
　医学部は医師を排出して丸３０年になり
ます。卒業の医師は３,０００名を超えており
ます。現在、卒業医師は勤務医・開業医とし
て各方面で医療に貢献しております。
　医学部も開設３６年目に入り、病院施設も
建て替えの時期などさまざまな問題がある
ようです。同窓会におきましても、恩ある医
学部への支援の為、団結していきたいと考え
ております。
　医学部同窓会は今後も校友会と連絡を密
にし、校友会業務に協力していきますので
宜しくお願い致します。
　校友会員各位で近大医学部卒業生の開
業・勤務医などに気軽に声をかけて下さい。
　現在はまだ出来ておりませんが、医学部
同窓会の支部が確立出来れば、｢近大医学
部ドクターマップ｣など校友会会員へ発信出
来ればと考えております。

　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。すでにご承知の通り、平成２０年４月に
４番目の学科として「英語多文化コミュニ
ケーション学科」を開設し、同時に文学科・
外国語外国文学専攻に「中国・韓国語文化
コース」を新設しました。この新たな展開に
よって、英語だけではなくアジアの言語の
実践的能力開発がいっそう充実することに
なりました。イギリス、アメリカ、オーストラリ
アへの一年、半年の長期留学、あるいは中
国、韓国への語学研修なども活発に行われ
ています。今後、国際的に活躍する人材が多
く輩出するものと期待されます。

　従来の学科においても大学の内外に向
けた活動が活発に行われています。平成
２０年に日本文学専攻が中心となって「高
校生のための近畿大学文芸大賞」を設け、
高校生の若き才能の発掘に寄与していま
す。舞台芸術専攻では、唐十郎演劇塾が数
年にわたって学内外で唐作品の公演を展開
し、好評を博しました。造形芸術では、現役
学生が企業のデザインコンペや美術団体の
公募展に入選するなど、その才能を発揮し
ていますが、八尾市の落書きされた壁に絵
を描く企画を主導するなど、地域貢献の活
動も行っています。さらには、昨年から医学
部附属病院と連携をして「ポスピタル・アー
ト」を展開しています。附属病院の待合室や
廊下、病棟の空きスペースに造形芸術の学
生と教員の作品を展示し、病院の雰囲気を
明るくしようという企画です。この企画に
は、舞台芸術、日本文学も参加しています。
また、昨年度より「文芸フェスタ」を学部行
事とし、文化学科の教員を軸にして、年毎に
統一テーマを掲げ―昨年は「夢学へ！」、今
年は「ふれる」―１年を通して学部全体の教
員と学生の協力による多様な文化的イベン
トを企画、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。
　近年、大学における教育改革が急速に進
展し、教職員にも学生諸君にも、教育に臨む
姿勢に関して大きな意識変革が必要となっ
ています。文芸学部においても「近畿大学
２１世紀教育改革委員会」の方針に沿って、
学生による授業評価アンケート、それに対
する教員のリフレクションペーパーの作成、
ピアレヴュー（教員同士の授業参観）、シラ
バスの内容の充実化など教育改善のための
様々の施策を行っています。このような新た
な方向性にも適切に対応した上で、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。
　最後にＥキャンパスの変貌ぶりをお伝え
します。平成８年秋に文芸学部がＥキャン
パスに移転して以降、情報処理教育棟
（KUDOS）、Ｂ館（法科大学院＋経済学
部）が建設されたことはご存じかと思いま
す。しかし、さらに今年４月に新設の総合
社 会 学 部（ Ｇ館 ）と待 望の 食 堂 棟
（Blossom Cafe）が完成し、Ｅキャンパスは

葛城山、二上山（雄岳、雌岳）の麓に静かに
「芝生の香り」を匂いつつ静居する町「香
芝市」です。
　以前、数名の有志で家庭訪問をして、支
部会結成時約１０名で発足。大阪等の所謂、
郊外地、国分の穴虫峠の東部から、国道
１６５号線沿い市役所前には、家並みがつ
づきます。
　現代都市の一つ「奈良県香芝市」には数
千人の校友が在住し、奈良県議会議員１
名。香芝市議会議員３名がリードしていま
す。新しい支部の活気と工夫で、常に親睦
第一の楽しい「校友の交際」を心から、楽し
みにしております。
　「オーイ！！」と声を掛ければ、数十名はす
ぐ集る！！その様な、二上山麓の静かな香芝
市平野です。
　今日も「近畿大学校友諸君」は、頑張って
います。
　今後も、各種工夫を集めて、例えばスポー
ツ、ハイキング、名所巡り、観劇会、鑑賞会、
温泉入浴等 と々、多勢の「同じ窓で育った」
校友達「近畿兄弟」が互いに至福の“交友”
をつづけたい！！と切望しています。

　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２２年８月２１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１６名の参加で開催いたし
ました。今回、本部から執行部の安井好
美様・総務部校友課課長補佐の柴田清
佳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、１月に高室池ゴルフ倶楽部、
６月にはディアパークゴルフクラブにて親
睦ゴルフコンペを、忘年会（e s q u i r e  
Club）・新年会（楽待庵）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
「なにわ淀川花火大会」を観賞してまいり

近況報告及び支部活動

摂河泉ＪＣ支部
役員一同

生物理工学部の
同窓会（生物理工会）の
近況報告及び活動に
ついて

生物理工学部　同窓会
会長　本津茂樹

農学部同窓会
「緑友会」の近況報告

農学部　同窓会
緑友会会長　村上哲男

工業高等専門学校同窓会
同窓会長　内藤平美

会長就任挨拶

医学部　同窓会
米井 潔（昭和５５年卒）

近況報告

文芸学部　同窓会
会長　井面信行
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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、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお
願い申し上げます。

　校友会の皆様には、益々ご活躍のことと
お慶び申し上げます。
　生物理工学部は平成５年に設立され、今
年は創設１８年目にあたります。したがいま
して、今の４年生は１５期生になります。現
在の会員数は５,３２７名で、まだまだ近畿
大学の同窓会の中では小所帯です。
　本年４月から生物理工学部は、２１世紀
の社会が抱える課題を解決できる人材を育
成することが急務と考え、画期的な学部改
組を実施しました。これまで卒業生の方 と々
ともに築き上げてきました実績と人的・物
的・知的資源を活用して、社会的要望が特
に大きい人間生活支援技術に精通した技
術者・研究者の育成を教育研究の理念とし
て掲げております。従来の「農学」、「工学」
と「理学」にまたがる領域にさらに「医学」
を加えた新しい学際領域において教育・研
究を行うべく、「生物工学科」、「遺伝子工
学科」に新設学科であります「食品安全工
学科」、「人間工学科」、「システム生命科
学科」と「医用工学科」を加えた６学科編
成の学部教育組織を構築しました。生物理
工会といたしましても、今後の学部の発展
のために、これまで以上の支援と協力を
行っていきたいと考えておりますので、校友
会の皆様のより一層のご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
　生物理工会総会は、毎年１０月末から１１
月初めに行われます学部祭「きのくに祭」に
あわせて開催しており、今年は１０月３０日
に開催予定です。また、本会の活動に関して
は、毎年定例で幹事会を開催し、ここで事
業計画を立て、この計画に基づいて活動を
実施しております。最近の活動では、２１年

度において生物理工学部で企画された｢安
全運転コンテスト｣への協力や、キャンパス
にイルミネーションやクリスマスツリーを設
置するなど、在学生のキャンパスライフを充
実させるような活動を行いました。さらに、
平成２２年度におきましては、新学科開設を
記念して開催されました｢生物理工学部
新学科・先進医工学シンポジウム｣への協力
を行うとともに、今春完成しました新棟（１０
号館・先進医工学センター）にプランターおよ
びベンチ、ゴミ箱を寄贈するなど、新しくなっ
た生物理工学部の今後のさらなる発展に寄
与する活動を行っていく所存です。
　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
げますとともに、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さらに
はご指導とご支援をお願いして、生物理工
会の近況報告とさせて頂きます。

　卒業生の皆様方におかれましてはご健勝
のこととお慶び申し上げます。平素は本会
の運営に多大のご支援を賜り厚く御礼申し
上げます。
　新しく６００名の会員が加わり、卒業生
の総数は２１,７９９人になりました。この数
は近畿大学卒業生（４４万人）の５％に過
ぎませんが、本会は活気を呈しております。
　近年、高等教育を取り巻く環境が変化す
る中、大学間の合併や提携、学部・学科の
改組、短大から４年生大学へ、女子大から
共学への移行等さまざまな波が押し寄せて
います。そのさなかにおこった世界的な金
融危機、自民党から民主党への政権交代は
大学経営にさらに大きな変化をもたらして
います。農学部では長期的将来ビジョンの
もとで５年前に学科改組を行ない目的に向
かって歩んでいます。同窓会も母校の使命
達成のため、将来に向けてその姿を作り上
げていかなくてはなりません。まず組織化
にあたっては卒業生の住所を把握し、常に
コミュニケーションできるインフラを整備す
ることが必要であります。すでに緑友会で
は卒業生名簿を電子データーベース化して
おり、約８０％の卒業生の連絡先が把握で

きています。それをもとに毎年発行している
緑友会会報を会員に届け、好評を得ていま
す。さらに、在学生に対しては新入生歓迎
会、卒業パーティー等の援助を行っていま
すが、学生への支援活動として同窓会組織
がスポンサーとなって奨学金やキャリア
サービスの提供も幹事会で検討されていま
す。さしあたり、今年度から在学生へのキャ
リア支援の取り組みとして卒業生と在校生
が接触する機会をもち、会社で求められる
スキルなどについて話しあうことを各学科
で始めています。一方、卒業生に対しては、
図書館の開放、聴講生としての門戸の開
放、卒後教育の場の提供の声が上がってい
ます。１１月には食品栄養学科卒業の管理
栄養士が農学部の施設を使って卒後教育
の勉強会を開きます。
　同窓会は卒業生の皆様によって生かさ
れ、育てられ、発展していくものでありま
す。母校の名声を維持してゆく同窓会とし
て、卒業後も何らかの形でつながっていけ
るよう大学に働きかけていく所存でありま
す。皆様方のより一層のご支援、ご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

　近畿大学工業高等専門学校では創立４９
年を迎え現在同窓生は７,０００名余りで同
窓会活動としては、関西支部、東海支部、
三重支部が中心になり年１回の総会、定期
的なゴルフコンペ、忘年会を通じて同窓生の
コミュニケーションを図っています。また来
年度は三重県熊野市から名張市への学校
移転があり一大転機を迎えます。名張市は
現在の熊野市に比べて交通アクセス、周辺
の都市部の人口が多いので圧倒的に学生
募集が有利になり、また近大本部へも近く
なり、ますますの飛躍が期待できます。

　２２年度より太田前会長の後任としまし
て、医学部同窓会会長を拝命致しました米井
潔でございます。私は昭和５５年卒業の医学
部の一期生です。卒後、近大医学部耳鼻咽

喉科に入局し、現在は八尾市の近鉄高安駅
前で耳鼻咽喉科を２０年開業しております。
　医学部は医師を排出して丸３０年になり
ます。卒業の医師は３,０００名を超えており
ます。現在、卒業医師は勤務医・開業医とし
て各方面で医療に貢献しております。
　医学部も開設３６年目に入り、病院施設も
建て替えの時期などさまざまな問題がある
ようです。同窓会におきましても、恩ある医
学部への支援の為、団結していきたいと考え
ております。
　医学部同窓会は今後も校友会と連絡を密
にし、校友会業務に協力していきますので
宜しくお願い致します。
　校友会員各位で近大医学部卒業生の開
業・勤務医などに気軽に声をかけて下さい。
　現在はまだ出来ておりませんが、医学部
同窓会の支部が確立出来れば、｢近大医学
部ドクターマップ｣など校友会会員へ発信出
来ればと考えております。

　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。すでにご承知の通り、平成２０年４月に
４番目の学科として「英語多文化コミュニ
ケーション学科」を開設し、同時に文学科・
外国語外国文学専攻に「中国・韓国語文化
コース」を新設しました。この新たな展開に
よって、英語だけではなくアジアの言語の
実践的能力開発がいっそう充実することに
なりました。イギリス、アメリカ、オーストラリ
アへの一年、半年の長期留学、あるいは中
国、韓国への語学研修なども活発に行われ
ています。今後、国際的に活躍する人材が多
く輩出するものと期待されます。

　従来の学科においても大学の内外に向
けた活動が活発に行われています。平成
２０年に日本文学専攻が中心となって「高
校生のための近畿大学文芸大賞」を設け、
高校生の若き才能の発掘に寄与していま
す。舞台芸術専攻では、唐十郎演劇塾が数
年にわたって学内外で唐作品の公演を展開
し、好評を博しました。造形芸術では、現役
学生が企業のデザインコンペや美術団体の
公募展に入選するなど、その才能を発揮し
ていますが、八尾市の落書きされた壁に絵
を描く企画を主導するなど、地域貢献の活
動も行っています。さらには、昨年から医学
部附属病院と連携をして「ポスピタル・アー
ト」を展開しています。附属病院の待合室や
廊下、病棟の空きスペースに造形芸術の学
生と教員の作品を展示し、病院の雰囲気を
明るくしようという企画です。この企画に
は、舞台芸術、日本文学も参加しています。
また、昨年度より「文芸フェスタ」を学部行
事とし、文化学科の教員を軸にして、年毎に
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役員一同
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近況報告及び活動に
ついて

生物理工学部　同窓会
会長　本津茂樹
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農学部　同窓会
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会長就任挨拶
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米井 潔（昭和５５年卒）

近況報告

文芸学部　同窓会
会長　井面信行
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ただきますようお願い申し上げます。
（二）入会手続き
　近畿大学理工学部を巣立ち、実社会で
活躍されています皆様も本理工会の趣旨
にご賛同くださいまして、是非とも正会員
（卒業生）へのご登録をお願い致します。
なお、正会員の会費（終身会費）は、規定に
も定められていますように１万円となって
います。入会手続きの書類は下記連絡先
までご連絡いただきましたら郵送申し上げ
ます。
連絡先：近畿大学理工学部同窓会事務局
住所：〒577-8502　
東大阪市小若江３丁目４番１号　近畿大
学理工学部内
電話：（06）6721-2332
FAX：（06）6723-3141
E-mail:school-mate.fse@kindai.ac.jp

明るく、清々しい風景にその姿を変えまし
た。ぜひ一度お訪ねください。
　最後の最後となりましたが、今後も校友
会の皆様のご支援を賜りますようお願い申
し上げますとともに、皆様の益々のご発展を
祈念いたします。

（一）近畿大学理工学部同窓会「理工会」
の近況報告　
　理工学部は大阪理工科大学から今年
で６０年目を迎えます。この間、時代の要
請に応えるべく理論、観察、実験を基本と
した実学教育の一貫性のもとで社会に貢
献してきました。 今日の経済環境は、急激
な速度で変化しています。それに伴い科
学技術の進歩も早くなり、われわれの日常
の生活にも大きく影響してきています。す
なわち、理工学部の役割と重要性は今ま
で以上に大きな責任のもとにさらなる発
展が期待されています。理工学部は、平成
１４年より、理学科、生命科学科、応用化
学科、機械工学科、電気電子工学科、情報
学科、社会環境工学科、建築学科の８学
科で構成しています。理学科内には数学
コース、物理学コース、化学コースの３コー
スを設置しています。いずれの学科も社会
のニーズを先取りした理工系教育の新し
い教育と研究体制を組織化しています。
　理工学部同窓会は、その主な事業とし
て、会員間の親睦、機関誌（理工情報）の
刊行、校友会との連携、在学生の課外活動
の助成などを行っています。平成２１年度
は、執行部会、幹事会、総会、講演会、懇親
会を実施致しました。それぞれの事業は
目標通りの成果を上げつつあります。しか
し、ここ近年は同窓会員への加入者が不
安定な状況にあり十分な会員数を確保で
きない状況です。新卒業生については、各
学科の教員にお願いし、入会への勧誘を
行っておりますが、既卒業者については、
十分な働きかけができておりません。同窓
会は卒業生の皆様によって生かされ、育て
られ、発展していくものであります。卒業
者におかれましては、同期生の方々、職場
での先輩、後輩の方々へ入会をお勧めい

近況報告

理工学部　同窓会
理工学部同窓会（理工会）会長　
岩崎日出男

TEL.06（6720）2222
FAX.06（6722）3299

〒577-8691 大阪府東大阪市 近畿大学通信教育部312係

入学案内書（送料共無料）は下記へご請求ください。

入学出願随時受付中「学びたい」ときがスタートです。

近畿大学通信教育 中学卒業・高校中退等の方も
大学進学の道があります。

●通信課程（文系）への転部･編入の道あり  ●各地でスクーリング開講

法学部法律学科（4年制）
学士

短期大学部商経科（2年制）
短期大学士

図書館司書コース 学校図書館司書教諭コース

近畿大学日本文化研究所　〒577-8502 東大阪市小若江3-4-1　

Tel.06-6730-5880 ダイヤルイン3336

各界でのお仕事に力を尽くされ、より充実した人生を求めて再び「学ぶこと」に
関心を持たれておられる校友の皆様方！

本研究所は、大学の教員と膝つきあわせて学びあい論じあう、ゼミナール形式のユニークな
市民大学を実施しています。年齢・性別・国籍を問わず、たがいの人生を

語り合いながら学問の真髄に触れていく、親愛感に満ち満ちた、楽しき場です！
在学時とは異なる環境や思いのなかで母校での学びを再度体験し、

精神のリフレッシュをしてみてはいかがでしょう。（近畿大学日本文化研究所 所長 堀田泉）

■第３学期　平成23年1～3月（毎年３学期制）
■時 間 割　午後の講座（Ⅰ：３時～４時半 Ⅱ：４時半～６時）と
　　　　　　夜の講座（６時半～８時）

毎週１２回講座・隔週６回講座・毎週６回講座の３形式での授業があります。
■教 室　近畿大学（東大阪キャンパス）
■授 業 料　12回講座20,000円   6回講座10,000円

（講義回数が計２４回となり受講料が４万円となる場合は３万円に割引）

■３学期の講座内容
①平家物語を読む
②源氏物語を原文で楽しく読むⅢ
③鬼の思想

④大地とニーチェ
⑤近松門左衛門の世界
⑥ポストモダンのブロンテ学
　（シャーロッテ・ブロンテ）

寺子屋塾の案内書・申込書をご希望の方は電話かお葉書、下記メール等でお問い合わせ下さい。
ご連絡いただき次第詳しい授業案内及び受講申込書をお送りします。
詳しい内容はホームページをご覧ください。2学期の開講内容はここでご覧ください。

お問い合わせ先

E-mail：terakoya@ml.kindai.ac.jp
HP：http://kindai-nihonbunka.seesaa.net/「近畿大学日本文化研究所　寺小屋塾」で検索！

⑦日本芸能論
⑧コミュニケーションを学ぶ
⑨私家本作りを楽しむ、等々を予定しています

 

近畿大学
日本文化研究所寺子屋塾 平成22年度

３学期
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最先端の医療技術を駆使し
がんの早期発見・治療に大きく貢献

「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診断部門）

「ゼヴァリンRI標識抗体療法」で近畿最多の27件を実施※1

「ストロンチウム89」でも西日本最多の54件※2［アイソトープ治療 ― 認可以来の累計実績］　

　医学部附属病院の高度先端総合医療センターは、2008

年1月に国内で認可、8月末から実施可能となった悪性リンパ

腫の最新治療法「ゼヴァリンによるRI（放射性同位元素＝アイ

ソトープ）標識抗体療法」について、同院血液内科と共同

して2010年8月31日までに27件※1の治療を行いました。同治

療法は、注射薬「ゼヴァリン」（一般名：イブリツモマブチウキセ

タン）に含まれる放射性物質「イットリウム90」が体内で放射線

を発し、がん細胞を破壊する仕組みで、ゆるやかに進行する

B細胞性悪性リンパ腫に対し、従来の抗体治療、抗がん剤

治療と比べ、高い治療効果が期待されています。

　また、同じアイソトープ治療の分野で、2007年7月に国内で

認可された、放射性薬剤「ストロンチウム89」を用い、骨に転

移したがんの痛みを和らげる療法でも、同センターでは、治療

が可能になってから2010年8月末まで、54件※2の治療を実施

しました。同治療法は、骨内に吸収されたストロンチウム89

から出る放射線が、がんの転移部に当たり、痛みを弱める

仕組みで、従来から使われている鎮痛薬のモルヒネより効果

の持続が格段に長く、１回の投与で3～6カ月程度効果が続く

ことが特長。がん患者にとって重い苦しみである「痛み」の

緩和に大きく寄与しています。

　いずれも公式な統計はありませんが、本学が関係機関に

照会して調べたところ、国内で治療が可能になってからの

累計で、ゼヴァリンによるアイソトープ治療の同期間での治療

実績では、本学医学部附属病院が近畿地方の医療機関で

最多となりました。また、ストロンチウム89を用いた治療でも、

西日本で最多となりました。

　医学部附属病院高度先端総合医療センターでは、これら

のアイソトープ治療のほかにも、PET（陽電子断層撮影）によ

るがん早期診断システムを2005年10月に大阪南部で初めて

導入するなど、放射性薬剤を用いた診断から治療までを、

総合的に行っています。

　また、外科手術、化学療法、放射線治療など、がん治療の

分野で国内トップクラスの水準を誇る本学医学部附属病院と

直結し、密接に連携していることで、より精度の高い診断や

治療が可能になります。 

　さらに、本学は国内の私立大学で唯一、原子炉（研究用）を

保有しており、PET施設の設計・運営では、同センターが学内

の原子力研究所や薬学部と連携し、高度なノウハウを導入

しています。

　同センターの細野眞教授は「アイソトープ治療はがん治療の

柱の一つとして注目されており、当センターは熟練した医師・

スタッフを持って国内で有数の実績を挙げるとともに、アイソ

トープ治療発展のイニシアチブを取っています」と語って

います。同センターでは、これらの利点を生かし、今後も、がん

治療・診断の分野で普及が望まれるアイソトープ治療・診断に、

さらに注力していく方針です。

※1 2010年8月31日現在
※2 2010年8月31日現在／「近畿最多」「西日本最多」は近畿大学調べ

各種案内

"医学部附属病院高度先端総合医療センター"

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/

平成17年10月に医学部附属病院に併設された
PET診断（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、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 ： 陽電子放射断層撮影法）

　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1時間安静にしていた

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。
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最先端の医療技術を駆使し
がんの早期発見・治療に大きく貢献

「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診断部門）

「ゼヴァリンRI標識抗体療法」で近畿最多の27件を実施※1

「ストロンチウム89」でも西日本最多の54件※2［アイソトープ治療 ― 認可以来の累計実績］　
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B細胞性悪性リンパ腫に対し、従来の抗体治療、抗がん剤

治療と比べ、高い治療効果が期待されています。

　また、同じアイソトープ治療の分野で、2007年7月に国内で

認可された、放射性薬剤「ストロンチウム89」を用い、骨に転

移したがんの痛みを和らげる療法でも、同センターでは、治療

が可能になってから2010年8月末まで、54件※2の治療を実施

しました。同治療法は、骨内に吸収されたストロンチウム89

から出る放射線が、がんの転移部に当たり、痛みを弱める

仕組みで、従来から使われている鎮痛薬のモルヒネより効果

の持続が格段に長く、１回の投与で3～6カ月程度効果が続く

ことが特長。がん患者にとって重い苦しみである「痛み」の

緩和に大きく寄与しています。

　いずれも公式な統計はありませんが、本学が関係機関に

照会して調べたところ、国内で治療が可能になってからの

累計で、ゼヴァリンによるアイソトープ治療の同期間での治療

実績では、本学医学部附属病院が近畿地方の医療機関で

最多となりました。また、ストロンチウム89を用いた治療でも、

西日本で最多となりました。

　医学部附属病院高度先端総合医療センターでは、これら

のアイソトープ治療のほかにも、PET（陽電子断層撮影）によ

るがん早期診断システムを2005年10月に大阪南部で初めて

導入するなど、放射性薬剤を用いた診断から治療までを、

総合的に行っています。

　また、外科手術、化学療法、放射線治療など、がん治療の

分野で国内トップクラスの水準を誇る本学医学部附属病院と

直結し、密接に連携していることで、より精度の高い診断や

治療が可能になります。 

　さらに、本学は国内の私立大学で唯一、原子炉（研究用）を

保有しており、PET施設の設計・運営では、同センターが学内

の原子力研究所や薬学部と連携し、高度なノウハウを導入

しています。

　同センターの細野眞教授は「アイソトープ治療はがん治療の

柱の一つとして注目されており、当センターは熟練した医師・

スタッフを持って国内で有数の実績を挙げるとともに、アイソ

トープ治療発展のイニシアチブを取っています」と語って

います。同センターでは、これらの利点を生かし、今後も、がん

治療・診断の分野で普及が望まれるアイソトープ治療・診断に、

さらに注力していく方針です。

※1 2010年8月31日現在
※2 2010年8月31日現在／「近畿最多」「西日本最多」は近畿大学調べ
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"医学部附属病院高度先端総合医療センター"

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
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平成17年10月に医学部附属病院に併設された
PET診断（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、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 ： 陽電子放射断層撮影法）

　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1時間安静にしていた

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。
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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

近畿大学 
校友会 事務局 問い合わせ・申し込み

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

TEL 06-6723-2314（直通）

● 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。検査結果報告書は当診断部門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診断部門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 診断部門 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 1時間程度安静

※飲料水・タオルケットを
　用意しております。

各種案内

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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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

近畿大学 
校友会 事務局 問い合わせ・申し込み

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

TEL 06-6723-2314（直通）

● 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。検査結果報告書は当診断部門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診断部門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 診断部門 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 1時間程度安静

※飲料水・タオルケットを
　用意しております。

各種案内

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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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。

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。

学部情報

総合力こそが、近畿大学の誇り。

文芸学部

薬学部

理工学部

経営学部

経済学部

法学部

短期大学部

産業理工学部

工学部

生物理工学部

医学部

農学部

総合社会学部

■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

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

「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。
■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

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

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。

■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

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　1学年募集定員／70人
■電子情報工学科　1学年募集定員／70人

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。

■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

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

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

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。

■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

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

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、
独自の創造活動へとつなげる。

■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
■文化学科　1学年募集定員／120人
■英語多文化コミュニケーション学科　1学年募集定員／80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

■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

■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

■情報システム工学科　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

■経営ビジネス学科　1学年募集定員／100人

※平成23年度建築学部開設に伴い、改組予定
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(1)
(2)
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)

会議

2号

6号
9号

会議

2号

6号

会議

1号
2号

4号

6号

4月10日（金）
4月10日（金）
4月24日（金）
4月24日（金）
4月11日（土）
4月12日（日）
4月19日（日）
4月25日（土）
4月26日（日）
4月26日（日）
4月28日（火）

4月　3日（金）
4月　6日（月）

5月　8日（金） 
5月　8日（金）
5月26日（火）
5月30日（土）
5月30日（土）
5月　6日（水）
5月15日（金）
5月23日（土）
5月24日（日）

6月　6日（土）
6月　6日（土）
6月11日（木）
6月20日（土）
6月16日（火）
6月　6日（土）
6月　6日（土）
6月　6日（土）
6月12日（金）
6月12日（金）
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20日（土）
6月26日（金）
6月27日（土）
6月28日（日）
6月28日（日）
6月13日（土）
6月21日（日）
6月24日（水）

執行部会議
会計監査
執行部会議
顧問・相談役・参与会議
新宮東牟婁支部総会　　
神戸支部総会　　
平野支部総会
川西・猪名川支部総会　　
香芝支部総会　　
岐阜県支部総会
守口市役所支部総会

本部・農学部・医学部入学式
九州短期大学入学式

執行部会議
常任幹事会議
賞罰委員会
執行部会議
幹事会議
大阪狭山支部総会
尼崎市役所支部総会
西宮支部総会
富田林市支部総会

執行部会議
各種合同委員会
賞罰委員会　
特別委員会
総会実行委員会小委員会
産業理工学部同窓会総会　
福山支部30周年記念総会
岡山支部総会　　
大末建設支部総会
中華民国在日支部総会　　
愛知県支部総会　　
岡山県東備支部総会
泉佐野支部総会
岸和田・忠岡支部総会
貝塚支部総会　　
泉南支部総会
香川県支部総会
羽曳野市役所支部総会
河内長野支部10周年記念総会　　
北海道総支部総会
東大阪支部総会
九州地区新卒業生歓迎会
東海地区新卒業生歓迎会
広報出版委員会

｢かわゐ｣
「神戸東急イン」
「楓林閣」
「かぐらざか」
｢八尾グランドホテル｣
「グランパレホテル」
｢北瑞苑｣

｢医学部キャンパス専門棟｣
「尼崎市総合文化センター」
「ノボテル甲子園」
「富田林市市民会館」

｢ことぶきかいかん｣
｢みやび｣
｢岡山プラザホテル｣
｢味園｣
「スイスホテル南海大阪」
「ホテルアソシア名古屋」
｢割烹旅館　もち月｣
「全日空ゲートタワーホテル大阪」
「全日空ゲートタワーホテル大阪」
「全日空ゲートタワーホテル大阪」
「全日空ゲートタワーホテル大阪」
「ホテルニューフロンティア」
「びっぐじょう　ちゃんこ場店」
「ホテル古賀の井」
「サッポロファクトリー」
｢福満楼｣

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

7号
9号

6月29日（月）
6月13日（土）
6月21日（日）
6月28日（日）

7月　7日（火）
7月26日（日）
7月28日（火）
7月　1日（水）
7月22日（水）
7月　3日（金）
7月　5日（日）
7月11日（土）
7月11日（土）
7月12日（日）
7月15日（水）
7月18日（土）
7月24日（金）
7月26日（日）
7月11日（土）
7月10日（金）

7月　3日（金）
7月16日（木）
7月11日（土）

8月　1日（土）
8月29日（土）
8月25日（火）
8月22日（土）
8月22日（土）
8月22日（土）
8月29日（金）
8月30日（土）

9月　3日（木）
9月29日（火）
9月12日（土）
9月16日（水）
9月17日（木）
9月26日（土）
9月26日（土）

9月18日（金）

9月13日（日）
9月12日（土）

10月　3日（土）
10月　7日（水）
10月10日（土）
10月18日（日）

厚生委員会
近畿大学フェア2009（福岡）
近畿大学フェア2009(名古屋）
近畿大学フェア2009（札幌）

国際交流委員会
執行部会議
賞罰委員会
総会実行委員会
総会実行委員会
八尾支部40周年記念総会　　
広島芸南支部総会
柏原支部総会
徳島県支部総会
但馬支部総会
三宝電機支部総会
通信教育部同窓会総会
広島県呉支部総会
愛媛県支部総会
関東地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会

事業準備委員会　
事業準備・厚生委員会　
近畿大学フェア2009（東京）

特別委員会
執行部会議
総会実行委員会
宮城県支部総会
摂河泉ＪＣ支部総会
福井県支部総会
支部長・同窓会長会
鳥取県支部総会

賞罰委員会
総会実行･厚生・事業準備・広報合同委員会
大阪市港支部総会
三菱電機グループ支部総会
東京支部総会
沖縄県支部総会
近大クラブ支部総会

会則審議委員会

岩井敦子氏のギネス世界記録認定を祝う会 
不倒館開設記念見学会・交流懇親会

特別委員会
国際交流委員会
執行部会議
平成21年度定期総会

議案号数 概　　　　　　　　要

平成21年度 月別事業経過概要（4月～3月）

４月

5月

6月 会議

1号
2号

6号

会議
1号
2号

3号
5号
6号
8号
9号

｢ホテル仙台プラザ｣
「ホテルモントレ　ラ・スール大阪」
「福井パレスホテル」
｢シェラトン都ホテル大阪｣
「倉吉シティホテル」

「焼肉ホルモン　たろちゃん」
「関西支社　2階会議室」
｢主婦会館プラザエフ｣
｢パシフィックホテル沖縄｣
｢近畿大学11月ホール食堂｣

校友会員の整備蓄積

校友会員終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

校友会員の整備蓄積

校友会員の整備蓄積

校友会員の整備蓄積

校友会員の整備蓄積

議案号数 概　　　　　　　　要

6月

7月

8月

会議

1号 「シェラトン都ホテル大阪」

9月

10月

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

(1)
(2)
(1)

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

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

(1)

(1)
(1)

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

「シェラトン都ホテル大阪」
｢グリーンピアせとうち｣
「柏原市リビエールホール」
「サンシャイン徳島アネックス」
｢ホテル大丸｣
｢いろはにほへと｣
｢近畿大学11月ホール食堂｣
｢呉阪急ホテル｣
｢今治国際ホテル｣

会議

1号

2号

4号
5号
6号
7号

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

(1)
(2)

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

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

会議

2号

6号
9号

会議

2号

6号

会議

1号
2号

4号

6号

4月10日（金）
4月10日（金）
4月24日（金）
4月24日（金）
4月11日（土）
4月12日（日）
4月19日（日）
4月25日（土）
4月26日（日）
4月26日（日）
4月28日（火）

4月　3日（金）
4月　6日（月）

5月　8日（金） 
5月　8日（金）
5月26日（火）
5月30日（土）
5月30日（土）
5月　6日（水）
5月15日（金）
5月23日（土）
5月24日（日）

6月　6日（土）
6月　6日（土）
6月11日（木）
6月20日（土）
6月16日（火）
6月　6日（土）
6月　6日（土）
6月　6日（土）
6月12日（金）
6月12日（金）
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20日（土）
6月26日（金）
6月27日（土）
6月28日（日）
6月28日（日）
6月13日（土）
6月21日（日）
6月24日（水）

執行部会議
会計監査
執行部会議
顧問・相談役・参与会議
新宮東牟婁支部総会　　
神戸支部総会　　
平野支部総会
川西・猪名川支部総会　　
香芝支部総会　　
岐阜県支部総会
守口市役所支部総会

本部・農学部・医学部入学式
九州短期大学入学式

執行部会議
常任幹事会議
賞罰委員会
執行部会議
幹事会議
大阪狭山支部総会
尼崎市役所支部総会
西宮支部総会
富田林市支部総会

執行部会議
各種合同委員会
賞罰委員会　
特別委員会
総会実行委員会小委員会
産業理工学部同窓会総会　
福山支部30周年記念総会
岡山支部総会　　
大末建設支部総会
中華民国在日支部総会　　
愛知県支部総会　　
岡山県東備支部総会
泉佐野支部総会
岸和田・忠岡支部総会
貝塚支部総会　　
泉南支部総会
香川県支部総会
羽曳野市役所支部総会
河内長野支部10周年記念総会　　
北海道総支部総会
東大阪支部総会
九州地区新卒業生歓迎会
東海地区新卒業生歓迎会
広報出版委員会

｢かわゐ｣
「神戸東急イン」
「楓林閣」
「かぐらざか」
｢八尾グランドホテル｣
「グランパレホテル」
｢北瑞苑｣

｢医学部キャンパス専門棟｣
「尼崎市総合文化センター」
「ノボテル甲子園」
「富田林市市民会館」

｢ことぶきかいかん｣
｢みやび｣
｢岡山プラザホテル｣
｢味園｣
「スイスホテル南海大阪」
「ホテルアソシア名古屋」
｢割烹旅館　もち月｣
「全日空ゲートタワーホテル大阪」
「全日空ゲートタワーホテル大阪」
「全日空ゲートタワーホテル大阪」
「全日空ゲートタワーホテル大阪」
「ホテルニューフロンティア」
「びっぐじょう　ちゃんこ場店」
「ホテル古賀の井」
「サッポロファクトリー」
｢福満楼｣

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

7号
9号

6月29日（月）
6月13日（土）
6月21日（日）
6月28日（日）

7月　7日（火）
7月26日（日）
7月28日（火）
7月　1日（水）
7月22日（水）
7月　3日（金）
7月　5日（日）
7月11日（土）
7月11日（土）
7月12日（日）
7月15日（水）
7月18日（土）
7月24日（金）
7月26日（日）
7月11日（土）
7月10日（金）

7月　3日（金）
7月16日（木）
7月11日（土）

8月　1日（土）
8月29日（土）
8月25日（火）
8月22日（土）
8月22日（土）
8月22日（土）
8月29日（金）
8月30日（土）

9月　3日（木）
9月29日（火）
9月12日（土）
9月16日（水）
9月17日（木）
9月26日（土）
9月26日（土）

9月18日（金）

9月13日（日）
9月12日（土）

10月　3日（土）
10月　7日（水）
10月10日（土）
10月18日（日）

厚生委員会
近畿大学フェア2009（福岡）
近畿大学フェア2009(名古屋）
近畿大学フェア2009（札幌）

国際交流委員会
執行部会議
賞罰委員会
総会実行委員会
総会実行委員会
八尾支部40周年記念総会　　
広島芸南支部総会
柏原支部総会
徳島県支部総会
但馬支部総会
三宝電機支部総会
通信教育部同窓会総会
広島県呉支部総会
愛媛県支部総会
関東地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会

事業準備委員会　
事業準備・厚生委員会　
近畿大学フェア2009（東京）

特別委員会
執行部会議
総会実行委員会
宮城県支部総会
摂河泉ＪＣ支部総会
福井県支部総会
支部長・同窓会長会
鳥取県支部総会

賞罰委員会
総会実行･厚生・事業準備・広報合同委員会
大阪市港支部総会
三菱電機グループ支部総会
東京支部総会
沖縄県支部総会
近大クラブ支部総会

会則審議委員会

岩井敦子氏のギネス世界記録認定を祝う会 
不倒館開設記念見学会・交流懇親会

特別委員会
国際交流委員会
執行部会議
平成21年度定期総会

議案号数 概　　　　　　　　要

平成21年度 月別事業経過概要（4月～3月）

４月

5月

6月 会議

1号
2号

6号

会議
1号
2号

3号
5号
6号
8号
9号

｢ホテル仙台プラザ｣
「ホテルモントレ　ラ・スール大阪」
「福井パレスホテル」
｢シェラトン都ホテル大阪｣
「倉吉シティホテル」

「焼肉ホルモン　たろちゃん」
「関西支社　2階会議室」
｢主婦会館プラザエフ｣
｢パシフィックホテル沖縄｣
｢近畿大学11月ホール食堂｣

校友会員の整備蓄積

校友会員終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

校友会員の整備蓄積

校友会員の整備蓄積

校友会員の整備蓄積

校友会員の整備蓄積

議案号数 概　　　　　　　　要

6月

7月

8月

会議

1号 「シェラトン都ホテル大阪」

9月

10月

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

(1)
(2)
(1)

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

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

(1)

(1)
(1)

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

「シェラトン都ホテル大阪」
｢グリーンピアせとうち｣
「柏原市リビエールホール」
「サンシャイン徳島アネックス」
｢ホテル大丸｣
｢いろはにほへと｣
｢近畿大学11月ホール食堂｣
｢呉阪急ホテル｣
｢今治国際ホテル｣

会議

1号

2号

4号
5号
6号
7号

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

(1)

(1)
(1)
(2)

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

(1)
(1)
(2)

(1)

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

(1)

(1)
(1)
(2)

2号

3号
5号
6号
7号
9号

会議

2号

3号
4号
5号

6号
9号

会議
1号
2号

3号
5号
6号

会議
2号

10月　2日（金）
10月　3日（土）
10月　3日（土）
10月　3日（土）
10月10日（土）
10月21日（水）
10月24日（土）
10月31日（土）
10月31日（土）
10月31日（土）

10月30日（金）

10月　9日（金）
10月16日（金）
10月24日（土）

11月　1日（日）
11月27日（金）
11月28日（土）
11月　7日（土）
11月　8日（日）
11月　8日（日）
11月14日（土）
11月14日（土）
11月21日（土）
11月25日（水）
11月27日（金）
11月29日（日）

11月29日（日）
11月13日（金）
11月20日（金）

11月29日（日）

12月12日（土）
12月15日（火）
12月　1日（火）
12月　5日（土）
12月　5日（土）
12月　5日（土）
12月　5日（土）
12月10日（木）
12月27日（日）

12月10日（木）

1月2０日（水）
1月2２日（金）
1月2７日（水）

尾道支部総会
静岡県支部総会
大阪市阿倍野支部総会
大東支部総会
理工学部同窓会総会
近畿地方整備局支部総会
熊本県支部総会
生物理工学部同窓会総会　　
工学部同窓会50周年総会
石川県支部総会

会則審議委員会小委員会

事業準備委員会 
工学部50周年記念総会 
豊岡短期大学通信教育部創立40周年記念祝賀会

執行部会議
特別委員会
支援団体地区リーダーズ役員会
医学部同窓会総会
北九州支部総会
高槻・島本支部総会
富山県支部総会
長崎県支部総会　　
愛媛県南予支部設立総会
松原市役所支部総会
住友電設支部総会
佐賀県支部総会

中国地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会小委員会
会則審議委員会

近畿大学公開講座（広島）

執行部会議
総会実行委員会
和歌山県庁支部総会
法科大学院同窓会
韓国支部総会
関西私大支部総会
福岡支部総会
ＩＮＡＸグループ支部設立総会
台湾支部総会

会則審議委員会小委員会

執行部会議
大阪国税局支部総会
大阪府庁支部総会

「公巣」
「クーポール会館」
「安倍乃荘」
｢大東市立市民会館｣
｢本部キャンパス38号館｣
「大阪弥生会館」
「アークホテル熊本」
「生物理工学部キャンパス3号館」
「ホテルグランヴィア広島」
「金沢スカイホテル」

「ザ・リッツカールトン大阪」
「ステーションホテル小倉」
「つきの井」
「富山電気ビル」
「ホテルクオーレ」
「ホテルクレメント宇和島」
「木曽路　松原店」
「中国割烹　敦煌」
「佐賀ワシントンホテルプラザ」

「めんどり亭」
「本部キャンパス　Ｂ館」
「ソウル東寶城」
「ホテルアウィーナ大阪」
「ソラリア西鉄ホテル」
「ＩＮＡＸ大阪ビル」
「老爺酒店」

「大北京」
「以和貴荘」

(3)
(4)
(5)
(6)

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

(1)
(1)

(1)

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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

3号
6号

会議
1号
2号

3号
4号
5号
6号
8号

会議
1号
2号

3号
6号
8号
9号

1月28日（木）
1月28日（木）
1月30日（土）
1月30日（土）

2月　6日（土）
2月17日（水）
2月　3日（水）
2月　4日（木）
2月　6日（土）
2月　6日（土）
2月11日（木）
2月12日（金）
2月12日（金）
2月13日（土）
2月17日（水）
2月19日（金）
2月20日（土）
2月21日（日）
2月26日（金）

2月20日（土）
2月　5日（金）

2月27日（土）

3月14日（日）
3月23日（火）
3月　6日（土）
3月　8日（月）
3月13日（土）
3月14日（日）
3月14日（日）
3月20日（土）

3月　7日（日）
3月　2日（火）
3月　6日（土）
3月15日（月）
3月16日（火）
3月17日（水）
3月20日（土）
3月23日（火）

大東市役所支部総会
八尾市役所支部総会
大阪市生野支部総会
大阪府内特定行政庁ＯＢ会支部総会

執行部会議
総会実行委員会
大津市役所支部総会
大阪市小若江会支部総会
東大阪市役所支部総会
高槻市役所支部総会
滋賀県庁支部総会
堺市役所支部総会
赤穂支部総会
環境緑化支部総会
寝屋川市役所支部総会
奥村土木支部総会
宮崎県支部総会
姫路支部総会
奈良市役所支部総会

全国経済産業リーダーズクラブ総会
会則審議委員会小委員会

体育会空手道部優勝祝賀会

執行部会議
総会実行委員会
寝屋川支部総会
特定郵便局近畿支部総会
泉大津・高石支部設立総会
箕面支部総会
豊中支部総会
堺支部総会

体育会ラグビー部創部60周年記念祝賀会 
附属看護専門学校卒業式 
九州短期大学卒業式 
工学部卒業式 
産業理工学部卒業式 
生物理工学部卒業式 
本部・農学部・医学部卒業式 
法科大学院・大学院修了式

議案号数 概　　　　　　　　要

10月

11月

12月

1月

校友会員終身会費の徴収
校友会の整備蓄積

校友会員終身会費の徴収
校友会の整備蓄積

校友会終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

校友会終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

校友会終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

校友会終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

議案号数 概　　　　　　　　要

1月

2月

3月

「割烹　秀」
「ホテルモントレグラスミア大阪」
「掌」
「箕面観光ホテル」

「ととや樹朶」
「東映ホテル」
「ホテルサン沖縄」
「玉造温泉　ホテル玉泉」
「ホテルボストンプラザ草津」
「多島海」
「三弥」
「ＫＫＲホテル大阪」
「がんこ　寝屋川店」
「ホテル大阪ベイタワー」
「ホテルメリージュ」
「総社会館」
「奈良ロイヤルホテル」

「がんこ　寝屋川店」
「大阪国際交流センターホテル」
「ホテルレイクアルスターアルザ泉大津」
「千里阪急ホテル」
「千里阪急ホテル」
「リーガロイヤルホテル堺」
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(1)

(1)
(1)
(2)

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

(1)
(1)
(2)

(1)

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

(1)

(1)
(1)
(2)

2号

3号
5号
6号
7号
9号

会議

2号

3号
4号
5号

6号
9号

会議
1号
2号

3号
5号
6号

会議
2号

10月　2日（金）
10月　3日（土）
10月　3日（土）
10月　3日（土）
10月10日（土）
10月21日（水）
10月24日（土）
10月31日（土）
10月31日（土）
10月31日（土）

10月30日（金）

10月　9日（金）
10月16日（金）
10月24日（土）

11月　1日（日）
11月27日（金）
11月28日（土）
11月　7日（土）
11月　8日（日）
11月　8日（日）
11月14日（土）
11月14日（土）
11月21日（土）
11月25日（水）
11月27日（金）
11月29日（日）

11月29日（日）
11月13日（金）
11月20日（金）

11月29日（日）

12月12日（土）
12月15日（火）
12月　1日（火）
12月　5日（土）
12月　5日（土）
12月　5日（土）
12月　5日（土）
12月10日（木）
12月27日（日）

12月10日（木）

1月2０日（水）
1月2２日（金）
1月2７日（水）

尾道支部総会
静岡県支部総会
大阪市阿倍野支部総会
大東支部総会
理工学部同窓会総会
近畿地方整備局支部総会
熊本県支部総会
生物理工学部同窓会総会　　
工学部同窓会50周年総会
石川県支部総会

会則審議委員会小委員会

事業準備委員会 
工学部50周年記念総会 
豊岡短期大学通信教育部創立40周年記念祝賀会

執行部会議
特別委員会
支援団体地区リーダーズ役員会
医学部同窓会総会
北九州支部総会
高槻・島本支部総会
富山県支部総会
長崎県支部総会　　
愛媛県南予支部設立総会
松原市役所支部総会
住友電設支部総会
佐賀県支部総会

中国地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会小委員会
会則審議委員会

近畿大学公開講座（広島）

執行部会議
総会実行委員会
和歌山県庁支部総会
法科大学院同窓会
韓国支部総会
関西私大支部総会
福岡支部総会
ＩＮＡＸグループ支部設立総会
台湾支部総会

会則審議委員会小委員会

執行部会議
大阪国税局支部総会
大阪府庁支部総会

「公巣」
「クーポール会館」
「安倍乃荘」
｢大東市立市民会館｣
｢本部キャンパス38号館｣
「大阪弥生会館」
「アークホテル熊本」
「生物理工学部キャンパス3号館」
「ホテルグランヴィア広島」
「金沢スカイホテル」

「ザ・リッツカールトン大阪」
「ステーションホテル小倉」
「つきの井」
「富山電気ビル」
「ホテルクオーレ」
「ホテルクレメント宇和島」
「木曽路　松原店」
「中国割烹　敦煌」
「佐賀ワシントンホテルプラザ」

「めんどり亭」
「本部キャンパス　Ｂ館」
「ソウル東寶城」
「ホテルアウィーナ大阪」
「ソラリア西鉄ホテル」
「ＩＮＡＸ大阪ビル」
「老爺酒店」

「大北京」
「以和貴荘」

(3)
(4)
(5)
(6)

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

(1)
(1)

(1)

(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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

3号
6号

会議
1号
2号

3号
4号
5号
6号
8号

会議
1号
2号

3号
6号
8号
9号

1月28日（木）
1月28日（木）
1月30日（土）
1月30日（土）

2月　6日（土）
2月17日（水）
2月　3日（水）
2月　4日（木）
2月　6日（土）
2月　6日（土）
2月11日（木）
2月12日（金）
2月12日（金）
2月13日（土）
2月17日（水）
2月19日（金）
2月20日（土）
2月21日（日）
2月26日（金）

2月20日（土）
2月　5日（金）

2月27日（土）

3月14日（日）
3月23日（火）
3月　6日（土）
3月　8日（月）
3月13日（土）
3月14日（日）
3月14日（日）
3月20日（土）

3月　7日（日）
3月　2日（火）
3月　6日（土）
3月15日（月）
3月16日（火）
3月17日（水）
3月20日（土）
3月23日（火）

大東市役所支部総会
八尾市役所支部総会
大阪市生野支部総会
大阪府内特定行政庁ＯＢ会支部総会

執行部会議
総会実行委員会
大津市役所支部総会
大阪市小若江会支部総会
東大阪市役所支部総会
高槻市役所支部総会
滋賀県庁支部総会
堺市役所支部総会
赤穂支部総会
環境緑化支部総会
寝屋川市役所支部総会
奥村土木支部総会
宮崎県支部総会
姫路支部総会
奈良市役所支部総会

全国経済産業リーダーズクラブ総会
会則審議委員会小委員会

体育会空手道部優勝祝賀会

執行部会議
総会実行委員会
寝屋川支部総会
特定郵便局近畿支部総会
泉大津・高石支部設立総会
箕面支部総会
豊中支部総会
堺支部総会

体育会ラグビー部創部60周年記念祝賀会 
附属看護専門学校卒業式 
九州短期大学卒業式 
工学部卒業式 
産業理工学部卒業式 
生物理工学部卒業式 
本部・農学部・医学部卒業式 
法科大学院・大学院修了式

議案号数 概　　　　　　　　要

10月

11月

12月

1月

校友会員終身会費の徴収
校友会の整備蓄積

校友会員終身会費の徴収
校友会の整備蓄積

校友会終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

校友会終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

校友会終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

校友会終身会費の徴収

校友会員の整備蓄積

議案号数 概　　　　　　　　要

1月

2月

3月

「割烹　秀」
「ホテルモントレグラスミア大阪」
「掌」
「箕面観光ホテル」

「ととや樹朶」
「東映ホテル」
「ホテルサン沖縄」
「玉造温泉　ホテル玉泉」
「ホテルボストンプラザ草津」
「多島海」
「三弥」
「ＫＫＲホテル大阪」
「がんこ　寝屋川店」
「ホテル大阪ベイタワー」
「ホテルメリージュ」
「総社会館」
「奈良ロイヤルホテル」

「がんこ　寝屋川店」
「大阪国際交流センターホテル」
「ホテルレイクアルスターアルザ泉大津」
「千里阪急ホテル」
「千里阪急ホテル」
「リーガロイヤルホテル堺」

近畿大学校友会報 vol .46（平成22年10月17日）

40



平成21年度歳入歳出決算書（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） 平成22年度歳入歳出予算書（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

108,875,431歳入の部 56,995,615歳出の部 51,879,816次年度繰越金

一 般 会 計

歳入の部

科　　　　目

64,954,126

45,000,000

30,000

4,500,000

44,930,000

△ 44,930,000

114,484,126

64,954,126

44,970,000

31,170

4,380,135

39,470,000

△ 44,930,000

108,875,431

0

30,000

△ 1,170

119,865

5,460,000

0

5,608,695

会費収入件数（4,497件）

役員協力費・銀行預金利息・グッズ

予 算 額 差 異 摘 要決 算 額

歳出の部

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

電算委託費

会費振込手数料

雑　　　費

予　備　費

小　　　　計

小　　　　計

合　　　　計

9,000,000

10,000,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

3,500,000

500,000

6,000,000

7,000,000

10,000,000

350,000

2,000,000

959,588

99,309,588

5,144,538

30,000

10,000,000

15,174,538

114,484,126

2,760,324

9,873,810

258,300

2,730,632

10,115,931

0

83,739

3,648,550

4,657,072

2,520,000

20,980

1,061,858

0

41,832,680

5,131,765

31,170

10,000,000

15,162,935

56,995,615

6,239,676 

126,190 

5,741,700 

3,269,368 

19,884,069 

3,500,000 

416,261 

2,351,450 

2,342,928 

7,480,000 

329,020 

938,142 

959,588 

57,476,908 

12,773 

△ 1,170

0 

11,603 

57,488,511 

予 算 額 決 算 額 差 異 摘 要科　　　　目

会議・会合費 顧問・相談役･参与会議、常任幹事会議、幹事会議、
執行部会議･支部長同窓会長会・各種委員会等

各種会議・各種委員会通知・電話料・終身会費案内等

役員名簿印刷・各種印刷費等

定期総会宣伝費・ホームページ維持費等

人材派遣給与・アルバイト等

総会・各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

事務消耗品費等

支部祝金等

支部総会出張旅費等

デ－タ構築及びシステム改修費

振込手数料

校友会本部維持費及び慶弔費等

退職手当積立金特別会計へ繰出金

平成21年度分繰出金

8,000,000 4,101,484 3,898,516

歳入の部

科　　　　目

51,879,816

39,500,000

3,342,214

700,000

10,000,000

△ 39,470,000

65,952,030

会費納入予定者（ 3,950 人）

カード事業廃止による特別会計繰入金

チケット収入（1,000枚）

役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等

予 算 額 摘 要

歳出の部

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

会費振込手数料

雑　　　費

予　備　費

小　　　　計

合　　　　計

3,000,000

4,500,000

1,000,000

3,000,000

10,000,000

1,500,000

200,000

4,500,000

5,000,000

10,000,000

3,000,000

20,000

6,000,000

232,030

55,952,030

10,000,000

65,952,030

予 算 額 摘 要科　　　　目

会議・会合費 各種会議・委員会会合費等

各種会議・各種委員会通知・電話料・終身会費案内等

各種印刷等

定期総会宣伝費・ホームペ－ジ維持費等

人材派遣給与・アルバイト等

各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

パソコン等

事務消耗品費等

支部祝金等

支部総会出張旅費等

定期総会経費

デ－タ管理・システム維持費等

振込手数料

バッチ・グッズ・慶弔費等

4,000,000

退職手当積立金
特別会計繰出金
事業（カード）
特別会計繰出金

各種事業準備積立金
特別会計繰出金

各種事業準備積立金
特別会計繰出金

前年度繰越金

会 費 収 入

事業（カード）収入

雑 収 入

会費前受金収入

前年末前受金

合　　　　計

年 度 繰 越 金

会 費

定期総会会費

雑 収 入

前年度末前受金

合　　　　計

カード事業
特別会計繰入金
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平成21年度歳入歳出決算書（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） 平成22年度歳入歳出予算書（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

108,875,431歳入の部 56,995,615歳出の部 51,879,816次年度繰越金

一 般 会 計

歳入の部

科　　　　目

64,954,126

45,000,000

30,000

4,500,000

44,930,000

△ 44,930,000

114,484,126

64,954,126

44,970,000

31,170

4,380,135

39,470,000

△ 44,930,000

108,875,431

0

30,000

△ 1,170

119,865

5,460,000

0

5,608,695

会費収入件数（4,497件）

役員協力費・銀行預金利息・グッズ

予 算 額 差 異 摘 要決 算 額

歳出の部

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

電算委託費

会費振込手数料

雑　　　費

予　備　費

小　　　　計

小　　　　計

合　　　　計

9,000,000

10,000,000

6,000,000

6,000,000

30,000,000

3,500,000

500,000

6,000,000

7,000,000

10,000,000

350,000

2,000,000

959,588

99,309,588

5,144,538

30,000

10,000,000

15,174,538

114,484,126

2,760,324

9,873,810

258,300

2,730,632

10,115,931

0

83,739

3,648,550

4,657,072

2,520,000

20,980

1,061,858

0

41,832,680

5,131,765

31,170

10,000,000

15,162,935

56,995,615

6,239,676 

126,190 

5,741,700 

3,269,368 

19,884,069 

3,500,000 

416,261 

2,351,450 

2,342,928 

7,480,000 

329,020 

938,142 

959,588 

57,476,908 

12,773 

△ 1,170

0 

11,603 

57,488,511 

予 算 額 決 算 額 差 異 摘 要科　　　　目

会議・会合費 顧問・相談役･参与会議、常任幹事会議、幹事会議、
執行部会議･支部長同窓会長会・各種委員会等

各種会議・各種委員会通知・電話料・終身会費案内等

役員名簿印刷・各種印刷費等

定期総会宣伝費・ホームページ維持費等

人材派遣給与・アルバイト等

総会・各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

事務消耗品費等

支部祝金等

支部総会出張旅費等

デ－タ構築及びシステム改修費

振込手数料

校友会本部維持費及び慶弔費等

退職手当積立金特別会計へ繰出金

平成21年度分繰出金

8,000,000 4,101,484 3,898,516

歳入の部

科　　　　目

51,879,816

39,500,000

3,342,214

700,000

10,000,000

△ 39,470,000

65,952,030

会費納入予定者（ 3,950 人）

カード事業廃止による特別会計繰入金

チケット収入（1,000枚）

役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等

予 算 額 摘 要

歳出の部

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

会費振込手数料

雑　　　費

予　備　費

小　　　　計

合　　　　計

3,000,000

4,500,000

1,000,000

3,000,000

10,000,000

1,500,000

200,000

4,500,000

5,000,000

10,000,000

3,000,000

20,000

6,000,000

232,030

55,952,030

10,000,000

65,952,030

予 算 額 摘 要科　　　　目

会議・会合費 各種会議・委員会会合費等

各種会議・各種委員会通知・電話料・終身会費案内等

各種印刷等

定期総会宣伝費・ホームペ－ジ維持費等

人材派遣給与・アルバイト等

各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

パソコン等

事務消耗品費等

支部祝金等

支部総会出張旅費等

定期総会経費

デ－タ管理・システム維持費等

振込手数料

バッチ・グッズ・慶弔費等

4,000,000

退職手当積立金
特別会計繰出金
事業（カード）
特別会計繰出金

各種事業準備積立金
特別会計繰出金

各種事業準備積立金
特別会計繰出金

前年度繰越金

会 費 収 入

事業（カード）収入

雑 収 入

会費前受金収入

前年末前受金

合　　　　計

年 度 繰 越 金

会 費

定期総会会費

雑 収 入

前年度末前受金

合　　　　計

カード事業
特別会計繰入金
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