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2014（平成26年）
10月5日 50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地域支部並びに職域支部･専門職支部、学校･学部毎の同窓会に対して、地域在住の
校友情報を提供する場合があります。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、返送いただく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。
※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ご了承ください。

個人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、皆様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添付ファイルより卒業生情報連
絡書をダウンロードいただき、変更のあった個人情報を明記の上、下記近畿大学校友会事務局まで郵
送、FAX又はメールしていただくようお願いします。インターネット環境がない方におかれましては、直接
下記の校友会事務局までお問い合せください。

届出・問合せ先
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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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。

近畿大学校友会は昭和4年に発足し、今年で創立85

年を迎え、会員は48万人を超えました。

昨年1,500人以上の校友にご参加いただいたホーム

カミングデーが、今年も9月28日に東大阪キャンパスで

開催され、昨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26年度入試において、西日本の大

学で “初”となる「総志願者数日本全国１位」を獲得いた

しました。また、昨年に発表された大学の稼ぐ力のラン

キングでも、私立大学の中で収益状況№1になるなど安

定して発展を続けています。これも校友の皆様のお蔭だ

と感謝申し上げます。

さて、昨年開店した大阪・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」は1

年半が経過した今でも連日満員御礼、2号店である東

京・銀座店もその盛況ぶりは衰えず「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。

さらに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「オール近大プロ

ジェクト」では、新たなブランド農産品の開発、除染、ガラ

スバッチによる線量評価、健康相談に加え、通信教育

部は平成27年度から「復興推進人材育成プログラム」を

立ち上げ、インターネットを活用した通信教育による被

災地の復興を強力にけん引するリーダー育成支援を開

始します。

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、その勢いはとどまることを知らず今年の5月、

136年の歴史と12,000社以上の企業研修の実績を持つ

ベルリッツと連携協力し、国際ビジネスで通用するグ

ローバル人材を育成する外国語・国際系学部（名称未定）

を平成28年度に新設する計画も発表いたしました。

これを機に、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

を促進させ関西トップの私立大学を目指していきます。

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。

近畿大学校友会 名誉会長 世耕 弘成
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― 先 ん ず れ ば 人 を 制 す ―

平成26年度校友会本部定期総会を開催いたしましたところ、大

変ご多忙の中、内閣官房副長官・参議院議員・近畿大学校友会名誉

会長世耕弘成先生、大学本部から近畿大学学長塩﨑均先生、近畿

大学理事長清水由洋様、そして多くの役員、先生方のご臨席を賜り

厚くお礼申し上げます。

私たち校友会に対し、平素から世耕弘成先生の温かいご薫陶と、

大学当局の変わらぬご支援・ご協力に深甚の謝意を表する次第で

あります。

また、本日の定期総会に、先日のホームカミングデーに続いて、斯

くも多くの校友の皆様方がご参加下さいまして誠に有り難うござい

ます。ホームカミングデーとは全く異なった雰囲気で、このように盛

大に開催させて頂きますことを心から感謝申し上げます。

現在、卒業生総数は、平成25年度（本年3月）の卒業生を加えます

と約48万有余人となり、現在、活動しています支部は、地域支部97、

職域支部55、専門職支部3、同窓会19（梅友会を含む）となります。支

部の拡大と増強は母校と校友会の発展に繋がるものと信じ、本年度

は、地域支部として奈良県中部支部、山口県支部、専門職支部とし

て食品支部を設立しました。さらに拡大の手を緩めず関東以北、京

都府など弱点の地域に支部を設立するよう頑張りたく思っています。

また、支部・同窓会とは別に母校の支援団体として｢全国経済産

業リーダーズクラブ｣が、関東、東海、関西、中国、九州の5地区にあり、

産学連携、協力しあって成果をあげています。

昨年来、校友会独自のロゴマークを模索していましたが、ようやく

設定することができましたので、本日の定期総会において発表する

運びとなりました。このロゴマ－クは、近畿大学建築学部建築工学

科3年生豊田麻友さんの心血を注いで制作された作品であり、近畿

大学校友会の持つ大きなネットワ－クを象徴したものです。大きな円

が三つに分かれていますが、校友会の絆、社会貢献、母校近畿大学

を支援していく願いが込められおり、校友会の更なる発展と充実を

めざし向上する形姿です。本ロゴマークを制作するにあたりご協力

下さいました文芸学部ならびに建築学部に厚くお礼申し上げます。

わが母校は、東大阪キャンパスに総合大学にふさわしい学びの

場をつくるため、本年7月、平成32年（2020年）の完成を目指し「超

近大プロジェクト」として大規模な整備を行うことを発表しました。

大学の新たなシンボルとなるタワー棟の建設、ならびに「インターナ

ショナルフィ－ルド」、「ナレッジフィ－ド」、「オープン・キャリアフィー

ルド」、そして「アメニティフィールド」といった4つのフィールドが創り

出されます。本整備は平成37年（2025年）に迎える大学創立100周

年を見据え近畿大学史上最大規模の400億円を投じ日本でも屈指

の教育・研究環境を誇るキャンパスとなります。

平成26年度の入学試験の志願者数は、全国第1位となり、母校の

名声が大いに上がっていますが、大学の社会的評価は、私たち校友

がいかに自分の職場ならびに地域社会を通じて貢献しているかに

よって決まるといっても過言ではありません。「先んずれば人を制す」

という諺がありますが、人より先に物事を行えば、他人を押さえて有

利になります。遅れると人に押されて不利になります。社会での仕事

も先手、先手を打って素晴らし業績を挙げ、「近畿大学校友ここにあ

り」という名声を博して頂きたいものです。母校が入学志願者全国

第1位になったのも「エコ出願」が全国の大学に先駆けて先手を打っ

たからではないでしょうか。私たち校友は、母校の良き伝統を継承

し、広く会員相互の親睦交流を活発化し、校友会への帰属意識を

高め、近畿大学の卒業生としてのプライドを持ち責任ある行動を取

ることにより社会の人々から尊敬され、信用される校友会に、弾い

てはますます母校の発展に繋がることでしょう。

最後になりましたが、母校ならびに校友会のますますの発展と本日ご

参会の皆様方のご健勝とご多幸をお祈りし、ご挨拶とさせて頂きます。

近畿大学校友会 会長 亀岡　弘
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昨年4月にグランフロント大阪、12月に東京銀座で

近大マグロなどを提供する養殖魚専門料理店が開業

し、近畿大学の「実学教育」が高く評価されました。今

年になっても、日経優秀製品・サービス賞、関西財界セミ

ナー賞などの受賞が続き、うれしい多忙を極めた年明

けでした。

本年度は、首都圏以外の大学として初めて入試志願

者数が日本一になり、多くの学生の教育を担う責任を

改めて強く感じています。医学部においては、昨年末の

救急災害センターの新築オープンなど記念すべきこと

があり、さらには医学部、附属病院の移転計画も具体

化しつつあります。東大阪キャンパスでは、大規模整備

計画も動き出しました。

「和顔愛語」

曹洞宗の開祖である道元禅師の言葉であり、私の平

成26年（2014）年頭の所信です。

人に接するときの心構えを述べた教えで、「和」は穏

やか、和やかという意味であり、「和顔」は優しい笑顔

で他人に接しなさいということでしょう。初対面で相手

を緊張、警戒させるような顔をしていては、その気持ち

が伝わり、素直に語り合うことはできません。

一方、「愛語」も優しい、愛情のこもった言葉であると

思います。道元禅師は「赤ちゃんにやさしくほほえんで

かけるときの言葉」と説明されています。誰もあかちゃ

んに向かって怒鳴る人はいないでしょう。なるほどと思

いますが、本当に理解するのは難しいものです。そのよ

うな折、酒井大岳氏が書かれた「道元禅師の愛語の心

に学ぶ」（雑誌『致知』2013.10）を読む機会を得ました。

氏が叔父の家に下宿していた18歳のときのこと、叔

母から「3時間でいいから3歳の従兄弟の面倒をみて

ほしい」と頼まれたそうです。その子と3時間楽しく遊

んだ帰り道、三輪車に乗った子供を思わず後ろから力

を入れて押してしまった。三輪車はスピードをあげてバ

ランスを崩し転倒。顔中血だらけになり泣き叫ぶ子供

を抱え、必死に走って下宿に連れて帰ったところ、その

血だらけのわが子の顔を見て叔母さんは次のように話

したそうです。「この子の顔の傷は浅いから心配しな

くても治りますよ。それより長時間遊んでくれてありが

とう」。氏は自室に戻り、号泣しました。顔の傷は７針縫

う大怪我であったそうです。

私たちは誰でも優しい言葉で救われた経験を持っ

ていますし、厳しい愛の言葉で叱咤激励されることに

よって立ち直る機会を得ることもあります。何気ない一

言で相手を傷つけることもあれば、救うこともあること

を自覚すべきです。愛情から発せられた言葉はどんな

に厳しくても相手を救うことができる、という確信を

もって言葉をかけたいと思います。

「和顔愛語」
近畿大学 学長 塩﨑 均
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近大トピックス

近畿大学東京事務所 東京駅八重洲口前に移転
「近畿大学東京センター」としてリニューアルオープン！

平成26年（2014年）4月1日に、近畿大学東京事務所は四ツ谷
から東京駅八重洲口前に移転し、「近畿大学東京センター」と
してリニューアルオープンしました。
夜行バスや新幹線等で首都圏へ就職活動に来る学生の利
便性を向上させ、さらに支援を充実させることで安心感を
持って就職活動に専念できるよう支援します。
また、リニューアルを機に、首都圏に近畿大学のブランド力
を発信するための拠点、首都圏で活躍する校友（卒業生）の
交流の場、産官学連携を推進する近畿リエゾンセンターの
東京オフィスの機能など、これまで以上に体制を強化して
いきます。
日本の鉄道交通の中心である東京駅の目の前という立地
を最大限に生かして、本学の学生、教員、卒業生が教育、研究、
校友活動に邁進できるよう支援していきます。

■ 概要

名 　 称：近畿大学東京センター
住 　 所：〒103-0028
　　　　　東京都中央区八重洲 1丁目 8番 16号
　　　　　新槇町ビル13階
電話番号：（03）3274-1105　FAX番号：（03）3274-1120
業務時間：月曜日～土曜日 9：00～ 17：00（就職活動期は時間延長します）
  ※日曜日、祝日、その他大学が定める休日を除きます。

アクセス：○ＪＲ「東京駅」八重洲中央口徒歩1分
 　　　　　　八重洲地下街 地下18番出口から直結
 　　　　　○東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」徒歩5分
 　　　　　○東京メトロ丸ノ内線「東京駅」徒歩10分
 　　　　　○都営浅草線「日本橋駅」徒歩 7分

主な業務内容
●首都圏で就職活動を行う学生の支援

●広報

●産官学連携支援

●校友会活動

●教育研究活動に必要な情報収集

就職相談、PC利用、更衣室、休憩スペース、荷物預かり、証明書発行、
就職関連資料閲覧、履歴書販売、交通案内や宿泊場所の情報、社会人
との交流の場などを整備。

本学への入学を希望する受験生に、最新の入試関係情報と資料を提供。
また首都圏の予備校や高校、マスコミへ大学の情報を発信。

首都圏における産官学連携事業を推進する拠点として、「リエゾン
センター東京オフィス」としての機能。

首都圏の本学卒業生をつなぐ交流の場。

大学の研究教育活動に必要な情報を、中央省庁、大学、研究機関から
収集し、関係部署と連携。

セミナールーム

扉付きの個室となってい
ます。打ち合わせや就活
時の面接練習にもご利用
できます。

3

仲間との情報交換、首都
圏での就職情報の提供や
企業訪問のアドバイスな
ど職員への相談に活用で
きます。

4 ミーティング
スペース

ゆったりとしたパソコンス
ペース。大きな窓からは東
京駅を一望できます。イン
ターネットの活用により東
大阪キャンパスと同じ情
報環境が使用できます。

7 P.C. スペース

開放感のあるラウンジ
は、学部生、院生、卒業生、
教職員が自由に交流でき
る空間です。東京駅での
待ち合わせの場としても
ご利用ください。

5 コミュニティ
エリアラウンジ

8名の小会議室です。
少人数での打ち合わせな
どにご活用ください。

2 小会議室

30名の大会議室です。
多人数での会議や研修
会、講演会などにご活用
ください。液晶プロジェク
ター、スクリーン、DVDプ
レイヤー、ビデオ機器を
準備しています。

1 大会議室

就活生の身支度などにご
使用いただけるアメニ
ティグッズを取り揃えて
います。仮眠ベッドも用
意しています。

6 更衣室（男・女）

4

6 2

53

1

フロアマップ
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近大トピックス

「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産研究所」
待望の2号店が銀座にオープンしました！

平成25年（2013年）12月4日、銀座に「安心・
安全、そして美味しい養殖魚」を直接消費者の
方に提供する専門料理店「近大卒の魚と紀州
の恵み近畿大学水産研究所」がオープンしま
した。大阪の新名所グランフロント大阪にあ
る1号店につづき、銀座店が2号店となります。
「近大卒の魚と紀州の恵み 近畿大学水産
研究所」では、近畿大学が世界で初めて完全
養殖に成功した近大マグロ※を始め、近畿大
学水産研究所が育てた安心・安全、そして美
味しい養殖魚を中心とした魚料理を提供し
ております。魚類以外の食材では、水産研究
所が所在する和歌山県の協力を仰ぎ、和歌山
県産の食材にこだわることも大きな特徴と
なっています。

 教育、研究としての役割  サントリーグループとのかかわり

研究成果を料理として提供するだけでなく、消費者からの味・価格
などの評価を研究現場にフィードバックし、更に安心・安全、
そして美味しい養殖魚の育成にいかします。
店舗では、近畿大学生が商品企画や食器製作などの面で参画し
ています。
例）◯文芸学部芸術学科造形芸術専攻の学生が
　　　製作した食器の使用
　　◯農学部食品栄養学科の学生による
　　　メニュー考案の実施

「サントリーグループ」は、全国の地方行政や生産者との
取り組みやコラボレーションを通じ、食材の消費拡大や地域
活性を積極的に支援するエリアマーケティングを展開してい
ます。同グループは近大マグロをはじめとする養殖魚の魅力
や、研究成果を消費者に直接情報発信したいという近畿大学の
挑戦に共感し、店舗出店をサポートすることにより提携が実現
しました。これまでサントリーグループが培った飲食業態開発
の知見を生かし、大阪の1号店に続き、今回新しくオープンした
銀座の2号店でも店舗開発から運営、販促など、さまざまな側面
から近畿大学をサポートしていただきます。

■ 店舗概要

所 在 地：東京都中央区銀座 6丁目2番先
　　　　　東京高速道路山下ビル2階（銀座コリドー通り）
店舗面積：57.44 坪（189.89 ㎡） 57 席
電話番号：（03）6228-5863
営業時間：ラ ン チ 11：30～（ラストオーダーは 14：00）
 　　　　　ディナー 17：00 ～ 23：00（ラストオーダーは 22：00）
 　　　　　※食材がなくなった場合、終了することがございます。
定 休 日：不定休（年末年始休業）
ホームページ：http://kindaifi sh.com

■ 店舗コンセプト

◯近大マグロをはじめとした、近畿大学水産研究所で養殖した魚
と和歌山県産の食材にこだわったメニューを提供する、生産者
発信型の養殖魚専門料理店。

◯国内外で年間約150店舗の開店・開発に携わっている（株）ミュー
プランニングアンドオペレーターズのプロデュースにより、落ち
着いた雰囲気とカジュアル感が絶妙にマッチした空間を演出。

◯近畿大学の総合力をいかして、メニュー開発、食器製作等々、
実学教育としての学生が参画。

◯店内にはタブレット型の情報端末を設置するなどして養殖魚の
生産履歴の情報提供や近畿大学および水産研究所の紹介も行う。

※近大マグロとは、近畿大学が成魚まで一貫して養殖したクロマグロ
　（本マグロ）のことで、完全養殖による人口ふ化クロマグロを含みます。
　クロマグロの完全養殖は、2002年に近畿大学が世界で初めて成功し
　たものです。なお、「近大マグロ」は商標登録しています。

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）

6





近大ニュース

近畿大学医学部附属病院は、南大阪の最重要基幹病院として救急
医療を更に充実させるため「救急災害センター」が入る救急災害棟を新
築し、平成25年（2013年）12月1日（日）にオープンしました。
救急災害センターは、１次から3次までの救急患者を総合的に扱う新

しい救急システムの構築を目指して設置するもので、既存病棟にある救
命救急センター、心臓血管センター、脳卒中センター、ERなどの救急部門
を、免震構造を施して高度な医療機器を配備した5階建ての新棟に集
約。患者さまの病状に適した効率的な対応を可能とするとともに、災害
時には災害拠点病院としての中心機能を担うべく、平素から災害医療の
拠点としての設備、装備、運用を整備しています。救急部門単独で67床も
のベッド数を持ち、センターのみで自己完結型の診察・治療が行えるほ
か、常に緊張を強いられる医療スタッフへの専用アメニティー空間も完
備しました。近畿大学医学部附属病院は、南河内医療圏で唯一の救命
救急センターを持つ災害拠点病院であり、南海トラフ地震など想定され
うる大規模災害時には、重篤な傷病者を受け入れる拠点としての役割
が期待されています。

近畿大学医学部附属病院「救急災害センター」概要
■所在地 ： 大阪府大阪狭山市大野東377-2
■病床数 ： 67床（以下内訳）
　救命救急センター（CCMC）24床、心臓血管センター・CCU 6床、
　脳卒中センター（SCU）12床、急性期病床（ACU）18床、
　オーバーナイトベッド7床

■施　設
　1階 救急外来（ER）、ONB病棟
 パンデミックに対応したドライブスルー窓口方式を採用
 待合に医療ガス配管を配置し、災害時に仮設ベッド設置が可能
　2階 スタッフフロア
　3階 急性期病棟 … 脳卒中センター（SCU）、急性期病床（ACU）
　4階 救命救急センター … 救命救急センター（CCMC）、
　 心臓血管センター・CCU　24時間2：1看護体制
　5階 災害備蓄倉庫、ラウンジ、会議室
　 災害時に災害対策室設置を想定

【コンセプト】

将来を見据えた完結型災害拠点病院

■災害時における医療提供の継続
　・ 大規模地震にも耐える免震構造を採用
　・ インフラのバックアップシステムを完備
　　（自家発電装置により72時間の電力供給／
　　　上水、雑用水、排水の3日分確保／井水利用）
　・ エントランスホールや多目的室は災害時トリアージスペースや
　　ベッドスペースに転用可能
■地球環境保全と省エネルギー
　・ クリーンエネルギーである太陽光発電装置を採用し、
　　環境への配慮と省エネを図る
　・ 地中熱を有効利用し、空調負荷削減を図る
　・ 建物の長寿命化対策として、設備配管類は建物外部パイプ
　　シャフト方式とし、メンテナンスや将来更新の容易性を確保

近畿大学が平成25年度入試から実施している、地球に優しく、受験
生の経済的な負担も減らす、エコロジーでエコノミーなインターネット出願
「近大エコ出願」が、第10回エコプロダクツ大賞「エコサービス部門」の
環境大臣賞を受賞しました。大学がエコプロダクツ大賞を受賞するのは
初めての快挙です。
出願時における紙の願書の廃止を視野におき、平成25年度入試から

「近大エコ出願」と名付けたインターネット出願を実施してきた近畿大学
の取り組みが、受験生、高等学校、予備校などから多くの共感を得て、
平成25年(2013年)の4月には全国に先駆け、平成26年度の出願を完全
インターネット化することを決定しました。この発表以降、他大学でもイ
ンターネット出願が増加していますが、各大学がそれぞれの名称をつけ
ると受験生を混乱させる可能性があるため、本学では登録商標である
「エコ出願」の名称とロゴを、趣旨に賛同する大学に無償で貸与していま
す。本学では今後もさらに「エコ出願」を全国の大学へ広めていきたい
と考えています。

【「エコプロダクツ大賞」について】
エコプロダクツ大賞推進協議会が主催し、財務省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の後援をうけて、環境負荷の
低減に配慮したすぐれた製品・サービス（エコプロダクツ）を表彰するも
のです。エコに関する企業等の取り組みを支援し、エコプロダクツの開

医学部附属病院
新病棟 「救急災害センター」 オープン

「近大エコ出願」が
第10回エコプロダクツ大賞
「エコサービス部門」環境大臣賞を受賞!

救急外来（ER）の前には災害時トリアージスペース
を確保

高度な医療機器を配備し、さまざまな症例に対応

4階フロア中央にあるスタッフステーション

スタッフアメニティ充実のために設けられたラウンジ
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近大ニュース

発・普及の促進を図るとともに、正確な情報を消費者等に広く伝えること
を目的に、平成16年（2004年）から実施されています。 エコプロダクツ大
賞は、「エコプロダクツ部門」と「エコサービス部門」で構成され、各部門
において、特にすぐれたものには後援各省の大臣賞（大賞）が授与され
ます。また、大賞に次いですぐれたエコプロダクツには、エコプロダクツ大
賞推進協議会会長賞（優秀賞）が授与されます。
近畿大学は、平成25年（2013年）11月、「エコサービス部門」の環境大臣
賞を受賞しました。

【「近大エコ出願」について】
近畿大学は、地球環境保護の観点から出願時における将来的な紙

の願書の廃止を視野に置き、平成25年度入試から「近大エコ出願」と名
付けたインターネット出願を実施してきました。その結果、受験生、高等学
校、予備校から多くの共感を得ることができ、ネット出願件数は前年度
の3,767件から82,030件まで大幅に増加（21.8倍）、ネット出願率は全体
で64.4%、後期入試では70.0%となりました。これを受けて、平成25年4月
には全国に先駆けて、平成26年度入試の出願を完全インターネット化す
ることを決定しました。

近畿大学理工学部理学科物理学コースの堂寺 知成（どうてら とも
なり）教授らのグループは、結晶でも非晶質（アモルファス）物質でもない
第3の状態として知られる、「準結晶」を形成する仕組みを発見しました。
準結晶は、平成23年（2011年）にイスラエル工科大学のダニエル・シェヒト
マン氏が「準結晶の発見」でノーベル化学賞を受賞したことにより、その
存在を広く知られることになりました。今回堂寺教授らが発見した準結
晶形成の原理を用いることで、電子回路に替わる新技術である光回路、
または太陽電池などの開発に応用できるものと考えられます。
なお、本研究成果は、平成26年（2014年）2月3日（月）AM3:00（日本
時間）付で、世界的に最も有名な学術誌のひとつである英国科学誌ネイ
チャーに掲載されました。

【研究の概要】
固体の結晶形成については、例えばビリヤード台にぎっしり玉を並べ

ると、玉の中心は正3角形や正6角形に並ぶことが知られています。堂寺
教授らは、ビリヤード玉のような固い玉を芯としてその周りに柔らかいス
ポンジの皮をつけたような物質を並べるとどのようになるか、数値シミュ
レーションを用いて調査しました。すると、皮の厚さや玉の密度が一定の
条件を満たす時に、正10、12、18、24角形の対称性を持つ準結晶の様相

が現れたのです。本結果により、これまでその存在のみが証明されてい
た準結晶が、どのような条件において形成されるかが世界で初めて明ら
かになりました。

【今後の展望】
今回のシミュレーション結果によって、粒子の芯（コア）と皮（シェル）

の厚さの比率、ならびにコア-シェル型粒子の密度をコントロールすること
で、準結晶を自由自在に形成する可能性が示されました。
準結晶構造はフォトニックバンドギャップと呼ばれる、一定の周波数

の光が存在できない領域を持ちやすいことが知られています。分子には
自己組織化と呼ばれる、自ら秩序を持つ構造をつくる性質があります
が、この性質と組み合わせることによって、将来的には太陽電池や光回
路、バイオセンサーなどの開発に利用されることが期待されます。

近畿大学医学部附属病院では、最新鋭の手術支援ロボット"ダ・ヴィン
チ"を導入し、平成26年（2014年）2月12日（水）より稼働しました。"ダ・ヴィ
ンチ"は遠隔操作型の内視鏡下手術支援ロボットで、日本では平成24年
（2012年）4月に前立腺がんの摘出手術において初めて保険適用されて
います。国内における前立腺がんの患者数は増加の一途をたどっていま
すが、"ダ・ヴィンチ"の導入により、患者により安心で負担の軽い施術を行
うことができるようになります。

近畿大学薬学部医療薬学科公衆衛生学研究室（主宰：川﨑直人教
授）と、株式会社毛髪クリニックリーブ21 (本社：大阪市中央区、代表取締
役社長：岡村勝正氏）は、日本薬学会第134年会（2014年3月27日(木) ～
30日(日)）において、「ブロッコリースプラウトエキスによる育毛作用」の研
究成果を発表しました。
本研究では、ブロッコリースプラウトエキスが、毛髪の成長シグナルを
調節する毛乳頭細胞の分裂を促進し、遺伝子を活性化するという結果

ネイチャーに掲載！
理工学部理学科物理学コース
堂寺 知成教授らによる研究成果
－結晶でも非晶質でもない第3の状態、
　　　　　「準結晶」ができる仕組みを発見ー

医学部附属病院に
最新鋭の手術支援ロボット"ダ・ヴィンチ"を導入

近畿大学・リーブ21共同研究
ブロッコリースプラウトに育毛効果！

「エコ出願」導入時に作成し、話題となった交通広告
"宣伝からエコを実現" するため古願書を再利用して作成している

ビリヤードの珠を並べるとその中心は正３角形、正５角形に並ぶ（左図）が、
まわりにスポンジの川をつけて並べると、玉の中心は正５角形や正１０角
形の輪に並ぶ（右図）

今回のシミュレーションで
得られた18回対称性を現す
回折像

当院で導入するダ・ヴィンチの最新機種
"ダ・ヴィンチ Si サージカルシステム デュアルタイプ”

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）

10



近大ニュース

を残しました。この研究から、ブロッコリースプラウトには育毛効果が期
待できることが示唆されました。
また、2014年6月12日(木)から、ブ
ロッコリースプラウトエキスを配合
した『リーブトニック髪皇（かみお
う）すぷらうと』がリーブ21の通販
サイト「リーブ直販」にて販売開始
されました。

近畿大学と大学発ベンチャー企業の株式会社アーマリン近大（和歌
山県西牟婁郡白浜町）は、関西経済連合会と関西経済同友会が主催す
る「関西財界セミナー賞2014」において「特別賞」を受賞しました。大学
として「関西財界セミナー賞」を受賞するのは、本学が初めてです。国立
京都国際会館で開催された「第52回関西財界セミナー」では贈呈式が
行われ、塩﨑均学長が登壇して賞を受けました。

【受賞理由】
●生態の解明が進んでおらず、また、他の魚に比べ稚魚の皮膚が弱く、
　些細な刺激でパニックに陥る等の理由により困難とされてきたクロ
　マグロの完全養殖を、様 な々魚の養殖で培った経験と技術で克服し、　
　世界で初めて成功させた点。
●（株）アーマリン近大がうめきたに出店した養殖魚専門料理店は、オー
　プン当初から行列が絶えない人気店となっており、養殖魚への理
　解を深め、日本の養殖業の発展にも貢献している点。

【「関西財界セミナー賞」について】
関西経済連合会と関西経済同友会が主催し、関西において優れた技
術やビジネスモデルを持ち実践している、あるいは地域活性化に貢献し
ている企業・団体・個人等に「大賞」「特別賞」「輝く女性賞」を授与するもの
です。平成17年（2005年）に賞が設けられ、今年で第10回目となります。

平成26年（2014年）4月14日（月）、近畿大学工学部（広島県東広島市）学
部長の京極秀樹教授は、経済産業省から平成26年度「三次元造形技術を
核としたものづくり革命プログラム（次世代型産業用3Dプリンタ技術開発
及び超精密三次元造形システム技術開発）」を実施する委託先として選定
された「技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構」（近畿大学
他29者・団体による共同参加）のプロジェクトリーダーに就任しました。

このプロジェクトは、我が国のものづくり産業がグローバル市場にお
いて持続的かつ発展的な競争力を維持するため、平成26年（2014年）
度から5年間の予定で、三次元積層造形技術や金属等の粉体材料の
多様化・高機能複合化等の技術開発、鋳造技術の開発等の革新的技
術開発を行い、平成32年（2020年）にも最高水準の３Ｄプリンタの開発
をめざすものです。初年度の開発予算は約37億円で、電子ビームとレー
ザービームの両方式で進め、従来の海外製品よりも製品精度で約5倍、
造形速度で約10倍の性能を持つ製品を5000万円以内の価格になるよ
うに開発する計画です。
金属粉体の３Ｄプリンタは大半が海外製ですが、このプロジェクト

は、近畿大学の他、全て日本の企業・団体（ビーム光源メーカー、積層造
形装置メーカー、金属粉原料メーカー、航空・宇宙関連メーカー、医療機
器メーカー、自動車関連メーカーなど）で構成されます。また、大学として
参画するのは近畿大学と東北大学のみです。
近畿大学は、広島キャンパスにある次世代基盤議技術研究所（広島県
東広島市）を装置開発のための研究拠点とし、企業とともにレーザービーム
積層造形装置の基盤技術開発にあたります。
また今回のプロジェクトにより、材料価格の低減、メンテナンス対応、
設計ノウハウの流出防止が可能になるものと考え、３Ｄプリンタ関連の
知的財産権や国際標準化への対応、人材育成にも取り組みます。

近畿大学と大阪ガスエンジニアリング株式会社（本社：大阪市中央
区）は、パーム椰子(やし)原料「バイオコークス」の海外における生産実
証の導入試験を開始しました。
この試験では、海外で廃棄されている未利用のパーム椰子が、従来の
国内生産と比べて原料の調達が容易で、原料価格も安いため、大幅な
製造原価の削減が期待できるとされており、海外での製造試験は、国内
の事業者及び大学としては初めてとなります。また、本導入試験では、
パームバイオマスの用途拡大、バイオマス燃料による環境改革を推進す
る事業として、マレーシア投資開発庁からも期待されています。

近畿大学の「クロマグロの完全養殖」が、「2013年日経優秀製品・サー
ビス賞 日経産業新聞創刊40周年記念特別賞」を受賞しました。
本学が受賞した「日経産業新聞創刊40周年記念特別賞」には6点が

選ばれ、スタジオジブリ、イオン、セブン＆アイ・ホールディングスといった
日本を代表する有名企業とならんで大学では唯一の受賞となりました。

大学初！ 近畿大学と（株）アーマリン近大が
「関西財界セミナー賞2014特別賞」を受賞

経済産業省・産業用３Ｄプリンタ開発の
国家プロジェクトで工学部長
京極秀樹教授がプロジェクトリーダーに就任

近畿大学×大阪ガスエンジニアリング株式会社
マレーシアで、パーム椰子原料「バイオコークス」の 
生産導入試験を開始

「クロマグロの完全養殖」が
2013年日経優秀製品・サービス賞
日経産業新聞創刊40周年記念特別賞を受賞！

壇上で謝辞を述べる
塩﨑均学長

バイオコークス
連続製造試作１号機

ブロッコリースプラウト
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審査委員の方からは、「これからの水産業の在り方を示唆する。大学が
受賞することも珍しい。国内の大学の存在感も変わってくるのだろう」と
いう評価をいただきました。当日は、ホテルオークラ東京で表彰式が行
われ、塩﨑均学長が登壇して表彰を受けました。その後に行われた
パーティーでは、今回の受賞理由である世界初の完全養殖クロマグロ
「近大マグロ」が振舞われました。

近畿大学生物理工学部医用工学科では、平成26年（2014年）3月2日
に行われた第27回臨床工学技士国家試験において、卒業第1期生とな
る41人の学生が受験し、合格率95.1％（合格者39人）を達成しました。こ
れは全国平均の合格率78.8%（受験者2,784人、合格者2,195人）を大き
く上回っており、臨床工学技士の養成コースをもつ学校のうち4年制大
学では関西2府4県にて1位となりました。
今年、国家試験に合格した39人の学生のうち、病院への就職を希望

した31人は近畿大学医学部附属病院をはじめ、和歌山県立医科大学附
属病院、東京女子医科大学など全国各地で勤務しています。ほかには、
医療機器関連企業への就職した学生や、さらなる高い技術と知識を修
得するため大学院に進学した者もいます。今後も医療分野において、多く
の卒業生が活躍することが期待されます。

近畿大学は、平成26年（2014年）4月5日（土）東大阪キャンパスにて、
約7000人の新入生が出席して「平成26年度入学式」を挙行しました。 
本学では、すべての新入生が入学を前向きにとらえ、気持ちを新たに充
実した大学生活の第一歩を踏み出すことができるよう、毎年、入学式の
枠にとらわれない趣向を凝らした式典を行っています。
今年は、近畿大学附属高校および本学の卒業生（平成3年商経〈現

経営〉学部卒）である音楽家・エンターテインメントプロデューサーの
つんく♂さんにプロデュースを依頼して、「Breakthrough!」（突破・躍進）
をテーマに、斬新な企画を多数用意し、入学式を実施いたしました。

ロンドン五輪競泳銅メダリストの寺川綾さん（平成19年法学部卒）ら
卒業生３人が司会を務めました。
式は、この日のために結成された女子学生ユニット「KINDAI　
GIRLS」のダンスパフォーマンスで開式。応援部や吹奏楽部も、つんく♂
さんがビッグバンド風にアレンジした「近大節」で華やかに新入生約7千
人の門出を祝いました。

近畿大学薬学部医療薬学科の多賀淳准教授と山本哲志助教を
中心とするグループが技術協力して開発された、スッポンコラーゲン
を使った化粧品の第２弾「クロモンモイスチャーローション」が、
平成26年（2014年）5月26日に大阪黒門市場発のコスメブランド・クロモ
ンコスメティックから発売されました。
平成25年10月に発売された第1弾「クロモンジェル美容液」は、静岡

県立焼津水産高等学校の生徒が育てたスッポンをもとに、近畿大学薬
学部が純度の高いコラーゲンを抽出・精製する技術を提供して開発さ
れたものです。大阪黒門市場発のコスメブランドから発売されるという
産学連携の取り組みが話題となり、5,000 個以上を販売する人気商品と
なりました。
第2弾となる「クロモン モイスチャーロー

ション」は、さらに共同研究を進め、「クロ
モンジェル美容液」に配合された高純度
スッポンコラーゲンだけでなく、それを加
水分解して分子を約1/100にまで小さく
した“スッポンコラーゲンペプチド”を配合し
た化粧水です。さらに、ヒト型天然フリー
セラミドや天然精油、ブルガリア産ダマス
クローズオイルも配合し、皮膚の水分を保
ち、肌にはりとうるおいを与えます。

近畿大学生物理工学部医用工学科卒業第1期生
第27回臨床工学技士国家試験
合格率95.1％を達成
～関西の4年制大学で合格率1位に～

ＯＢ・つんく♂さんがプロデュース！
平成26年度近畿大学入学式

近畿大学×焼津水産高等学校×（株）クロモンコスメティック

高純度スッポンコラーゲン化粧品第2弾 誕生！
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近畿大学は、平成26年（2014年）4月、東大阪キャンパス内に「心理臨
床・教育相談センター」を開設し、大学院総合文化研究科心理学専攻の
臨床心理学コースで学ぶ大学院生の実習教育の場として、学外の来談
者に対する臨床心理相談業務を開始しました。大学院生が学外の方の
相談を受けることで、実践的な教育・研究の場としてはもちろん、研究の
場としてはもちろん、研究を社会に還元する社会貢献の場としても活用
したいと考えています。

【開設時間・料金等】
■開設時間 ： 火、水、木（祝日休） 10：00 ～12：00・13：30 ～16：00
■場　　所 ： 近畿大学東大阪キャンパス内
■申込方法 ： 電話による完全予約制
　　　　　　受付時間 ： 9：00 ～12：00・13：00 ～17：00
　　　　　　TEL（06）4307－3105（心理臨床･教育相談センター）
■相談料金  
個人面接 ………… 3,000円（初回90分前後、2回目以降50分前後）
グループ ………… 1人につき1,000円（50分前後）
心理・発達検査 … 3,000円
キャンセル料 …… 1,000円（当日の場合）
文書料 …………… 1,000円（1通につき）

平成28年（2016年）4月、第14番目の学部として、東大阪キャンパスに
新たに「外国語・国際系学部(名称未定)」の開設を構想しています。全世
界でビジネスパーソンへの高度な語学学習を提供するベルリッツコーポ
レーション（ベネッセグループ）との連携協力に基づき、さらなるグロー
バル人材の育成を目指します。なお、近畿大学が新たな学部を開設する
のは、平成23年（2011年）開設の建築学部以来5年ぶりとなります。
さらに、外国語・国際系学部（名称未定）の開設を機に、本学のグロー
バル化への取り組みを示すため、平成28年（2016）4月から大学英語名
称を「KINDAI UNIVERSITY」へ変更することにしました。

学部概要（予定）
■名　　称 ： 外国語・国際系学部（名称未定）
■開設時期 ： 平成28年（2016年）4月
■開設場所 ： 近畿大学東大阪キャンパス（東大阪市小若江3-4-1）
■入学定員 ： 500人想定
■学科構成 ： 未定

近畿大学生物理工学部人間工学科人間支援ロボット研究室の北山
一郎准教授と中川秀夫准教授が、呼気だけでパソコンのマウスを全方
向に動かせる世界初の「呼気マウス」を開発いたしました。
呼気は人間が自分の意志で制御できる最後の機能の一つであるた

め、この呼気をコントロールすることで、コンピュータの入力を可能にする
入力装置の開発は障がい者にとって非常に便利なツールとなっています。
今回の「呼気マウス」は呼気の「強く吹く/弱く吹く/強く吸う/弱く吸う」

という４種類の呼気にマウスを対応させ、呼気量により入力装置を多チャ
ンネル化することにより上下左右の動きの制御ができるようになり、その
呼気の制御をパソコンに入力できる装置（呼気マウス）を開発することで、
パソコン上のマウスカーソルを上下左右自由に動かせるようになりました。
また、マウスの右クリックと左クリックも、呼気の時間と強さ設定すること
で実現しています。これらにより、パソコン上に示されたメニューを選択で
きるだけでなく、パソコンのOSに入っているスクリーンキーボードを使用
し、文字を任意に選択する文字入力も可能となりました。
この呼気マウスを使用することで重度障がい者が、ソーシャルネット
ワーキング・サービスを利用することも可能となり、他者とのコミュニケー
ションが図れ、障がい者の生活の質の向上に大きく寄与するものと思われ
ます。商品化については、企業等とのコラボレーションにより実用化を実現
させていきたいと考えています。
本研究は四肢に障害を有する"重度障がい者がロボットに指示を与え

る入力システムを開発する"ことを目的に実施いたしました。最終的には頸
椎が損傷されるあるいは筋委縮性側索硬化症（ALS）を発症するなどの
重度障がい者を支援する半自立型のロボットの開発を最終目的に研究
を継続していきます。

「臨床心理士」をめざす大学院生のための
実習教育の場 心理臨床・教育相談センターを開設

14番目の新学部「外国語・国際系学部」開設構想
ベルリッツコーポレーションと連携協力

重度障がい者もパソコンを自在に使える! 
世界初の"呼気マウス"を開発

記者会見にて握手を交
わす塩﨑均学長（左）と
ベルリッツコーポレーション
取締役社長、CEOのマー
ク・ハリス氏（右） ※KINDAI NEWSは近畿大学ホームページからの転載です。一部当時の情報を含みます。

吸気マスクで画面上のカーソルを動かしている様子。
上下左右の移動は息の強弱と吸う、吹く、の組み合わせで、
右クリック・左クリックは短く強く吸う、吹く、で操作できる。
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近畿大学のグループは、                     です。
以下のステップで登録してください。

                     グループに参加して、
近畿大学の卒業生や関係者との交流を深めよう！
社会人として活躍するうえで、重要な要素の一つが「人脈」です。近畿大学では、卒業生の皆さんがより広く強い人脈を構築できるよう、
facebookグループ「KINKI UNIV」を運営しています。近畿大学の在学生・卒業生・教職員で構成されるグループで、大学の最新情報や
校友会、卒業生の近況に関する情報を発信・交換することが可能です。リアルタイムで情報発信が行われるので、最新の情報をより詳し
く受け取ることができます。卒業生同士の情報交換や、最新情報の共有、イベント告知などにも活用されています。近畿大学facebook
グループ「KINKI UNIV」を活用してください！

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、携帯電話からも登録可能です。

facebookに登録していない方は、先にアカウント登録を行ってください。（登録方法は下記をご覧ください。）

facebookの検索窓から、「KINKI UNIV」を検索。
登録の際は出身大学欄に「近畿大学」と入力してください。STEP-1

「KINKI UNIV」ページの『グループへの参加を希望』をクリック！STEP-2

グループメンバー登録完了の確認メッセージが届けば登録完了です。STEP-3

facebook等のソーシャルネットワークサービスに投稿される場合は、自己の責任において下記の点などに十分注意してください。

●違法な行為や、法律に触れる内容の投稿をしないでください。　
●著作権や肖像権の正しい取り扱いに注意してください。
●個人を侮辱したり、民族や外国を蔑視するなど、特定の個人や集団に対して、攻撃的、差別的に受け止められるような発言は避けてください。
●近畿大学におけるソーシャルメディア利用のためのガイドラインをホームページに掲載していますので、ぜひご参照ください。

◆なりすまし・アカウントの乗っ取りにご注意！
友人や知人になりすました友達申請が相次いでいます。姓名が同じであっても写真が違ったり、キャラクターである場合は特に注意です。なりすましアカウントを承認すると、友人
などの情報が盗まれることや、友人へのリクエストなど被害が拡大したり、万が一、３名以上のなりすましアカウントを承認してしまうと、アカウントが乗っ取られてしまう可能性が
ありますのでご注意ください。

このようなトラブルを回避するには、友達申請の承認を慎重に行ってください。
友人の名前、プロフィール写真、性別、共通の友人などおかしなところはないか慎重に確認し、不審な場合には、承認しないようにしましょう。

登録しよう！ 登録の際には、出身大学欄に「近畿大学」と入力してください。

http://www.facebook.com
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【第64回 関西学生柔道優勝大会】
団体戦 準優勝

【第22回 関西学生女子柔道優勝大会】
団体戦 3位

5月25日にベイコム総合体育館にて第64回関西学生柔
道優勝大会が開催されました。
近畿大学体育会柔道部が出場しました。2回戦まで立命
館大、龍谷大に勝利しましたが、惜しくも決勝戦で天理大に
敗れ、準優勝の成績を収めました。

5月25日にベイコム総合体育館にて第22回関西学生女
子柔道優勝大会が開催されました。近畿大学体育会女子
柔道部が出場し、団体戦3位の成績を収めました。

Judo

柔道部

【第88回 西日本学生相撲選手権大会】
団体戦 ４連覇
個人戦 優勝
６月１日に堺市大浜公園相撲場で開催された
第88回西日本学生相撲選手権大会に近畿大学
体育会相撲部が出場し、団体戦優勝（4連覇）お
よび個人戦優勝の成績を収めました。
団体戦　優勝（４連覇）
個人戦　優勝 玉木 一嗣磨（経営3年）

Sumo

相撲部
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【第58回 関西学生弓道選手権大会】
個人アベック 優勝

5 月24 日、25 日にグリーンアリーナ神戸にて第58 回 関
西学生弓道選手権大会が開催されました。近畿大学体育会
弓道部が出場し、以下の成績を収めました。

男子　優勝 　　渡邉 和哉（法2年）
　　　準優勝　 黒川 秀斗（法3年）　
女子　優勝　 　坂本 望（法2年）

Japanese archery

弓道部

【平成26年度 西日本学生レスリング 
新人選手権大会】
フリースタイル97kg級 優勝
グレコローマン98kg級 準優勝
フリースタイル66kg級 ３位

７月５日・６日、堺市立金岡公園体育館において、平成26年度
西日本学生レスリング新人選手権大会が開催されました。久
保遼馬選手（法2年）がフリースタイル97kg級にて優勝、 
グレコローマンスタイル98kg級にて準優勝を収めました。

Wrestling

レスリング部
【ジャパンオープン2014】
坂田怜央選手が
100ｍ自由形で優勝

6 月19 日～22 日まで東京辰巳国際水泳場において、ジャ
パンオープン2014 が開催されました。近畿大学体育会水上
競技部が出場し、以下の成績を収めました。ご声援ありがとう
ございました。

坂田 怜央（法1年）
優勝　100メートル自由形
2位　200メートル自由形
3位　200メートル個人メドレー

Swimming

水上競技部
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【第1回 ワールドカップ上海大会】
男子 個人・団体優勝
女子 団体3位  

【第53回 全日本学生アーチェリー男子王座決定戦】
【第49回 全日本女子学生アーチェリー王座決定戦】
男子 優勝
女子 ３位

４月２０日～４月２８日の間、上海において第１回ワールドカップ
上海大会が開催されました。近畿大学体育会洋弓部の学生と卒
業生が出場し、以下の成績を収めました。
男子　個人　優勝	 菊地	栄樹（エディオン・近大卒）
　　　団体　１位	 古川	高晴（近畿大学職員・近大卒）
	 	 	 菊地	栄樹（エディオン・近大卒）
	 	 	 大田	昌平（エディオン・近大卒）
女子　団体　３位	 加藤	綾乃（経営4年）

6月21日・22日にヤマハリゾートつま恋多目的広場において、第
53回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦、第49回全日本女
子学生アーチェリー王座決定戦が開催されました。近畿大学洋弓
部が出場し、以下の成績を収めました。
男子　優勝	 岩田	歩（経営４年）
	 	 尾﨑	寛人（経営３年）
	 	 山本	和樹（経営２年）
	 	 鬼山	直也（経営１年）
　　
女子　３位	 加藤	彩乃（経営４年）
	 	 川渕	真弓（経営４年）
	 	 杉林	りな（経営３年）
	 	 杉本	智美（経営２年）

Archery

洋弓部

写真提供：レオプランニング 小松 克守 氏
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【第83回 関西学生卓球選手権大会】
ダブルス・シングルスともに優勝

Tabletennis

卓球部

【第40回 西日本バレーボール 
男子選手権大会】
２位 入賞

6月26日～29日に広島県立総合体育館において、第40回西
日本バレーボール男子選手権大会が開催されました。近畿大学
体育会バレーボール部が出場し、２位の成績を収めました。 
ご声援ありがとうございました。

Volleyball

バレーボール部
【第64回 西日本学生 
バスケットボール選手権大会】
大会2連覇！

５月２５日～６月１日に開催された第６４回西日本学生バ
スケットボール選手権大会において、近畿大学体育会バス
ケットボール部が出場し、優勝しました。昨年に続く優勝と
なりました。

Basketball

バスケットボール部

５月３０日～６月１日まで宝塚市立スポーツセンター総合
体育館において第８３回関西学生卓球選手権大会が開催
されました。近畿大学体育会卓球部が出場し、女子ダブルス・
シングルスともに優勝を果たしました。

女子ダブルス　優勝
　 笑利（経営３年）・辻原 麻希（経営３年）ペア
女子シングルス　優勝
　 笑利（経営３年）
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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！
　キャリアセンターにはOB・OGの採用担当者の方がたくさん来校されます。卒業年度が近かったり、学部が同じだと、当時の

大学のことや先生のことで話が盛り上がります。近畿大学が他校より優れているところはアットホームで仲間意識の形成が強

いところだと思っています。そういった学生生活で培った想いや意識の持ち方の勉強（勉学ではない）が実は社会生活では最

も大切だということを多くの方はご承知だと思います。あの先輩から頼まれたらイヤとは言えない！あいつががんばっているから

協力してやろう！こういったDNAが近畿大学を大きく成長させてきたのではないでしょうか。

　近年、様々な分野で大学評価がなされていますが卒業生が社会でがんばっていただいていることが近畿大学が最も大切に

する評価であることは間違いありません。グローバル化が進む厳しい競争社会の中に近畿大学は毎年多くの学生を送り出し

ています。キャリアセンターでは、学生たちが自分が活躍できる企業と巡り合う縁を大切にしたいと考えています。

キャリアセンター事務部長 （昭和53年 理工学部 機械工学科卒）本荘 栄二

　就職支援サークル『ASK』（就職活動を終えた４年生で

結成）が中心となって3年生を支援。

ASK（アスク）という名前の由来： Advice and Sharing 

Knowledge about Job Hunting の略で、就職活動に

ついてのアドバイスを行ったり、知っている情報を共有する

こと、また、気軽になんでも尋ねて（訪ねて）ほしいという意

味を込めて、一期生が名付けました。

ASK

　大学の総力をあげて学生を支援しているということを学

生達に浸透させ、就職活動への意識を高め、スムーズなス

タートを切るきっかけとして実施しています。会場全体で就

職活動へのムードが高まる中、決意表明のために鉢巻きを

巻いて全員で掛け声を上げた一部の後、二部では企業毎

にブースを設けた会場でOB・OG訪問を実施しています。

就職活動決起大会

　学生が企業に取材訪問を行い、地域ニュースの記事を

作成する過程において職業観や様々な社会人基礎力の

体得を目的としています。平成26年度は大阪モノづくり観

光推進協会の協力を得て地域との交流を深め、地元企業

との連携を強化しています。

就業力強化プログラム

アイシン精機株式会社
アイリスオーヤマ株式会社
アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
尼崎信用金庫
尼崎市役所
イオンリテール株式会社
イズミヤ株式会社
株式会社一条工務店
株式会社伊藤園
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エクセディ
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ＳＭＢＣフレンド証券株式会社
エスフーズ株式会社
株式会社エディオン
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
大阪厚生信用金庫
大阪市教育委員会
大阪市交通局
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
株式会社奥村組
奥村組土木興業株式会社
花王株式会社
花王カスタマーマーケティング株式会社
株式会社香川銀行
鹿島建設株式会社
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
株式会社九電工
株式会社紀陽銀行
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

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
近畿産業信用組合
学校法人近畿大学
近畿日本ツーリスト株式会社
近畿日本鉄道株式会社

近鉄不動産株式会社
株式会社きんでん
警視庁
ＫＤＤＩ株式会社
株式会社ケーエスケー
鴻池運輸株式会社
株式会社神戸製鋼所
株式会社神戸屋
五洋建設株式会社
堺市役所
山九株式会社
ＪＦＥスチール株式会社
株式会社ジェイテクト
塩野義製薬株式会社
清水建設株式会社
十三信用金庫
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
積水ハウス株式会社
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
ゼリア新薬工業株式会社
全国農業協同組合連合会
株式会社ソフトウェア・サービス
大正製薬株式会社
ダイダン株式会社
大鉄工業株式会社
大和証券株式会社
大和ハウス工業株式会社
株式会社高島屋
タカラスタンダード株式会社
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
田辺三菱製薬株式会社
中外製薬株式会社
株式会社中電工
テルモ株式会社
東海東京証券株式会社
東海旅客鉄道株式会社
東京瓦斯株式会社
株式会社トーエネック
トヨタ自動車株式会社
名古屋鉄道株式会社
奈良県教育委員会
奈良県警察本部
株式会社南都銀行
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
株式会社日本製鋼所
日本生命保険相互会社
日本たばこ産業株式会社
日本通運株式会社
日本放送協会
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
日本郵政株式会社
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
パナソニック株式会社
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
株式会社パル
播州信用金庫
東大阪市教育委員会
日立コンシューマ・マーケティング株式会社
株式会社日立ビルシステム
株式会社百十四銀行
兵庫県警
兵庫六甲農業協同組合
株式会社広島銀行
株式会社ファミリーマート
フジッコ株式会社
フジパングループ本社株式会社
株式会社ブルボン
本田技研工業株式会社
マツダ株式会社
松原市役所
株式会社万代
三重県警
株式会社みずほ銀行
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
株式会社みなと銀行
明治安田生命保険相互会社
八尾市役所
山崎製パン株式会社
株式会社ユナイテッドアローズ
横浜冷凍株式会社
株式会社ライフコーポレーション
リコージャパン株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社ロッテ
ＹＫＫ株式会社
和歌山県教育委員会
和歌山県警

※50音順平成25年度　学部卒業生主な就職先
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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！
　キャリアセンターにはOB・OGの採用担当者の方がたくさん来校されます。卒業年度が近かったり、学部が同じだと、当時の

大学のことや先生のことで話が盛り上がります。近畿大学が他校より優れているところはアットホームで仲間意識の形成が強

いところだと思っています。そういった学生生活で培った想いや意識の持ち方の勉強（勉学ではない）が実は社会生活では最

も大切だということを多くの方はご承知だと思います。あの先輩から頼まれたらイヤとは言えない！あいつががんばっているから

協力してやろう！こういったDNAが近畿大学を大きく成長させてきたのではないでしょうか。

　近年、様々な分野で大学評価がなされていますが卒業生が社会でがんばっていただいていることが近畿大学が最も大切に

する評価であることは間違いありません。グローバル化が進む厳しい競争社会の中に近畿大学は毎年多くの学生を送り出し

ています。キャリアセンターでは、学生たちが自分が活躍できる企業と巡り合う縁を大切にしたいと考えています。

キャリアセンター事務部長 （昭和53年 理工学部 機械工学科卒）本荘 栄二

　就職支援サークル『ASK』（就職活動を終えた４年生で

結成）が中心となって3年生を支援。

ASK（アスク）という名前の由来： Advice and Sharing 

Knowledge about Job Hunting の略で、就職活動に

ついてのアドバイスを行ったり、知っている情報を共有する

こと、また、気軽になんでも尋ねて（訪ねて）ほしいという意

味を込めて、一期生が名付けました。

ASK

　大学の総力をあげて学生を支援しているということを学

生達に浸透させ、就職活動への意識を高め、スムーズなス

タートを切るきっかけとして実施しています。会場全体で就

職活動へのムードが高まる中、決意表明のために鉢巻きを

巻いて全員で掛け声を上げた一部の後、二部では企業毎

にブースを設けた会場でOB・OG訪問を実施しています。

就職活動決起大会

　学生が企業に取材訪問を行い、地域ニュースの記事を

作成する過程において職業観や様々な社会人基礎力の

体得を目的としています。平成26年度は大阪モノづくり観

光推進協会の協力を得て地域との交流を深め、地元企業

との連携を強化しています。

就業力強化プログラム

アイシン精機株式会社
アイリスオーヤマ株式会社
アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
尼崎信用金庫
尼崎市役所
イオンリテール株式会社
イズミヤ株式会社
株式会社一条工務店
株式会社伊藤園
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エクセディ
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ＳＭＢＣフレンド証券株式会社
エスフーズ株式会社
株式会社エディオン
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
大阪厚生信用金庫
大阪市教育委員会
大阪市交通局
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
株式会社奥村組
奥村組土木興業株式会社
花王株式会社
花王カスタマーマーケティング株式会社
株式会社香川銀行
鹿島建設株式会社
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
株式会社九電工
株式会社紀陽銀行
京セラドキュメントソリューションズ株式会社

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
近畿産業信用組合
学校法人近畿大学
近畿日本ツーリスト株式会社
近畿日本鉄道株式会社

近鉄不動産株式会社
株式会社きんでん
警視庁
ＫＤＤＩ株式会社
株式会社ケーエスケー
鴻池運輸株式会社
株式会社神戸製鋼所
株式会社神戸屋
五洋建設株式会社
堺市役所
山九株式会社
ＪＦＥスチール株式会社
株式会社ジェイテクト
塩野義製薬株式会社
清水建設株式会社
十三信用金庫
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
積水ハウス株式会社
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
ゼリア新薬工業株式会社
全国農業協同組合連合会
株式会社ソフトウェア・サービス
大正製薬株式会社
ダイダン株式会社
大鉄工業株式会社
大和証券株式会社
大和ハウス工業株式会社
株式会社高島屋
タカラスタンダード株式会社
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
田辺三菱製薬株式会社
中外製薬株式会社
株式会社中電工
テルモ株式会社
東海東京証券株式会社
東海旅客鉄道株式会社
東京瓦斯株式会社
株式会社トーエネック
トヨタ自動車株式会社
名古屋鉄道株式会社
奈良県教育委員会
奈良県警察本部
株式会社南都銀行
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
株式会社日本製鋼所
日本生命保険相互会社
日本たばこ産業株式会社
日本通運株式会社
日本放送協会
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
日本郵政株式会社
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
パナソニック株式会社
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
株式会社パル
播州信用金庫
東大阪市教育委員会
日立コンシューマ・マーケティング株式会社
株式会社日立ビルシステム
株式会社百十四銀行
兵庫県警
兵庫六甲農業協同組合
株式会社広島銀行
株式会社ファミリーマート
フジッコ株式会社
フジパングループ本社株式会社
株式会社ブルボン
本田技研工業株式会社
マツダ株式会社
松原市役所
株式会社万代
三重県警
株式会社みずほ銀行
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
株式会社みなと銀行
明治安田生命保険相互会社
八尾市役所
山崎製パン株式会社
株式会社ユナイテッドアローズ
横浜冷凍株式会社
株式会社ライフコーポレーション
リコージャパン株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社ロッテ
ＹＫＫ株式会社
和歌山県教育委員会
和歌山県警

※50音順平成25年度　学部卒業生主な就職先

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）
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リエゾンセンターによる産官学連携のご紹介

活動概要

活動状況を示す数値

～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、それ以降本学の建学の理念の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。

本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、本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、本学は関西の

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）も着実に増加しています。

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

（平成25年4月現在：PATOLIS検索による）

■ 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

■ 表① 特許の累計出願・登録数
（関西の私立大学）

■ グラフ③ 知的財産の実施件数
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順位 大学 出願数 登録数
1 近畿大 578 195
2 立命館大 474 147
3 同志社大 428 156
4 関西大 264 85
5 龍谷大 117 11
6 関西学院大 86 29
7 甲南大 24 3
8 京都産業大 22 6
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リエゾンセンターによる産官学連携のご紹介

新たな活動の例

最近の産官学研究成果の例

産業界との連携活動を更に充実させるために、新しい取組みも始めています。東大阪キャンパス（大学本部）の位置するモノ

づくりの町、東大阪の中小企業の皆様が気軽に大学に相談に来ていただけるように、平成25年4月から構内の喫茶店の一部に

「近大リエゾンカフェ」を開設しました。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、今年度からは、近畿大学東京センターの移転・リニューアルオープンにより、さらに相談面

談等の利便性を高めました。

アロマオイル
KIOKU plus
（アットアロマ株式会社）

近大リエゾンカフェ（店内風景）

自然素材の健康食品
「近大サプリ」シリーズ商品

（株式会社ア・ファーマ近大）

リエゾンセンター東京オフィス開設記念
研究シーズ発表会の様子

クロモンジェル美容液
SU-01

（株式会社クロモンコスメティック）

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

● 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）
〒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

WireCOLOR
（日本化線株式会社）

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）
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各種案内

最先端の画像診断装置を駆使し、がんや
認知症の早期発見・早期治療に貢献

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

医学附属病院高度先端医療センターPET診断部門に、

PET（陽電子断層撮影）装置が2005年10月に大阪南部とし

ては初めて導入されて、がんの早期発見を目指した検診やが

んの進行度診断などの診療に活躍してきました（図1）。昨年

の10月に、従来のPET診断部門が高度先端総合医療セン

ターPET分子イメージング部として組織変更されました。PET

分子イメージング部は、内容としては、従来よりのPET画像診

療を行う検査部として変わりはありませんが、新しい部長に医

学部附属病院の放射線診断科長・中央放射線部長の村上

卓道主任教授が就任しました。従来のPET分子イメージング

部のスタッフに、医学部附属病院放射線診断科に所属する

多くの放射線診断専門医・核医学専門医・診療放射線技師・

看護師などの優秀なマンパワーや、中央放射線部の世界最

高レベルのCT、MRI、血管造影装置などのハードパワーが

連携し、PET診療の更なるレベル向上が図られました。

癌診療におけるPET検査としては、医学部附属病院のみ

ならず、近隣の病院、診療所からの病々連携、病診連携を更

に充実させ、地域の基幹病院としてのがん診断の役割を

担っています。

PETによる癌検診に関しては、受診者の方々により利用し

て頂きやすいように

検診のコースをニー

ズに合わせて整理

しました。また、検診

時に異常などが疑

われた場合は、医学

部附属病院の各専

門診療科の専門医

にスムーズに精査・

加療を受けていた

だけるように紹介体

制を整えています。

（図2）

またPET分子イメージング部では近年、高齢化社会の進

む日本で問題となっています認知症の早期診断の為の脳

PET診療も始めました。認知症は早期に発見して治療を行

えば、進行速度を遅くできるとの報告があり、癌と同じく早期発

見・早期治療が重要とされています。従来の脳FDG-PET画

像による認知症の早期診断能力の高さは従来より報告され

ていますが、PET分子イメージング部では、アルツハイマー型

認知症で脳に特異的にたまると言われているアミロイド異常

たんぱくをPETで描出する研究も始めています（図3）。この検

査法は、今迄の検査法よりもより早期にアルツハイマー型認知

症を診断できるとされており、脳FDG-PET検査を受けられた

方に研究参加を募って、希望者には無料で検査を施行して

います。

癌や認知症など、PET検査が診断に有効な疾患を早期

発見し、早期治療に結び付けるべく、PET分子イメージング

部は、大学医学部附属病院の高度先端医療施設として最

高の医療を提供できるように頑張っています。

"医学部附属病院高度先端総合医療センターPET　分子イメージング部"

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

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 ： 陽電子断層撮影）

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

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検査の特徴
短時間で、痛みや心身の負担も少ない検査方法です。

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

図3：脳アミロイドPET画像

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

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

図1：PET診療棟の外観

問い合わせ
申し込み

検査についてのご注意注
●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。

PET検査の注意点

（直通）

近畿大学 校友会 事務局
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各種案内

最先端の画像診断装置を駆使し、がんや
認知症の早期発見・早期治療に貢献

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

医学附属病院高度先端医療センターPET診断部門に、

PET（陽電子断層撮影）装置が2005年10月に大阪南部とし

ては初めて導入されて、がんの早期発見を目指した検診やが

んの進行度診断などの診療に活躍してきました（図1）。昨年

の10月に、従来のPET診断部門が高度先端総合医療セン

ターPET分子イメージング部として組織変更されました。PET

分子イメージング部は、内容としては、従来よりのPET画像診

療を行う検査部として変わりはありませんが、新しい部長に医

学部附属病院の放射線診断科長・中央放射線部長の村上

卓道主任教授が就任しました。従来のPET分子イメージング

部のスタッフに、医学部附属病院放射線診断科に所属する

多くの放射線診断専門医・核医学専門医・診療放射線技師・

看護師などの優秀なマンパワーや、中央放射線部の世界最

高レベルのCT、MRI、血管造影装置などのハードパワーが

連携し、PET診療の更なるレベル向上が図られました。

癌診療におけるPET検査としては、医学部附属病院のみ

ならず、近隣の病院、診療所からの病々連携、病診連携を更

に充実させ、地域の基幹病院としてのがん診断の役割を

担っています。

PETによる癌検診に関しては、受診者の方々により利用し

て頂きやすいように

検診のコースをニー

ズに合わせて整理

しました。また、検診

時に異常などが疑

われた場合は、医学

部附属病院の各専

門診療科の専門医
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（図2）

またPET分子イメージング部では近年、高齢化社会の進

む日本で問題となっています認知症の早期診断の為の脳

PET診療も始めました。認知症は早期に発見して治療を行

えば、進行速度を遅くできるとの報告があり、癌と同じく早期発

見・早期治療が重要とされています。従来の脳FDG-PET画

像による認知症の早期診断能力の高さは従来より報告され

ていますが、PET分子イメージング部では、アルツハイマー型

認知症で脳に特異的にたまると言われているアミロイド異常

たんぱくをPETで描出する研究も始めています（図3）。この検

査法は、今迄の検査法よりもより早期にアルツハイマー型認知

症を診断できるとされており、脳FDG-PET検査を受けられた

方に研究参加を募って、希望者には無料で検査を施行して

います。

癌や認知症など、PET検査が診断に有効な疾患を早期

発見し、早期治療に結び付けるべく、PET分子イメージング

部は、大学医学部附属病院の高度先端医療施設として最

高の医療を提供できるように頑張っています。

"医学部附属病院高度先端総合医療センターPET　分子イメージング部"

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

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 ： 陽電子断層撮影）

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

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検査の特徴
短時間で、痛みや心身の負担も少ない検査方法です。

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

図3：脳アミロイドPET画像

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

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

図1：PET診療棟の外観

問い合わせ
申し込み

検査についてのご注意注
●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。

PET検査の注意点

（直通）

近畿大学 校友会 事務局
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10大学OB対抗ゴルフ
大会参加に向けて

親交の深い岸和田・忠岡支部からのお誘
いがあり、大学OB対抗のゴルフ大会に参
加するため、今回ゴルフ部を創設いたしま
した。現在強力メンバー募集のため、本学
幹事総会を始め、東大阪市民ふれあい祭り
でも募集案内を配布し支部 PRと会員増
員、支部活動強化の展開をいたしておると
ころでございます。すでに10名を超える部
員を確保し、練習ラウンドを支部長先頭に
精力的にこなしており、朗報をご期待下さ
い。また、薬学部との協力事業「模擬患者」
も順調で学生の資質向上に大いに貢献し
ております。市民ふれあい祭りでは「化学
のふしぎ」展を継続して開催し、長岡香料
さま協賛で初出店以来続く「香料」の魅力
を体感できる催しと市民から好評を博し
ております。

さて、本年の支部総会は、昨年に続き本
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72名と広告協賛
59件をいただき一定の目標は達成できた
と自負いたしております。本部からは安井
好美会計よりご祝辞を賜り、「近畿大学は
志願者数№ 1（理系：関西地区高三生）」な
どのお話をいただきました。本学からは南
校友課長補佐にご臨席を賜りましたこと
重ねて御礼申し上げます。記念講演では模
擬患者事業で親交のある村岡修薬学部長

（アンチエイジングセンター長兼務）にお
願いし、「元気に生きる」と題しご講演を賜
り、糖尿病予防薬「サラシア」「カンカ」をご
紹介いただき、中国との新薬開発生産など
をご発表頂き、参加した人々を納得させて
戴きました。このあと、乾杯のご発声を上
田富雄顧問に頂戴し、つづいて来賓各位様
のご挨拶となり、岸和田忠岡支部の北野勝
彦支部長、北口悦司（消防局長）市役所支部
長、府議会議員の青野剛暁、市議議員の山

東大阪支部
支部長　真田 元徳
幹事長　宮﨑 利一

崎毅海・西村潤也・藤木光裕・平田正造・  
浜正幸（前職）・各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
節を現役応援団員の演舞により、万歳三唱
を平岡為次郎顧問によりそれぞれ斉唱、鼓
舞し満場の拍手喝采のうちに無事お開き
となりました。

これよりさらに 2年後の 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
諸兄方への御礼とさせて頂きます。

支部活動報告
和歌山県橋本伊都支部は市町村合併に

より先の一市四町一村が現在一市二町と
行政体が変更になり校友会員は合わせて
1434名（内訳 橋本800、高野口221、かつら
ぎ286、九度山87、高野40）の広域支部です。

支部活動も当地から、かねてより参議院
議員世耕政隆先生の選挙区であったので
引きつづき現在の世耕弘成先生の広報活
動により支部会員あげて応援活動に余念
のない展開をしている所です。

かつては、九度山 海堀氏、高野 清水氏、
かつらぎ 山本氏、高野口 玉井氏、橋本市 
井上氏、高野 露谷氏、各先輩が築いてこら
れた支部を受けつぎ、平成23年近畿大学附
属病院検査センター内藤昭智先生による
臨床検査と健康と題して講演をいただき、
総会を開催致しました。

又、その後、世耕弘成先生をお迎えし、
又、オリンピックで活躍されたメダリスト
古川高晴氏におねがいし、総会で講演をお
願いして役員の改選をさせていただき総
会を終えました。今後の課題として会員諸
兄に対する総会案内、支部活動の活性化等
提起されました。

支部連絡先 事務所長 中谷雅美氏
かつらぎ町 TEL：0736-22-0267

和歌山県橋本伊都支部
支部長　平野 一夫

第3回土地家屋調査士
支部総会報告

平成25年10月12日（土）、土地家屋調査士
支部（愛称：近調図）の第3回支部総会が開
催されました。会場は、あの「近畿大学水産
研究所」。17時のオープン前から行列がで
きるほどの盛況ぶりでした。

支部会員9名の他、校友会本部から田中
誠太副会長と校友課の上原真一様にご臨
席賜り、アットホームな雰囲気で総会がス
タートしました。

支部長挨拶、校歌斉唱、来賓のご祝辞を頂
戴した後、議案審議に入りました。第1号議
案：事業報告及び収支決算、第2号議案：事業
計画及び収支予算、第3号議案：役員選任の
件、第4号議案：会則変更の件、の全てについ
て議案通り承認可決されました。

総会終了後、懇親会に移行し、近大マグ
ロ等美味しい魚料理に舌鼓を打ちながら、
楽しく有意義な時を過ごしました。

当初は20名でスタートした土地家屋調
査士支部ですが、本年7月1日にはメンバー
が 30名になりました。今後も、年に1回の
支部総会＆懇親会を開催し、親睦を深めて
いきたいと考えております。

なお、当支部は地域の制限を設けており
ません。全国の土地家屋調査士の皆さん、
是非、仲間になってください。今後とも「近
調図」を宜しくお願い致します。

ブログ http://kouyu-chosashi.seesaa.net/
連絡先 090-3975-5192
wada@e-souzoku.com　和田清人

土地家屋調査士支部
支部長　和田 清人支部だより
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2013年研修旅行の 
思い出

昨年の10月9日（土）～10日（日）にかけて、
総勢10名で神戸・三宮よりミニバン2台に
て出発、一路目的地の兵庫県湯村温泉のゆ
かいリゾート・三好屋へと向かいました。
途中、竹田城を山裾より見上げ、その後ハ
チ北高原の海抜700ｍにある私の山荘で休
憩し、日本百名瀑の猿尾滝に立ち寄り、滝
壺まで行き見上げると70ｍあり素晴らし
い迫力を体感したあと、約4時間ほどでホ
テルに到着しました。ホテルは、夢千代日
記で有名な湯村温泉の中にあり泉源温度
は98℃の高温でかけ流しの露天風呂で最
高の気分でした。

例年の如く、温泉入浴組とカラオケ組に
分かれ日ごろの疲れをリフレッシュし、そ
の後カラオケ組に合流、たっぷり歌い終え
るとすぐにレストランにて夕食・懇親会に
入り、常任顧問の横田馨先輩による乾杯の
ご発声のあと美味しいお料理とお酒を頂
き、あっという間に2時間が過ぎました。続
いて二次会はホテル内の部屋に移り、楽し
い語らいや記念写真やらで夜更けまで大
いに盛り上がりました。

翌日は、生憎と雨になりましたが、出石
へと向かい着いたときには運がよく晴れ
間が出て出石城の前で記念写真を撮るこ
とができました。その後、昼食タイムに入
り出石皿そばと地ビールで舌鼓を打ち、満
腹になりました。10名とも無事に神戸へ戻
ることができ、素晴らしい研修旅行となり
ました。来年の研修旅行にも元気に結集し
ようと誓いあい自由解散と致しました。

神戸支部
常任顧問　春本 佳和

（商 S44卒）

母校の発展は我々校
友会の固い結束と愛
校心にある

母校近大は新聞、ＴＶなどで報道されま
したように昨年明治、早稲田を抜き去る人
気度で全国№1の受験者数でありました。
これも従来からお知らせいたしておりま
すように、ここ数年の現役学生ばかりでな
く教職員が一丸となって教育水準の向上、
教育内容や諸設備、教育環境の充実に努力
した結果です。

これにともない名実共に№ 1の大学と
評価されるためには卒業生であるＯＢ（校友）
の存在と社会への貢献活動と同時に大学
への愛校心が必要とされると考えます。 
しかしながら、現実の問題として愛校心や
校友会への求心力に陰りが見えませんで
しょうか？

私達静岡県支部においても年1回の定期
総会の開催時の参加者数ばかりでなく登
録される校友の数の微増か減少かが問題
視される事態は全国の支部長会でも、ここ
数年話題になり、多くの支部でも同様の悩
みを抱え、なかなか打開策が講じられてい
ないのが現状であります。

静岡県支部は発足当初から"近畿大学こ
こに在り”を旗印に大学から毎年各学科の
教授をお招きいたし"静岡県民、市民公開
講座”を独自に企画、運営いたし、他の多く
の先輩支部とは異なる総会を開催してま
いりましたが、最近多くの支部でも同様の
講座が開催されるようになり喜んでおり
ます。しかし、他の支部との交流のなかで
支部総会の実施についてなど意見を交換
いたしますが、なかなか現状を打破する施
策がみあたらず、例年同様の総会を開催せ
ざるを得ない状況であり、将来への展望が
描かれないのが悩みであります。

このままの状況が続きますと休眠支部、
冬眠支部へ転落してしまい再興すること
が非常に困難であることを見聞きいたし、
危惧いたしております。

静岡支部におきましても、どうにか存続
させるべく努力を支部役員が一丸となり
企画運営いたしておりますが、このままの
状況が続きますと"この先どうなることや
ら？”の心境になりかねません。

静岡県支部
支部長　杉村 博介

しかしながら、OBの校友会支部への参
加協力意識の高揚と大学への求心力をい
かに高めるかが課題であり、昨年の校友会
幹事会総会で”ホームカミングデー” の開
催を強く提唱、要望いたしましたところ、
半年後のオープンキャンパスの日に同時
開催で第 1回目にもかかわらず通常校友
会全国総会以上の参加者でOBとその家族
で大学構内が賑わいました。これは後輩で
あり大学に勤務する校友課担当の職員が
総出で企画、運営いたした結果であり、彼
らの若きパワーと愛校心に感嘆した次第
です。

さて、今年の開催はどんな内容になるの
でしょうか？非常に楽しみに若き後輩の
校友課の職員の活躍と企画力に期待して
参加したいと同窓生に声をかけておりま
す。是非、大学を訪問し、卒業した当時から
の変貌した構内と現役学生の勉学心など
を眼にして、全国№1の大学を確認してみ
ませんか。

さて、このような変革進歩いたしており
ます背景から従来の会報からホームペー
ジを新設いたします。従来の会報では配布
された校友のみ校友会活動の一年間の結
果の報告を知ることと、大学や校友会の現
状の一部を共有するだけの媒体でしかあ
りませんでした。今後は静岡県に在住する
校友ばかりでなく静岡県出身者のOB全員
にいろいろな大学の現況や県校友会の案
内などをタイムリーにお知らせが出来る
手段となるよう研究いたしております。こ
の紙面を借りまして全国の校友の皆様の
さらなるご指導、ご理解、ご協力をお願い
する次第です。

なお、幅広く多くの校友が参加できるよ
うに明るく、楽しい、アットホームなコー
ナーも設置いたします。例えば、求人、求職
コーナー、地域のお祭り、飲食店、名所、話
題などの紹介コーナー、卒後研修、国際交
流、ゴルフをはじめとする趣味のお誘い
コーナーなどなどを考えております。

尚、プレオープン中ですが "校歌・近大
節、近大の唄"を歌詞だけでなく画像で見
れるように作成いたしております。一度
ホームページを覗いて学生時代に戻って
みませんか？

アドレス＊www.kindai-koyu .com です。
訪問を心待ちにいたしております。

話題が変わりますが校友会所属の学部
同窓会である通信教育学部の"梅友会静岡"
が創立 20周年を迎えました。校友会発足
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当時から梅友会の皆様には県支部の設立
に多大な協力とご尽力をしていただき 
東海 4県の校友会が今日まで存続いたし
ております功労者と評しても過言ではあ
りません。この事実は周知ですので心から
感謝いたしている次第です。さらに、卒業
生の減少のなか更なる発展と活躍できる 
環境のため、今後は大学校友会本来の下部
組織員として学部同窓会として独自の 
活動が継続できますように協力、援助いた
してまいります。さらなる発展を願ってお
ります。

この機会に県におきましても学部校友
会（同窓会）の発足を願うばかりでなく、卒
業同期の同窓会が出来ることが校友会の
結束の1つとなることと信じております。

近畿大学創学100年が近づいてきまし
たが、どのように社会からオール近大が評
価されるのでしょうか。

失われ消えつつある愛校心を "燃えたぎ
る愛校心"で昇華しよう。

近畿大学校友会 静岡県支部
支部長 杉村 博介
E-mail：sugimura@shizuoka.kindai-koyu.com

二年目の支部活動
近畿大学校友会の会員の皆様には益  々

ご健勝、ご活躍のこととお慶び申し上げます。
神奈川県支部もまもなく設立して２年

になろうとしています。日常は連絡のとれ
る会員の中で情報交換などの交流を行っ
てきました。その中で5月24日には神奈川
県の中央にあり、丹沢大山国定公園に属し
ている大山で「大山豆腐を楽しむ会」を催
しました。大山は古くから山岳信仰の場と
して知られてきましたし、古典落語にも

「大山詣り」として演じられてきました。こ
の大山では良質の水を使った豆腐料理が
昔から有名でしたが、なかなかそれを食す
るチャンスはありませんでしたので、今回
が私にとっても初体験となりました。小笠
原旅館という歴史のあるお店の二階で川
の流れを耳にしながら豆腐のコース料理
に舌鼓をうち、県内各地からの会員と楽し
いひとときを過ごすことができました。

話は前後しますが、4月に横浜で水産研
究所の宮下所長の講演を聴く機会があり、

神奈川県支部
支部長　髙原 和生

支部の役員4名も参加しました。その時の
ことが元になって、奄美大島のマグロの実
験場も見学したいという声も出てきまし
た。大学の研究活動を理解するとともに、
支部の日常の活動の発展としてこのよう
な声が実現出来れば共通体験を通して会
員相互のより深まりのある交流につなが
るものと考えています。今後も校友の皆様
との親睦を図れるような企画を役員一同
で考えていきたいと思います。

関係各位の皆様にはこれからもご指導
ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

支部活動報告
◆設立20周年記念総会の開催

平成 5年に設立した校友会石川県支部も 
20年を迎え、昨年10月25日、金沢ニューグラ
ンドホテルにて記念総会を開催しました。

総会参加者が近年40～50人前後と低迷し
ていた中、本学校友課や隣県の富山県支部、
福井県支部の方々からご指導ご協力をいた
だき、10名の新人会員を含め総勢80名を超え
る人数となり、20年の節目にふさわしい記念
総会となりました。関係の皆様には紙上をお
借りして改めてお礼申し上げます。

総会に先立ち、支部設立に尽力した米岡三
良初代支部長が校友会亀岡会長名の感謝状
をいただきました。

総会後の講演会では、当支部会員で薬学部
と医学部を卒業された粟津神経サナトリュ
ウム副院長の秋山典子先生による「いきいき
と生きる」と題したご高話を拝聴し、懇親会
では「津軽三味線二人弾き」や「管楽器四重
奏」、女性マジシャンによるショーなど視聴し
ながら、酒を酌み交わしました。

石川県支部
支部長　広野 照雄
（理工 S49卒）

◆加賀ブロック交流会の開催
2月22日（土）山中温泉の旅館「お花見久

衛兵」において、支部の加賀ブロック交流
会を開催しました。

地区別の交流会は、金沢での総会に参加
できなかった校友のためにと毎年開催し
ているのですが、前年に記念総会が開催さ
れたことから、今年の参加者が少なく感じ
ました。

それでも2名の新人の参加もあり、昔 話に
花を咲かせ楽しいひと時を過ごしました。

◆有名大学交流ゴルフ大会の開催

3月29日（土）ゴルフクラブ・ツインフィールズ
において、石川県下における全国有名大学
OBを対象とした「第17回全国有名大学OB
対抗ゴルフ大会」が開催されました。

今年は20の大学から112名が参加し、熱
戦を繰り広げ好プレー珍プレーを展開し
たのですが、その結果、1位明治、2位慶応、 
3位金沢工大、4位東京理科、5位中央で、我
が母校は健闘むなしく14位に終わりました。

設立２３年目を迎える
にあたって

福井県支部は1992年（平成4年）2月、有志
17名で準備委員会を立ち上げ、設立準備に
当たってきました。当時の県内校友数は約
3,500名、設立趣旨書を全員に発送、255名
から賛同を得て、同年9月6日設立総会（参
加者70名）を開催。長年待ち望まれていた
県支部が発足いたしました。あれから早く
も設立23年目になります。

今年7月に、近畿大学校友会会報（第50号）
発刊への寄稿依頼がありました。「さて？」
何を報告したら良いものかと思案を致し
ております。正直申し上げまして「近況報
告は！」「活動内容は！」と、改まって問わ
れますと困ってしまうのが支部校友会の
実態ではないでしょうか。それでも気を取
り直して、少しだけ、我が支部がアピール
できるところを紹介させて頂きます。

一つは、毎年行われる定期総会後の「懇
親会」を含め、「新年会」を支部発足以来の
規定行事として定例化、「集いの場」を

福井県支部
支部長　畑野 博
（大学院商学研究科 S44修了）
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年2度開催しております。
近年の「校友会」の内実は、出席者数も

30～40名前後、開催ごとのメンバーも固定
化、その内 80％近くがリタイヤ層で、さし
ずめ校友会は、見た目“シニアの集い” と
言っても過言ではありません。聞くところ、
他校の校友会も似たり寄ったりの状況、若
い会員の取り込みに腐心している様子は、
現役層ＯＢ・ＯＧとの価値観の違いにもお手
上げ状態の有様、世代間ギャップを痛切に
感じる所です。皆さん方の支部等で若い会
員の取り込みに成功した事例などがあれ
ば是非ご紹介願いたいものです。

二つ目は、年に2回「支部会報紙」を発行
しております。特集紙面として「校友訪問」
欄を設けており、2～ 3 名の校友を訪ね 
“我が人生” 等を語って戴き掲載しており
ます。狙いは会報紙を通して少しでも支部
校友会になじみを持って戴き、末永く校友
間の交流を保って戴けたらとの思いです。
お陰様でささやかな紙面でありますが会
員間には好評の様です。

ことしの“総会版”は4月実施の坂井市長
選に3選無投票で当選した坂本憲男さん

（昭和49年商経学部商学科卒）にスポット
をあてました。又、校友訪問欄へは 2名の
OBに登場願っております。これらの内容で 

（※）第23期定期総会が少しでも盛り上がっ
てくれればと思っています。

まとめれば、我が支部がここまで存続し
て来れたのは、母校の進化に沿って、身の丈
に合った活動を地道に続けて来た事が一番
の要因だったと思います。（継続は力なり）

更に、校友会とは何ぞや？と問われれば、
気負いなく語り合える仲間に出会える「場」
ではないかと思います。

終わりに、校友 50万人に成らんとする
「我が母校の尽ない元気」と「校友会の
益々の元気」を祈念し寄稿の一遍といた
したい。
（※） 第23期 福井県支部定期総会と懇親会
日時：平成26年8月9日（土）PM5時
会場：ＪＲ福井駅東口　アオッサ3Ｆ

近況報告
大末建設支部は、30年の節目の年を迎え

ました。今年は2020年の東京オリンピック
の開催が決定しました。静まりかえった会

大末建設支部
支部長　村尾 和則

場でIOCのロゲ会長が、「東京」と読み上げ
た歓喜の瞬間は、何度見ても感動的です。

当支部の現在の会員数は35名で、近年は
毎年、近大卒業生が入会しています。今年
は、5月16日に本部から米田副幹事長、校友
課から南課長補佐をご来賓にお招きして
大末建設支部総会を盛大に開催いたしま
した。総会では新入社員の紹介、お互いの
近況報告、記念撮影等で大いに親睦をはか
り、最後は全員で近畿大学校歌と近大節を
合唱して閉会しました。

東京オリンピックという明るい話題の
もと、今年も我々支部は、明るく元気に活
動してまいりますので、皆様のご指導、ご
鞭撻を宜しくお願い致します。

最後になりましたが、近畿大学校友会の
益々の発展と校友の皆様のご多幸を祈念
し、近況報告とさせていただきます。

2014年同窓会創立 
30周年記念行事を 
終えて

近畿大学校友会の皆様、こんにちは。皆
様におかれましては、公私共にお忙しいこ
とと思います。

さて、昨年の近畿大学校友会報でお知ら
せしていました近畿大学九州短期大学通
信教育部同窓会創立30周年を今年6月14日

（土）地元飯塚市内の「のがみプレジデント
ホテル」にて開催する事が出来ました。近
畿大学校友会本部をはじめ近畿大学工学
部同窓会、産業理工学部同窓会、九州短期
大学同窓会、校友会福岡支部、北九州支部、
近畿大学梅友会、福岡カレッジ支部等から
沢山のご来賓の方々のご出席を頂き深く
感謝申し上げます。また日本全国から沢山
の同窓生に参加いただきありがとうござ
いました。

総会は地域支部、連携校支部とそれぞれ
総会が行われました。その後全体総会に移
りおかげさまで無事終了することが出来
ました。総会終了後、連携校盛岡医療専門
学校在学生お二人からボランティア活動
報告がありました。三田地駿さん～実は東
北大震災で津波にのまれ九死に一生の体
験から社会福祉士資格取得の夢を叶える

九州短期大学
通信教育部同窓会
会長補佐　杉山 和子

ために入学された～ボランティア活動と
して被災地の山田町の公園再生活動や仮
設住宅に住んでいる方々との交流イベン
トを通して逆にお年寄りの方から自分た
ちが元気をもらったとお話しされ、小原緩
菜さんは内陸の西和賀町の子供たちを呼
んで交流会を。この交流会が次の世代につ
ながっていくことを願い，また障害者施設
の入所者と山のぼり体験等の報告があり
ました。連携校の学生たちのボランティア
活動は復興の願いと次世代へきっとつな
がっていくことを確信しました。

次に本日のメインであります、記念講演
を近畿大学産業理工学部荒川剛学部長か
ら、演題「福島原発事故～どうするセシウ
ム～」について実践報告がありました。放
射能セシウムを吸着「ゼオライト」混ぜ込
んだコンクリートブロックを開発。東大阪
キャンバス「原子力研究所」にて福島県川
俣町と連携し実証実験中。またロシア産の
海緑石がセシウム吸着除去出来、かつ安定
であるため大いに期待できるが高額なの
が今後の課題であると。教授の研究が福島
県民しいては日本国民の安心安全になる
ことを願った次第です。

懇親会に入り、式次第に沿って林幸治学
長兼同窓会会長のご挨拶がありました。来
賓祝辞では、近畿大学校友会中島茂副会長
様から過分なご祝辞を頂きありがとうご
ざいました。次に来賓紹介になり、お一人
お一人からのお祝いのお言葉を噛みしめ
てわが同窓会は皆様に支えられていると
再度痛感した次第です。

同窓生の長野敏子様による祝儀舞「千代
の寿」が披露され、三子田眞彬前学長の乾
杯の音頭から会場は懇談に入りました。出
席者の名刺交換が始まり、同窓生はお世話
になった先生方や旧友との再会に語らい
の輪が広がって行きました。

山田照美様の民謡「博多の四季」全国民謡
大会に出場される腕前に聞き入りました。
終盤が近づき、恒例の「炭坑節」を皆さまと
輪になって踊りました。

3年後次回総会は熊本県に決定しました
ので、田尻町子熊本支部長へバトン渡しを
しました。最後の万歳三唱は近畿大学九州
短期大学の上尾優子会長にして頂き、無事
終了することが出来ました。これもひとえ
に近畿大学校友会本部をはじめ各同窓会、
各校友会支部そして同窓生のご協力の賜
物と深く感謝申し上げます。また記念行事
を開催出来ましたことは、学校事務局の
方々のご協力に深く感謝申し上げます。

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）
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近況報告及び活動報告
埼玉県支部は、2013年3月30日に、さいた

ま市内のパレスホテル大宮にて設立総会
を行い、事業活動をスタートした新しい支
部です。人数はあまり多くはありませんが、
春夏秋冬、会員の交流の集いのため、設立
準備委員会から面識がない埼玉県支部の
多くの皆様の協力を得て、月1回定例会議 

（四谷駅前の近畿大学東京事務所を利用）
を進めてまいりました。その結果、昨年12月
7日に楽蔵大宮駅東口店で忘年会の開催、
そして、今年3月15日には、平成26年度定期
総会を四谷駅前の近畿大学東京事務所で
開催しました。総会の部では議案審議終了
後、来賓挨拶、元応援団OBと現役近大生の
太鼓と演舞にあわせ、校歌と近大節を出席
者全員で声も高らかに斉唱し、総会を無事
終えました。引き続き懇親会の部では、 
昨年オープンした近畿大学水産研究所銀
座店において、先輩、同輩、後輩共々学生時
代にもどり、若き良き時代を振り返り、親
睦を深めていただきました。

因みに埼玉県支部の活動（校友会活動や
支部のための貢献）は、何ができるのかを
考えると大変忸怩たるものがあります。伝
統ある他支部と違い、良き伝統がありませ
ん。また、これまでの埼玉県支部に直接、間
接に支援していただいた近畿大学OB・OG
の方々に対する多彩な校友会向けサービ
ス（近畿大学校友会情報配信メール等）の
提供もなかなか捗りません。そして今、改
めて埼玉県支部活動の取組とは、夢（こと）
に向かってTRY＆TRY（チャレンジ）、未
来を見据えて、役員メンバーや、会員の皆
様方との協力を得ながら、少しでも多くの
会員の声を聴きながら、一緒に会の活動を
展開していくことだと考えております。

今年3月15日の平成26年度埼玉県支部定
期総会では、富士も姿を現す青天の空の下、
四谷駅前の近畿大学東京事務所の会場へ県
内各地から会員が訪れました。総会会場で
は、幹事長並びに担当役員の皆様が、受付
から司会進行及び総会終了後、近畿大学水
産研究所銀座店で懇親会に入り、歓談後の
閉会の挨拶まで、スムーズな行事の進行で
会を大いに盛り上げて戴きました。

このたびの埼玉県支部総会に対して、来
賓者、出席者の個々の立場を超え、埼玉県

埼玉県支部
支部長　上田 彰一郎

支部会員と交流して戴きました近畿大学
校友会本部副幹事長横山良次様、課長代理
玉置佳子様、近畿大学東京事務所課長代理
山下ますみ様、近畿大学校友会東京支部長
宮川正博様、神奈川県支部長髙原和生様、
神奈川県副支部長新開健之様、千葉県支部
長江村秀穂様、埼玉県支部会員の皆様、近
畿大学水産研究所銀座店の皆様，本当に有
難うございました。お礼申し上げます。

また現在、埼玉県支部では、会の運営や
新会員募集のため、校友会事務局配信の情
報メールの共有化（サイボウズでの配信）
と「全国経済産業リーダースクラブ」主催
の関東地区新卒業生歓迎会に参加してお
ります。会員募集では、アクティブ分析技
術を利用した簡単なフロー図を作成し、会
員リスト（個人情報保護法遵守）及び事業
活動実績（文書アーカイブズ）と会費管理
を明確化し、事務処理の簡便化を進めてお
ります。そして、会の運営（活動面）につい
ては、当期事業計画作成後、それに基づく
カレンダー（12か月）を作成し、月1回（近畿
大学東京センターを利用）役員及びサポー
ター（会員）が集まり、事業の進捗状況を確
認し、意見を取り入れ次回運営へフィード
バックし行動します。

終りに、校友会の皆様の益々のご活躍を
祈念申し上げ、近況報告及び活動報告とさ
せて頂きます。

工学部同窓会活動報告
（近畿大学・広島キャンパス）

工学部は、昭和34年（1959）に広島県呉市
に創設され、今年（2014）で56年目を迎えて
います。現在は、東広島市の広大なキャン
パスに、工学部 6学科・大学院4クラスター・
次世代基盤技術研究所などを擁する立派
な教育研究機関に成長しています。工学部
同窓生は2万3千人に達し、国内外で広く活
躍しています。

工学部同窓会では主として下記のよう
な活動内容で頑張っています。

① 卒業アルバムの作成
6学科4年生全員と教職員の写真を掲載

した卒業アルバムを作成して、新卒業生全
員に贈呈しています。

工学部同窓会
会長　小松 眞一郎

② 総会・講演会・懇親会の開催
毎年10月上旬頃に広島市で定例的に開

催しています。懇親会は卒業生・旧＆現教
職員・在学生代表など約200名が参加し、ア
トラクションには工学部吹奏クラブが出
演してくれます。講演会では工学部の先生
方が最近の学術的トピックスなどを取り
上げて話して下さいます。

③ 工学部同窓会報の発刊
毎年9月上旬に、A4版20ページの同窓会

報を発刊し、住所の判明している卒業生約
1万5千人と在学生全員に配布しています。
内容は、同窓会活動記事・近畿大学と工学
部のニュース・各学科と大学院の動向・ 
学生クラブ活動・卒業生訪問・各種集会案内、
その他です。

④ 地方懇親会の開催
工学部同窓会の懇親会は毎年広島市で

開催されていますが、広島県外でも開催し
てほしいとの会員のご要望に応えて、昨年

（2013）は11月に大阪市で関西地区懇親会
を開催しました。今年は関東地域懇親会を
11月8日（土）に東京で開催します（下記の
会告参照）。来年度は四国地域での開催を
計画しています。

⑤ その他
在学生支援（就職講演会、クラブ活動補

助）、近畿大学の全学部の同窓会組織であ
る校友会や近隣支部との交流など。

工学部同窓会
総会・講演会・懇親会

平成26年10月4日（土）
ホテルセンチュリー21広島

（JR広島駅南口の南方徒歩5分）
会費：¥ 5,000 （当日払）

15:00  受付開始  16:00　総会
16:40  講演会　　17:30   懇親会
［講演会］スポーツを10倍楽しく

　　視る方法（野球編）
講師：工学部・大学院教授・

大学院研究科長
工博・角 田　勝　先生

（申込先）dousou@hiro.kindai.ac.jp

工学部同窓会
関東地区懇親会

平成26年11月8日（土） 13時～
於：近畿大学東京センター

（東京都中央区八重洲1丁目8番16号
新槇町ビル13階：東京駅の八重洲中央口）
＊交通は「近畿大学東京センター」を

ネット検索してください。
電話（03）3274-1105

会費：¥ 5,000 （当日払）
（申込先）dousou@hiro.kindai.ac.jp
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近況報告
鳥取県支部は、東部・中部・西部に地区支

部を配し、それぞれが会員相互の親睦を深
める独自の活動を展開しています。

鳥取県支部規約に基づいて、定期総会は
2年に一度の開催、支部長は 2年ごとに各
地区持ち回りで選出し、25・26年度は中部
地区の河越行夫氏（42・農学部）が担当して
います。また、規約第8条(慶弔事項)に、「会
員が死亡した折には、支部長名で香典、花
輪、弔電をする」と定めるなど、会員相互の
絆を強める取り組みを推進しています。

会員数100名弱の小支部ですが、会員相
互の連携は極めて強く、山陰気質を有する
和気藹々とした支部活動を展開し、小組織
ながらも、本校のさらなる発展に寄与すべ
く頑張っている鳥取県支部をご理解賜り
ますようどうぞよろしくお願い致します。

会員拡大は県支部発足以来の課題であ
り、本校からの卒業生名簿が入手困難な昨
今にあって、いろいろな媒体をとおして情
報収集に努め、全会員が積極的に取り組ん
でいるところですが、思う成果が得られて
いないのが現況です。

この校友会報（第50号）をご覧の皆様の
中で、お知り合いの鳥取県に在住する卒業
生ならびに勤務されている方がおられま
したら、下記事務局までご一報をいただき
ますようお願い致します。

近畿大学校友会が未来永劫に大いに繁栄
されますよう心からご祈念申し上げます。

連絡先 事務局
〒682-0722　鳥取県東伯郡
　　　　　  湯梨浜町はわい長瀬1117
　　　　　  TEL 0858-35-3530
　　　　　  徳岡 正裕

食品支部 設立！
このたび、近畿大学校友会食品支部が 

平成26年6月7日に設立されました。
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た、母校近畿

鳥取県支部
事務局長　徳岡 正裕

（理工 S48卒）

食品支部
幹事長　酒井 恵二

大学の発展と、会員相互の親睦と学びあい
を目的とした校友会専門職支部です。

食品支部は、従来の地域支部・職域支部
と異なり、食品メーカーをはじめ、広く全
国の農水産業・飲食・小売・流通・機械・設備
等、食品産業全般から参加者を募り、様々
な親睦会や研修会を通じて信頼関係を高
めつつ、結果として将来のビジネスチャン
スに繋げることも期待されています。

食品支部は、現在入会者を募集中です。
入会資格は近畿大学の校友で食品関連産
業に従事する企業の代表者・役員およびそ
れに準ずる方で、現会員２名の推薦を必要
としますが、ご存知の方がおられない場合
は、お気軽にご相談ください。

さて、今後の活動予定ですが、本年11月8日に
校友会本部や他支部の皆様もお誘いして、第
1回総会を予定しておりますほか、国内外で
の研修会や親睦会を行ってゆく予定です。

まだまだ生まれたばかりの新支部です
が、母校近畿大学発展のため、全国食品関
連産業の校友の皆様のご参加を心よりお
待ちいたしております。

■支部概要
設　立　平成26年6月7日
支部長　李忠儒
連絡先　幹事長　酒井恵二
　　　　大阪市西成区鶴見橋1-17-17
　　　　酒井食品株式会社
　　　　TEL 06-6649-6337
　　　　FAX 06-6649-6357
　　　　E-mail：sakai@sakaifoods.com

近況報告
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。

八尾支部
支部長　田中 誠太

さて、今年、八尾支部は結成45周年を迎
えることとなり、10月16日に八尾市立文化
会館プリズムホールにて八尾支部創立45周年
記念総会を開催する予定にしております。
現在、役員会を開くなど鋭意準備を進めて
いるところであり、当記念総会を契機とし
て、さらに会員相互の親睦を深め、母校や
八尾市の発展に寄与していきたいと考え
ているところです。

また、会員相互の親睦を深めるというこ
とでは、昨年9月29日に開催されました
ホームカミングデーにおいて、東大阪キャ
ンパス内の教室で八尾支部のメンバーが
集まりました。自らが学んだキャンパスに
おいて懐かしい校友と言葉を交わし、絆を
深める貴重な機会であったことを報告さ
せていただきます。

今後とも、八尾支部長として、亀岡会長を
はじめとする役員の皆様とともに母校並び
に校友会の発展に、一層努めてまいる所存で
ございますので、校友会皆様のご支援とご協
力をたまわりますようお願い申し上げます。

結びに、皆様方のますますのご健勝・ご多
幸を祈念申し上げ、ご挨拶といたします。

校友会広島支部新年会
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、フェニックスの如く
復活し今年で4年目の活動に入りました。
支部総会は再活動以来、リーダーズ中国地
区が主催する「中国地区新卒業生歓迎会」
と同じ日に開催し、その後懇親会として新
卒業生歓迎会に合流しています。（現在、支
部会員120名）

新卒業生、中国地区各支部の代表の皆さ
ん、リーダーズメンバー、梅友会の皆さん、
そして広島支部会員と約100名近くが参
加し、この地区でのオール近大を絵に描い
たような賑やかな会になります。その為、
広島支部だけの集まりを持つため、毎年正
月気分も抜けきらない日程で新年会を催
しています。広島支部では「学びと遊び」を
キャッチフレーズに、講演会を実施し、其の
後懇親会を行なうようにしています。

今年は1月26日（日）に地元のホテルセンチュ
リー21広島に43名が集まりました。講師は広島
支部の森田昌樹先輩（昭和58年通信・法学部卒）

広島支部
会計　角井 正平

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）
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から「広島をつくった先人たち」というタイトル
で、原子爆弾で焦土となった広島を、いち
はやく復興させた広島人群像（広島市長の
浜井信三氏、マツダの創始者の松田重次郎氏
など）を、エピソードを交えながらお話しし
ていただきました。

その後は、小田聖義副支部長のご挨拶で
懇親会が始まり、各テーブルでの懇親から
徐々に大きな輪がひろがってゆきました。
支部会員同士の名前と顔が少しでもわかる
ようにと、出席者全員に、ひとりずつ前に出
て自己紹介をしてもらい、大きな笑いの和
を作るようなシーンもあります。今回は43名
の出席の内、女性が 5名（これくらいの人数
だったら、女性は一つのテーブルに集まっ
てもらい女子会とすべきでした。反省）と、
まだまだ少ないので女性会員が少しでも増
えるようにしたいと思っています。

広島支部はこの他にも、「カープ応援」、
「歴史散歩＆グルメの会」、「ホームカミン
グデー・バスツアー」、「交流ゴルフコンペ」
などイベントを組みながら、新会員へのお
誘いを進めています。これからも、近隣支
部との連携をはかりながら、支部活動の活
性化に向けて進んで参りますので、宜しく
お願い致します。

支部近況報告
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月に産声をあ
げ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、が活動の
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、ハートンホテル北梅田で支
部総会を開催させて頂きました。約70人の方

大阪梅北中央支部
支部長　太田 幸治

にご参加頂き、本学医学部の今野元博准教授
に「あなたがガンになったら〜胃がん治療の
最前線〜」というテーマでの講演会や懇親会
など、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。

さて、当支部は上記の支部総会で、初の役員
改選を行い、本多前支部長（現支部相談役）か
ら「黄金のバトン」を受け継がせて頂き、新た
な体制で支部活動を盛り上げていきたいと思
います。そこで、これまでの活発な支部活動を
引き継ぎ、さらにパワーアップするために次
の通り、新たな方針を打ち立てました。

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支部会員のレベルアップを目的に勉強会
（新名称＝梅北寺子屋）を開催し継続し
ていく。

⑤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。

上記のように、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。

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。

平成26年度支部総会
近畿大学校友のみなさまにおかれましては、

ますますご健勝のこととお慶び申しあげます。
また平素より、校友会活動にご理解とご支

援を賜り、厚く御礼申しあげます。
7月21日（祝）、医学部専門棟第 7講義室に

おいて平成26年度支部総会を開催、古川幹事
長（平成8年商経学部卒）の司会により「校歌、
応援歌」を斉唱。そのあと支部長が挨拶に立

大阪狭山支部
支部長　中田 全亮
（法 S37卒）

ち、来賓としてご臨席くださった校友会副会
長米井潔さま（昭和55年医学部卒）、事務局上
原真一さま（平成2年理工学部卒）に謝意を
申し述べ、名実ともに発展中の母校を支え、医
学部を擁する地元支部として、校友会と協調
していく決意を述べる。

来賓の祝辞で米井副会長は、医学部の第1期
卒業生で、現在同窓会長をしており、9年後附
属病院の移転に伴い、地域医療の発展につな
がるので、期待して欲しいと話された。

引き続いて、支部長が平成25年度事業報告
を逐一説明する。承認を求める件で、本年は役
員改選期にあたり事前協議により、全員の留
任を決定した旨を報告する。

続いて平成26年度事業計画書を読みあげ
会議に諮り満場一致で承認を得る。

本部開催事業として、
１、幹事会に役員の多数が出席したこと
２、新卒業生歓迎会に参加したこと
３、全国支部長会に出席したこと

などを細かく報告する。
以上で、本日の議事はすべて終了し、記念撮

影ののち散会する。

三菱電機グループ支部
設立10周年

近畿大学校友会会員の皆様におかれまし
ては、益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

また、平素は校友会活動にご理解・ご支援
とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

さて、弊支部は2005年 9月（平成 17年9
月）三菱電機㈱関西支社において、亀岡会
長様をはじめ関係者のご出席のもと支部
設立総会を開催致しました。

設立時は在阪のグループ会社（販売会
社・エンジニアリング会社他）を含め校友
38名でスタート致しましたが、その後各
社の人事異動を含め一時は減少したもの
の校友会の存在をPRした結果現在60名強

三菱電機グループ支部
支部長　奥野 隆三
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の校友で活動致しております。
下名の悩みは校友が各社の中堅幹部に

就任されているため人事異動が多く、東京
をはじめ各地域に着任された為疎遠に
なっております。

近年は個人情報の保護のため、新卒業生
（新校友）の把握も非常に困難ですが、機会
ある毎に口コミで勧誘致しております。

本年は支部設立10周年の年であります
ので記念総会を9月17日（水）に開催し、特
別講演として「水上競技部ヘッドコーチの
中尾美樹様に2000年シドニーオリンピック
に出場して（銅メダル）」のテーマで講演を頂
き成功裏にお開きする事が出来ました。

最後になりましたが、近畿大学校友会の
益々の発展と校友の皆様方のご健勝・ご多
幸を祈念申し上げます。

支部近況報告

。

近畿大学校友会の皆様には益々ご健勝
にてご活躍のこととお慶び申し上げます。

さて、私共愛媛県東予支部は7月27日（日）
に第51回総会を開催致しました。当日は校
友会執行部・安井好美会計、大学からは総
務部校友課・石森敦子様をお迎えし、また
愛媛県のブラザー支部である南予支部、中
予支部の役員の方々にご出席を頂き、無事
終了することが出来ました。支部を代表致
しまして、心より御礼を申し上げます。

昨年11月4日に開催された第46回今治
東予地区大学校友会親善ソフトボール大
会におきまして、我が近畿大学がとうとう
念願の初優勝を成し遂げることができま
した。昨年は19大学校友会が参加して熱戦
を繰り広げました。おとなりの愛媛県中予
支部の強力なバックアップがありました
が、我が近畿大学は1回戦・明治大学、2回
戦・京都産業大学、準決勝で立命館大学、そ
して決勝では松山大学に勝ち、見事優勝致

愛媛県支部
支部長　村上 浩二

しました。この大会は非常に古く伝統があ
ります。各校友会の親睦を図る大会ですが、
実際は、やはりどの大学も勝ちにこだわっ
ております。我々校友会の大きな目的の一
つでもある、母校近畿大学の名をPRするに
はうってつけの大会でもあります。今年は
更に2連覇を目指し頑張りたいと思います。

今後とも、私共愛媛県東予支部に対しま
して、引き続き暖かいご支援・ご協力、そし
てご指導・ご鞭撻をお願い申し上げまして
支部近況報告とさせて頂きます。

宮城県支部だより
110番目に産声をあげた宮城県支部も早

や、10年目を迎えました。
青森支部以外、東北に支部が無い。何と

か宮城（仙台）に支部を立ち上げたい。
当時の校友課横山課長の強い思いに答

え、平成17年に亀岡会長のご臨席を賜り設
立総会を開催いたしました。

翌年には、近畿大学公開講座ｉｎ仙台 
（クロマグロの完全養殖と将来展望・熊井教授）
から連続 3回の公開講座を開催して頂き
ました。本部の東北支部に対する期待の大
きさを実感した誕生期でした。

平成 23年宮城県支部だより（平成 23年 
8月10日寄稿）に記載しました

東日本大震災より3年4ヶ月が過ぎまし
たが、忘れられない大惨事でした。

平成23年3月11日、14時46分に発生した
観測史上最大のマグニチュード9.0の東日
本大震災は激震と大津波を発生させ東北・
関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害
を引き起こしました。東京電力福島第一原
発においては全電源を喪失して原子炉の
冷却が不能となり大量の放射性物質放出
に伴う重大原子力事故に至りました。地
震・津波・原子力事故による死者・行方不明
者 2万人以上、建物被害24万戸以上、被災
者 4 0万人以上と大きな被害を齎しまし
た。安否確認のとれた校友の状況は巨大津
波や激震で流失・全壊4世帯、半壊・部分損
壊が 9世帯、わずかな被災が 17世帯で人命
損失はありませんでした。

発災後、校友会本部を始め各支部、全国経
済産業リーダーズクラブ、その他関係団体
より心温まるご支援や、大きな義援金を賜

宮城県支部
副支部長　𠮷島 忠臣

りました。校友会活動の意義を宮城県支部
の永遠の柱とすべく再認識いたしました。

本格復興が遅々として進まず時間ばか
りが経過していますが、東北人の心の支え
である熱い夏祭りの一週間が始まろうと
しています。

8月1日盛岡さんさ踊りを初め青森ねぶ
た祭り、弘前ねぷた祭り、五所川原立佞武
多、八戸三社大祭、秋田竿灯祭り、山形花笠
まつり、仙台七夕まつりと続きます。陸奥
へのお祭り観光客、約 1,400万人のおもて
なしとなります。

是非陸奥へお越し下さい。宮城県支部へ
のご一報お待ち申し上げます。

近況報告
平成 26年6月7日（土）の近畿大学岡山支

部総会に於きましては、76名の方にご参
加いただき盛大に開催され、恙なく終える
ことができました。ご来賓として、米田憲
二校友会副幹事長、校友課の立川聖様をお
招きしました。岡山県各方面からはもとよ
り、東備支部から3名、県外は広島県福山支
部より4名、参加していただきました。本総
会開催に当たり、一年間いろいろ支部とし
て取り組んでまいりました。平成 25年度
は、10月に大阪上本町、シェラトン都ホテ
ルで行われました本校総会に8名参加しま
した。春と秋には関西7大学対抗ゴルフコン
ペに出場しております。2、3ヵ月おきに行っ
てきた懇親会を兼ねた幹事会では、どう
やったら皆さんに楽しく数多くお集まり
いただけるか、特に平成卒業世代の方々に
沢山お集まりいただきたいと言う事を考
え、この度幹事を含む役員を増やし、その
中に平成卒業の方に入って頂き活気ある
会にしていきたいと思いました。少子高齢
化と言われる昨今ではありますが、岡山支
部校友会も人間の体と同じでバランスの
良い状態が一番良いと考えます。この度
は、その平成卒業の校友が多く集まって頂
けたことに感謝申し上げます。そして支部
長である私を陰で支えてくださる鳥井副
支部長、溝口副支部長、いつも幹事会、懇親
会などで集まってくださった幹事のみな
さん、本日司会進行役の船着幹事、アトラ
クションを盛り上げてくださる綾野副支

岡山県支部
支部長　中山 智弘
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部長、檜本幹事、事務局をしてくださって
いる木曽幹事、会計監査をしてくださった
近藤監事、今日の受付を担当してくださっ
たトマト銀行の方々、まだまだお名前を申
し上げていますと沢山おられますが、ほん
とみなさんありがとうございます。

さて、世の中は安倍総理大臣のもと積極
的に外遊、外交政策を重ね日本政府として
近年にない成果を上げつつあります。また
その中にあって名誉会長でもある世耕弘
成内閣官房副長官の御活躍には大変頼も
しい物を感じます。その勢いもあってか新
聞テレビ等でご存知でしょうが、今年の近
畿大学入試志願者数、全国一になりました。
入学式は校友でもあるシャランＱのつんく♂
さんプロデュースのド派手入学式を行って
おります。時代とともに大学も校友会も変
わっていきますが、「温故知新」古き良き時
代と言う言葉もあります。

今回のご講演は、プロ野球解説者、元阪
急ブレーブス名外野手（現在はオリックス
バッファローズ）の大熊忠義様を講師とし
てお招きしての講演でした。浪商高校（現
大体大付属浪商）から近畿大学に入学され
た経緯など、人生は山あり谷ありだと感じ
ました。そして今日この日、ここにお集ま
りの校友の皆さんが近畿大学校友会岡山
支部総会、懇親会を通じて、お互い同じ学
校で共に過ごした縁を生かし、それぞれの
人生に分野に役立てていただけたのでは
ないかと思います。お互い社会に出ますと
非常に忙しい日や苦難の日々が続きます
が「忙中閑あり、苦中楽あり、死中活あり、
壺中天あり、意中人あり、腹中書あり」と 
言う言葉が有ります。どんな忙しい中にも
ほっとする一瞬は必要であり、どんな苦し
い状況の中にも楽しみを見出せなくては
なりません。絶体絶命の危機にあっても死
ぬ気でやれば必ず道は開けるものであっ
て、自分の世界を明確に持っていなければ
いけません。心には常に尊敬する師を持ち、
腹には自分の哲学を持っておかなければな
りません。私はこのような気持ちをもって
支部の運営にこれからも携わっていきたい
と思います。ありがとうございました。

近況報告
近畿大学校友会の皆様には、ますますご

活躍のこととお慶び申し上げます。また、
平素から生物理工学部と生物理工学部同
窓会の活動にご理解とご支援を頂き感謝
いたしております。

生物理工学部は創設 21年となり、学科
増設や改組を経て、近畿大学のライフサイ
エンス系の学部として広く認知されるよ
うになりました。平成 26年度5月1日現在
の学部の卒業生は18期生まで7,167名、在
籍者数は1,859名となっております。生物
理工学部は、創設より数年で未来開拓研究
推進事業やCOEの教育研究拠点に選定さ
れ、続いて地域結集型事業で和歌山県とタ
イアップして地域型学部としての活発な
活動をするなど、先端研究を生かした教育
を標榜する学部でした。現在は、さらに私
学助成や多くの外部研究費を獲得し、社会
から要求される教育研究を充実させたラ
イフサイエンス系学部として特色ある展
開を図っております。今年度の話題の一つ
にも、医用工学科の1期生が、第27回臨床
工学技士国家試験合格率95.1％で、関西4
年制大学で合格率1位となったことがあり
ます。このように一つ一つを積み重ねて、
本学部は、これから特色ある学部として頑
張っていこうと思っております。また、今
年の学部のニュースとして、7月にヤマザ
キのデイリーストアがオープンしたこと
を報告します。都会にある学部よりも学部
内で長い時間過ごす傾向にある本学部の
学生たちには、たいへん好評で、生活の利
便性を上げることが、あと一頑張りをする
ことを可能にし、今後の研究や勉強で効果
を上げていくものと期待しています。

また、生物理工学部同窓会は、毎年定例
で幹事会を開催し、事業計画を立て様々な
企画を実行してきました。これまで、在学
生のキャンパスライフが充実するように、
シンポジウムの支援や学術奨励賞の創設、
学部内にプランターや椅子の設置などの
活動を行っております。とくに平成23年か
ら26年にかけて生物理工学部に4年間寄
付を続け、駐車場の舗装整備、駐輪場の周
辺歩道の夜間照明などを支援し、大学では
珍しい自動車通学が許可されている学部
のファンダメンタルな整備を支援したこ

生物理工学部　同窓会
会長　細井 美彦

とは、同窓会としても意義深いものと感じ
ております。また、通学利便性の支援の次
は、同窓会は25周年に向けて、会員の皆様
のご意見を集約しながら、生物理工学部の
更なる発展に貢献できるように考えてい
きます。さて、今年も11月1日に、学部祭で
ある「きのくに祭」に合わせてBOSTホー
ムカミングデー2014（同窓会総会）を開き
ます。学部OB並びに諸先輩方も、後進の学
生たちを激励しに和歌山キャンパスにお
越しくださると幸いです。

最後に、これまでの近畿大学校友会から
のご協力とご支援に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、今後とも生物理工学部、生物理工学部
同窓会へのご指導、さらなるご支援をお願
い申し上げまして、近況報告とさせていた
だきます。

12大学OB対抗コンペ
にて近大OBチーム 
優勝する

この度、報告者有志の呼びかけで、2013年
11月4日（月）快晴、泉南カンツリークラブで
12大学OB対抗ゴルフ大会が行われました。

競技方法はダブルペリア方式、各校のベ
スト6名のネットスコア合計で競います。

我々は別紙メンバーの出場により各校
OBとプレイに興じ、和気あいあい、楽しい
一日を持ちました。

同窓と言えども一生相まみえる事の無
い我々が、今回、ゴルフで出会い、プレイの
後、同窓と言う事で一瞬にして打ち解け、
年齢を越えて歓談し、そのうえ優勝の栄誉
に浴し、また、山田満夫君はベストグロス
賞も戴き、思いもしない喜びを得ました。

加えて12月6日に心斎橋浪花そばにて改
めて祝勝会を行うということになり、同窓
生の新たな縁がはじまり、来年もがんばろ
うと言う事になりました。

次回開催の際には、ぜひ皆さんもご参加
ください。

岸和田・忠岡支部
支部長　北野 勝彦
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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

関西地区では、8月3日（日）シェラトン都ホテル大阪に於いて「新卒業生歓迎会」を開催しました。
近畿大学本部キャンパスのお膝元でもあり、5年目を迎えております。

毎年、大学本部・校友会幹部の方々また諸先輩に大勢ご参加を頂き、100名近い新卒業生を招待し
て、校友としての親睦・交流を図っております。

今年は、人間国宝に准ずる「文化財石垣保存技術」の保持者認定を受けられた粟田純司氏（Ｓ38年：
理工学部卒）に、ご講演頂きました。

粟田先輩は、織田信長の時代から伝わる、自然石をそのまま積上げる「穴太衆積み」の匠の技を唯
一伝える方で、”竹田城跡”をはじめ全国の城の石垣補修をされています。

ご講演には、その歴史あるお話と海外でのご活動、そして新卒業生への熱き激励があり、実に有意
義な一時となりました。

関西地区 代表　中井 清和

代表　小野内 裕造

代表　西村 松次

代表　古屋 慎一郎

代表　髙須 康有
全国経済産業リーダーズクラブ関東地区が主催する、関東地区新卒業生歓迎会が7月5日土曜日に

開催されました。新卒業生11名を含め全校友75名の方々に出席頂き学生時代の懐かしい会話で盛り
上がりました。校友会からは中井清和副会長が来賓として来られ、また昨年オープンした近畿大学
東京センターからも藤原東京センター部長代理をはじめ多数参加して頂きました。

関東地区の校友会活動は、30年を超える歴史を持つ東京支部をはじめ、神奈川県支部、千葉県支
部、埼玉県支部、茨城県支部の開設や水産研究所銀座コリドー店のオープンもあり益々活発に活動
が行われてきております。

関東地区

"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。

全国経済産業リーダーズクラブ中国地区が主催する、中国地区 新卒業生歓迎会が7月27日に開催
されました。新卒業生19名を含め全校友100名を越える賑やかな会になりました。校友会からは中島
茂副会長が来賓として来られ、近大の志願者が増えた要因の一つは女子力アップにあり、校友会活
動も女性会員に活動に入ってもらうようにという話をいただきました。

女子力といえば新卒業生の中には6名の女性が出席され、広島支部会員で文芸学部卒（平成19年
卒）の広島県議会議員渡辺典子さんも新卒業生の彼女たちにアドバイスをされていました。

中国地区

東海地区では、8月24日（日）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12名を含む約50名の皆様に参加していただき、和やかなあたたかい歓迎会となり
ました。校友会からは藤村景子副会長が、また工業高等専門学校からは村田圭治校長、内藤平美同窓
会長、武馬修一教授がご出席してくださいました。

懇親会での自己紹介では、少し緊張した様子の新卒業生でしたが、その後のビンゴゲームでは大
いに盛り上がりました。

新卒業生の皆さん、今の新鮮な気持ちを忘れず頑張ってください。

東海地区

九州地区では、8月2日（土）ソラリア西鉄ホテルで開催いたしました。新卒業生15名を含む70名の皆
様に参加していただき、思い出に残る歓迎会となりました。校友会からは藤田博久副会長が来賓とし
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、産業理工学部の荒川剛様をはじめ
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。

年々、新卒業生の参加人数は増えてきておりますが、来年度以降は更に参加者を増やし盛り上げ
て行きたいと考えております。

九州地区

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）
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近畿大学校友会　常任幹事
近畿大学工学部同窓会　相談役
株式会社テクノ自動車学校

竹 内  正 彦
学　 校
〒731-4231 広島県安芸郡熊野町 5640-1

TEL 082-854-4000 ㈹
FAX 082-854-9466

株式会社朝日工業社

植田会計事務所
認定経営革新等支援機関

髙 須  康 有代表取締役社長

代表取締役
植 田  潔

〒577-0843 東大阪市荒川 3丁目 1番 29 号
TEL 06-6723-3066 FAX 06-6723-3067
E-mail ueda-1@ueda-kc.com

社会福祉法人経営研究会会員 労務専用ダイヤル 06-6720-2239

税 理 士
社会保険労務士

Ueda　Kiyoshi

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

近畿大学校友会　常任幹事
近畿大学梅友会　参与

永 原  静 男

〒514-1104 三重県津市久居持川町 2225-4
TEL 059-255-7119
FAX 059-255-7119

近畿大学梅友会

本 長  得 平

〒577-8502 東大阪市小岩江 3丁目 4番 1号
TEL 06-6722-3265
FAX 06-6722-3299

会 長

近畿大学校友会寝屋川支部　支部長
近畿大学応援部　監督

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

近畿大学応援部ヘッドコーチ
近畿大学校友会堺支部　幹事長

猪 尾  浩（平成 2年卒）

株式会社アイ・チア
堺チアリーディングクラブ

〒593-8303 堺市西区上野芝尚ケ丘町 3丁 1番 4号
TEL 072-270-1414 FAX 072-270-6660
E-mail inoo@icheer.jp

順序不同

有志の
名刺一覧
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建築業許可：大阪府知事（般 -10）第 110790 号
TOTO リモデルクラブ

⻆ 川  博 治代表取締役社長  

HAKUJI　SUMIKAWA

株式会社 司
つかさ

〒581-0885 大阪府八尾市神宮寺 5丁目 161
TEL 072-941-1002 FAX 072-941-6933
E-mail hakuji@iris.eonet.ne.jp
URL http://www.tsukasa-toto.jp

総合建設業
株式会社 坂井工務店

坂 井  幸 治

事務 所 高松市円座町610-5
TEL 087-885-2105（代表）
FAX 087-885-0916

取締役会長

森 崎  正 幸

西 野  勉

近畿大学応援部OG・OB会

近畿大学相撲部OB会

会 長

会 長

近畿大学校友会　相談役
株式会社 播磨屋
財団法人 播磨屋記念財団

野 口  末 和
（播磨屋九兵衛）

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

がんばろう日本!!

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）

椋 本  充 士代表取締役
社 長  

むくもと　あつし

本 　 社 大阪市住之江区北加賀屋 3丁目 4番 7号
〒559-8561 TEL  06-6683-1222（代）

FAX 06-6683-5822
http://www.gourmet-kineya.co.jp/
E-mail soumu@gourmet-kineya.co.jp

ジャパンパーツサービス株式会社

石 田  修
近畿大学本部校友会　幹事
近畿大学校友会平野支部　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

（ ）

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）

FUKUI GROUP
代表取締役会長  

Fukui　Masakatsu

統括事業本部
〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番 5号 毎日インテシオ12F

TEL 06-6147-8102
FAX 06-6136-8560

武運長久
勝負に勝ち続ける

福 井  將 勝

株式会社　グルメ杵屋
東証一部上場　コードNo.9850

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）

36



李　忠　儒
酒 井  恵 二
岡 野  邦 男

田中会計事務所
経営支援クリニック・センター

田 中  成 人税 理 士
社 労 士   

〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-411
TEL 06-6261-3430
大阪市中央区船場中央 2-1-4-412
TEL 06-4400-7000

田 中  祥 宏税 理 士
行政書士   

会 長

社 長

おかげさまでこの道四十八年
藤岡ハウス工業株式会社

（昭和 42 年卒）

（平成 7年卒）

〒550-0003 大阪市西区京町堀 1丁目 17 番 10 号
TEL 06-6441-4146 FAX 06-6441-4156
E-mail osaka-55@fujioka-house.co.jp
奈良営業所

株式会社 𠮷建

須 磨  德 裕代表取締役
社 長  

本 　 社 和歌山市湊 1丁目 2番 29 号
〒640-8404 TEL 073-455-4191 FAX 073-452-6840
鹿島事業部 茨城県鹿嶋市平井 2279-6
〒314-0012 TEL 0299-85-2821 FAX 0299-85-2822

E-mail t-suma@yoshi-ken.jp

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
兼幹事長

常任顧問

近畿大学校友会神戸支部

時 田  幸 於
竹 林  秀 夫
舟 元  　 博

副支部長

副支部長

副支部長

（S46 年　商経学部 経営学科卒業）

近畿大学校友会

柊 　  　 徹

上 野  哲 男

相談役

参 与

（昭和 32 年卒）

（昭和 41 年卒）

近畿大学校友会大阪梅北中央支部

太 田  幸 治
事 務 局
〒530-0043 大阪市北区天満1丁目19番4号
 センチュリーパーク東天満ビル6F（株）エーバイシー内
 TEL 06-6352-5663
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@sonylife.co.jp 携帯 090-8797-4379

支 部 長

総会・講演会・懇親会
平成26年10月4日（土）16時～
ホテルセンチュリー21広島

関東地区懇親会
平成26年11月8日（土）13時～
近畿大学東京センター

（詳細は工学部同窓会報告を参照）

工学部同窓会

近畿大学校友会　食品支部
平成 26 年 6 月 7 日設立！

支 部 長

幹 事 長

事務局長

連絡先 酒井食品株式会社　酒井恵二
〒 577-0031 大阪市西成区鶴見橋 1-17-17

TEL 06-6649-6337 FAX 06-6649-6357

株式会社 九電工

西 村  松 次代表取締役社長  

〒815-0081 福岡市南区那の川一丁目 23 番 35 号
TEL 092-523-1691

岡  利 久
岡  　 貴
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（昭和 51 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

須 藤  昭 文
一級建築士・建築設備士

〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目3番2号
TEL 022-266-1735 FAX 022-225-8953
携帯 090-9032-0000
E-mail sudou_sanwa@ybb.ne.jp

代表取締役

近畿大学校友会宮城県支部 支部長

株式会社日経サービス
取締役名誉会長

近 藤  勲

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

近畿大学校友会　顧問

民 上  明 美
入管申請取次行政書士・FP・FP技能士

〒599-8126 大阪府堺市東区大美野 51-26
TEL 072-239-7950 FAX 072-322-2577
E-mail minmei19@blue.ocn.ne.jp
URL http://www9.ocn.ne.jp/~mikami19

みかみあけみ行政書士事務所

酒 井  恵 二支 部 長

勤 務 先  酒井食品株式会社
〒577-0031 大阪市西成区鶴見橋 1-17-17

TEL 06-6649-6337 FAX 06-6649-6357

荒 川  秀 次

設計・監理・一級建築士事務所
三和都市設計株式会社

支 部 長

近畿大学校友会箕面支部

事 務 局
〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-400
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
 E-mail kindai-minoo@aztk.co.jp

近畿大学校友会　東大阪支部
Kinki University Alumni Association：Higashiosaka

ゴルフ部誕生　大学OB会対抗コンペに参加しませんか
会員登録受付中　FAX 06-6787-3319　大原まで

株式会社 元浜組
〒701-4802 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓6410
 TEL 0869-34-3335 FAX 0869-34-3700

築いていこう 21世紀の新しい「心」

元 浜  詳 一代表取締役

総 合  緑 化

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

株式会社  

ムサシ造園土木株式会社

田 中  康 臣取 締 役

田 中  宗 春取 締 役

 平成 7年（応用化学科卒）
 平成 10 年（経営学科卒）

大 阪 本 社
〒558-0011 大阪市住吉区苅田5-18-3-22

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

TEL 0721-25-0192 FAX 0721-25-0860
E-mail mzd-634@dmail.plala.or.jp

真 田  元 徳
宮 崎  利 一
石 川  孝 一

支 部 長

幹 事 長

ゴルフ部長

（近 37 年法学）

（近 43 年商学）

（近 47 年理工）

近畿大学校友会 豊中支部

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）
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𠮷川運輸株式会社

𠮷 川  貴 雄
本　 社
〒559-0013 大阪市住之江区御崎 6丁目 3番 1号
 TEL 06-6682-8801（代） FAX 06-6682-8818
東京支店
〒104-0041 東京都中央区新富1丁目9番1号 新富191ビル2階
 TEL 03-3553-6821　　　 FAX 03-3553-6824

専務取締役

LPガスの宏和
宏和開発株式会社

髙 林  弘 治代表取締役会長

大 　阪
〒577-0027 東大阪市新家中町 2番 28 号

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

近畿大学校友会　参与

杉本 久仁一
（通信教育部　昭和 49 年卒）

SHARP太陽光発電システム特約店

志 水  一 博
〒861-8007 熊本市北区龍田弓削一丁目一四番二四号

TEL 096-338-7251（代）FAX 096-338-8746
熊 本 県 防 衛 協 会
（一社）熊本県建設業協会建築部会
E-mail info@shimizu-k.jp  URL http://www.shimizu-k.jp

会員

代表取締役
一級建築士

一級建築士事務所登録　第 5 4 6 号
総合建設業許可　特21　第 3905 号
株式会社　志水工務店

近畿大学校友会和歌山市支部

鳥 居  宏 昭

和歌山市小松原通三丁目 69 番地
株式会社 淺川組

支 部 長

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社
http://www.ned-sensor.co.jp

s.rikimi@ned-sensor.com
力身 総一郎代表取締役  

本 　社
〒550-0012 大阪市西区立売堀 2-5-12

TEL 06-6534-5300  FAX 06-6534-6080
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〒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）

もう一度
近畿大学を
卒業しませんか
～ 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！ ～

近畿大学 総務部広報課

近畿大学附属小学校 近畿大学附属幼稚園
水と緑あふれる あやめ池  で生きる力を育む

人に愛される人
信頼される人
尊敬される人になろう

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

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・きびきび
元気で楽しい幼稚園！！

近鉄奈良線

菖
あ や め い け

蒲 池
近畿大学附属
小学校・幼稚園前

駅下車すぐ

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）
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入学センターからのお知らせ

平成26年度入試結果および
平成27年度入試に向けて
近畿大学 入学センター

平成26年度入試全体概況

平成26年度入試でもっとも大きな話題の一つに、近畿大学
の一般入試志願者数日本一というものがあった。西日本の大
学では初の快挙であり、105,890人の志願者数は、本学にとっ
て過去最高のものである。
平成26年度入試は、18歳人口減少期に入ってから、過去
最低の約118万人（前年度比約5万人減少）となり、各大学とも
厳しい状況が予測されていた。大学入試センター試験の志願
者数も560,672人と前年度から12,672人（－2.2%）減少した
（3年連続の減）。昨年度は、センター試験の難化により国公立
大学への出願者数は減少したが、今年度も、センター試験の
全国平均点がアップしたにも関わらず出願者数は、5,252人減
少した。一方で、私立大学の志願状況は、前年度比指数
102%と微増した。ここ数年「国公立志向」と言われながら、こう
した結果になったことは、いわゆる「ゆとり教育」と呼ばれる旧学
習指導要領で学んだ世代の受験生ならではの事情もある。平
成27年度入試からは、新学習指導要領に基づく入試に移行さ
れるために「絶対に今年の入試で決めたい」という心理が働い
たようだ。もちろん、実状に配慮して、平成27年度センター試験
では、「浪人生が新・旧課程の選択ができる」、各私立大学で
は、平成27年度入試の出題範囲については、「旧課程と新課
程の共通部分とする」「新課程との選択問題にする」等、経過
措置を取る方針を示している。しかし、受験生は不安なまま「ゆ
とり教育最終学年で、今回で進学先を決めなければ、次年度
の再チャレンジは不利になる」と考え、安全志向から私立大学
の併願増が目立った。系統別の志願状況は、緩やかな「理高
文低」「医療系人気」が続いている。関西地区の主要8大学
では、本学、同志社大学、立命館大学、京都産業大学、龍谷
大学、甲南大学は、志願者数が増加し、関西大学、関西学院
大学は減少した（昨年度増加の反動と考えられる）。中でも、本
学は、紙の願書を一掃し、インターネットによる出願に特化したこ
とや大学全体のイメージアップを図った広報が功を奏し、初の
14万人（各種推薦入試を含む）を突破、過去最高の志願者数
となった。その他に目立ったのは、京都産業大学（＋6,005人、
入試日程を1日増やした）と立命館大学（＋4,298人、前年度減
少の反動）である。総じて、「地元志向」が反映され、関西の私
立大学の志願者数は、全体として好調といえる結果であった。
しかし、全国的に見れば、競争率が上昇している大学が少なく

ない一方で、入学定員に満たない大学が全体の3～4割を占
め、ますます大学の2極化が加速している。

本学の入試結果

近畿大学にとって、平成26年度入試は、一般入試で志願者
数日本一という極めてインパクトのある結果を残すことができた
（各種推薦も含む全入試では、2年連続日本一）。受験人口減
少期にも関わらず、過去最高の志願者数140,469人（＋9,271
人）を得られたことは、本学が受験生・保護者・高校教諭から高
い評価を受けた結果といえる。また、これにより志願者数が5年
続けて10万人を超えたことになり、その高い評価が決して一過
性のものでないことを示している。
学部別の志願者数では、経済学部（－907人）、総合社会学
部（－1,752人）以外の全学部で、志願者数が増加しており、文
系学部全体では微増だが、理系学部全体で対前年比113％と
「理高文低」が裏付けられた結果となっている。女子の志願者
数については、占有率こそ微減（－1.4%）したものの志願者数
そのものは852人増加している。ここ数年の女子学生を意識し
た学部設置及び改組、またレディースルームやパウダールーム
の設置等、施設整備の効果もあり、キャンパスがきれいな印象
を与えていることと相まって、本学のイメージ変化もすっかり安定
したと考えられる。

【女子志願者数と占有率の遷移（5ヵ年）】
平成26年度女子志願者数は平成22年度比＋11,887人
占有率では29.1％まで上昇

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

40,887

女子
志願者数
（人）女子占有率

20.0％

22.0％

24.0％

26.0％

28.0％

30.0％

平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度平成22年度

（のべ人数）

29.1%

40,035

31,09431,045
29,000

27.1%
27.6%

28.6%

30.5%

【総志願者数5ヵ年推移】
平成26年度総志願者数は平成22年度比＋33,611人

106,858
112,389

108,719

131,198

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年（年度）

総志願者数（人）

+33,611 140.469

（のべ人数）
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入学センターからのお知らせ

学生募集の取り組み

入学センターでは、高校訪問、高校内ガイダンス、キャンパス
見学会などに力を注ぎ、昨年度も延べ3,000校以上の高校を
訪問し、高校教諭に本学の実学への取り組みや外部からの
評価の高さを徹底的に伝えた。高校内ガイダンスへは、925回
参加し、直接、受験生・保護者に本学の案内を行った。キャンパ
ス見学会は、180校に来ていただき、高校生や教諭・保護者に
本学の魅力を伝えることに取り組んだ。これら地道ながらも高
校側への情報提供を欠かさず行うことに加え、高校側の要望
や苦情を聞き取り、それらの改善によって、受験生の進路に影
響を与える高校教諭を味方につけることができた。また、オー
プンキャンパスは、西日本1位の来場者数を動員し、各学部の
協力を得て、多彩なイベント・プログラムを提供し、来場者の満
足度を高めることに成功した。アンケート提出者の追跡調査で
は、来場者の本学出願率が8割を超えることから、今後とも各
学部のご協力を得ながら、充実を図りたい。
平成26年度入試から出願を完全ネット化し、紙の願書を廃
止した。いわゆる「エコ出願」は、受験生にとって「簡単」「便利」
「安心」を提供できるものと自信を持って取り組んだ。これにも先
に記した高校訪問、高校内ガイダンス、キャンパス見学会等を
フル活用し、「エコ出願」を浸透させることに努めた。当初は、不
安を感じていた受験生・保護者・高校教諭からの意見や要望
を収集し、それらへの早急な対応により理解・信頼を求めた。
また、全国的に関心を集める広報戦略が功を奏し、各種メ
ディアへ好意的に取り上げられる機会が多かった。広報につい
ては、「エコ出願」のみならず、「近畿大学水産研究所」をはじ
めとした様 な々実学の証がマスコミを通じて近畿大学のイメー
ジアップやブランド力向上に計り知れない効果を生んだ。

平成27年度入試に向けて

平成27年度入試は、18歳人口が、1.9万人増加することが
予測されており、学生募集の好機となる。ただ、前述したとおり、
関西の主要私大も様 な々入試改革を打って、志願者数を伸ば
しており、本学だけが安心してはいられない。志願者数日本一
となったが、逆に合格しづらい印象を与えている可能性がある
ため、受験を敬遠される恐れが考えられる。しかしながら、昨今
の「理高文低」傾向は、もともと理系学部が充実している本学
にとって、有利な要因であるうえに、13学部48学科を擁する近
畿大学の総合力は、様 な々志望動機に対応できる魅力を備え
ている。理系学部を中心として、「クロマグロの完全養殖」「バイ
オコークス」「マンモス再生」等、社会に役立つ独自性のある研
究が高い評価と大きな話題を呼んでいる。これに加えて、中央
図書館を中心とした新棟建設や外国語・国際系の新学部設

置の予定等、文系学部でも対外に大きくアピールできる計画が
今後も控えており、その高揚感を持って、積極的な募集に取り
組みたい。
西日本最大級の私立大学である本学は、長い歴史や既得

の上位イメージ・偏差値を持つ他大学より幅広い学問領域と施
設・設備を備えている。このことは、近年の志願者数増加と外
部からの高評価が継続されていることで証明されている。「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
に更なる一歩を踏み出すためには、近大ブランドを発信し続
け、着実に根付かせることが、重要である。平成27年度入試は
もちろんのこと、平成30年以降も存在感のある強い大学である
よう、全学でさらに協力体制を強化し、各学部の協力を得なが
ら、大学のレベル向上と独自性がある社会に役立つ大学へと
進化を続けたい。

近畿大学校友会報 vol .50（平成26年10月5日）
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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

18

17

14 13
15

16

1

2

19

20

3

21

22

23 24

25

4

7

7

9

26

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

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15

医学部堺病院16

附属農場湯浅農場20

近畿大学ネットワーク
九州短期大学
生活福祉情報科
保育科
通信教育部

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

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

18

14

13

10

17

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

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

・農学部

奈良キャンパス

東大阪キャンパス

・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

附属農場生石農場19

水産研究所新宮実験場21

水産研究所白浜実験場22

水産研究所すさみ分室23

水産研究所大島実験場24

水産研究所浦神実験場25

水産研究所奄美実験場26
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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

18

17

14 13
15

16

1

2

19

20

3

21

22

23 24

25

4

7

7

9

26

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

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15

医学部堺病院16

附属農場湯浅農場20

近畿大学ネットワーク
九州短期大学
生活福祉情報科
保育科
通信教育部

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

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

18

14

13

10

17

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

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

・農学部

奈良キャンパス

東大阪キャンパス

・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

附属農場生石農場19

水産研究所新宮実験場21

水産研究所白浜実験場22

水産研究所すさみ分室23

水産研究所大島実験場24

水産研究所浦神実験場25

水産研究所奄美実験場26
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平成25年度 月別事業経過概要（4月〜3月）

4月
会議 （1）	 4月	13日（土） 会計監査

（2）	 4月	13日（土） 執行部会議
（3）	 4月	20日（土） 執行部会議
（4）	 4月	20日（土） 顧問・相談役・参与会
（5）	 4月	24日（水） 特別委員会
（6）	 4月	24日（水） 国際交流委員会

1号 （1）	 4月	23日（火） 総会実行委員会
2号 （1）	 4月	14日（日） 愛媛県中予支部総会 「東京第一ホテル松山」

（2）	 4月	25日（木） 守口市役所支部総会 「ダイナミックキッチン＆バー燦」
（3）	 4月	27日（土） 広島県芸南支部総会 「呉市安浦公民館」

7号 校友会員の整備蓄積
11号 （1）	 4月	 3日（水） 本部・農学部・医学部入学式

5月
会議 （1）	 5月	 2日（木） 執行部会議

（2）	 5月	 2日（木） 常任幹事会議
（3）	 5月	18日（土） 執行部会議
（4）	 5月	18日（土） 幹事会議
（5）	 5月	29日（水） 特別委員会

1号 （1）	 5月	14日（火） 総会実行委員会
2号 （1）	 5月	10日（金） 大末建設支部総会 「船場無門」

（2）	 5月	11日（土） 和歌山県紀南支部総会 「シティプラザホテル」
（3）	 5月	11日（土） 泉大津・高石支部総会 「ホテルレイクアルスターアルザ泉大津」
（4）	 5月	12日（日） 香芝支部創立 20 周年記念総会 ｢香芝市ふたかみ文化センター｣
（5）	 5月	12日（日） 川西・猪名川支部総会 「愉楽日本料理 かぐらざか」
（6）	 5月	18日（土） 通信教育部同窓会総会 「BLOSSOM CAFÉ」
（7）	 5月	19日（日） 大阪狭山支部総会 「大阪狭山キャンパス」

7号 校友会員の整備蓄積
10号 （1）	 5月	25日（土） 近畿大学理工学部建築学科設立 50 周年記念式典

6月
会議 （1）	 6月	29日（土） 執行部会議
1号 （1）	 6月	11日（火） 総会実行委員会
2号 （1）	 6月	 1日（土） 産業理工学部同窓会総会 「のがみプレジデントホテル」

（2）	 6月	 2日（日） 岐阜県支部総会 「岐阜キャッスルイン」
（3）	 6月	 5日（水） 中華民国在日支部設立 20 周年記念総会 「スイスホテル南海大阪」
（4）	 6月	 8日（土） 岡山支部総会 「岡山プラザホテル」
（5）	 6月	15日（土） 香川県支部総会 「リーガホテルゼスト高松」
（6）	 6月	15日（土） 西宮支部総会 「ノボテル甲子園」
（7）	 6月	16日（日） 富田林市支部総会 「グランドホテル二葉」
（8）	 6月	16日（日） 泉南支部総会 「スターゲイトホテル関西エアポート」
（9）	 6月	16日（日） 岸和田・忠岡支部総会 「スターゲイトホテル関西エアポート」
（10）	 6月	16日（日） 泉佐野支部総会 「スターゲイトホテル関西エアポート」
（11）	 6月	16日（日） 貝塚支部総会 「スターゲイトホテル関西エアポート」
（12）	 6月	22日（土） 和歌山県御坊日高支部総会 「㈱花ご坊」
（13）	 6月	22日（土） 箕面支部総会 「ホテル阪急エキスポパーク」
（14）	 6月	22日（土） 豊中支部総会 「ホテル阪急エキスポパーク」
（15）	 6月	22日（土） 新宮東牟婁支部総会 「新宮ユーアイホテル」
（16）	 6月	30日（日） 東大阪支部総会 「BLOSSOM CAFÉ」
（17）	 6月	30日（日） 河内長野支部総会 「河内長野荘」

3号 （1）	 6月	23日（日） 関東地区新卒業生歓迎会
5号 （1）	 6月	12日（水） 広報出版委員会

議案号数 概　　　　　　　　要
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平成25年度 月別事業経過概要（4月〜3月）

6月
7号 校友会員の整備蓄積
9号 （1）	 6月	20日（木） 事業準備委員会
10号 （1）	 6月	 9日（日） 吹奏楽部創部五十周年記念式典
11号 （1）	 6月	23日（日） 近畿大学フェア 2013（東京）

7月
会議 （1）	 7月	13日（土） 執行部会議
1号 （1）	 7月	 2日（火） 総会実行委員会
2号 （1）	 7月	 5日（金） 広島県呉支部総会 「呉阪急ホテル」

（2）	 7月	 6日（土） 岡山県東備支部総会 「ひなせ味楽宴 秀吉」
（3）	 7月	 6日（土） 北海道総支部総会 「グランド居酒屋 富士」
（4）	 7月	 7日（日） 千葉県支部設立総会 「三井ガーデンホテル千葉」
（5）	 7月	13日（土） 近大クラブ（高・中校の部）支部総会 「シェラトン都ホテル大阪」
（6）	 7月	14日（日） 柏原支部総会 「サンヒル柏原」
（7）	 7月	20日（土） 広島支部総会 「リーガロイヤルホテル広島」
（8）	 7月	24日（水） 羽曳野市役所支部総会 「びっくじょうちゃんこ場店」
（9）	 7月	25日（木） 尼崎市役所支部総会 「尼崎市総合文化センター」
（10）	 7月	26日（金） 宮城県支部総会 「ホテル法華クラブ仙台」
（11）	 7月	26日（金） 三宝電機支部総会 「炉ばた焼 漁火」
（12）	 7月	28日（日） 愛媛県東予支部設立 50 周年記念総会 「今治国際ホテル」
（13）	 7月	28日（日） 大阪市平野支部総会 「安倍乃荘」

3号 （1）	 7月	20日（土） 中国地区新卒業生歓迎会
（2）	 7月	27日（土） 九州地区新卒業生歓迎会

5号 （1）	 7月	24日（水） 広報出版委員会
7号 校友会員の整備蓄積
9号 （1）	 7月	 8日（月） 厚生委員会・事業準備委員会合同委員会
11号 （1）	 7月	20日（土） 近畿大学フェア 2013（広島）

（2）	 7月	27日（土） 近畿大学フェア 2013（福岡）

8月
会議 （1）	 8月	24日（土） 執行部会議

（2）	 8月	27日（火） 国際交流委員会
2号 （1）	 8月	10日（土） アメリカ・ロサンゼルス支部総会 「Holiday Inn Torrance」

（2）	 8月	24日（土） 但馬支部総会 「ホテル大丸」
（3）	 8月	25日（日） 鳥取県支部総会 「ホテルハーベストイン米子」
（4）	 8月	25日（日） 奄美支部総会 「奄美観光ホテル」
（5）	 8月	25日（日） 摂河泉 JC 支部総会 「リーガロイヤルホテル大阪」
（6）	 8月	31日（土） 福井県支部総会 「アオッサ」
（7）	 8月	31日（土） マレーシア支部設立総会 「PARKROYAL Kuala Lumpur」

3号 （1）	 8月	 4日（日） 関西地区新卒業生歓迎会
（2）	 8月	31日（土） 東海地区新卒業生歓迎会

7号 校友会員の整備蓄積
11号 （1）	 8月	31日（土） 近畿大学フェア 2013（名古屋）

9月
会議 （1）	 9月	 7日（土） 執行部会議

（2）	 9月	25日（水） 特別委員会
1号 （1）	 9月	 2日（月） 総会実行委員会
2号 （1）	 9月	 7日（土） 支部長・同窓会長会 「シェラトン都ホテル大阪」

（2）	 9月	 8日（日） 神戸支部設立 70 周年記念総会 「神戸ポートピアホテル」
（3）	 9月	 8日（日） 大阪梅北中央支部総会 「ハートンホテル北梅田」
（4）	 9月	18日（水） 三菱電機グループ支部総会 「㈱立花エレテック」
（5）	 9月	21日（土） 東京支部設立 30 周年記念総会 「コートヤード・マリオット銀座東武ホテル」
（6）	 9月	21日（土） 大阪市港支部総会 「居酒屋 清正」

議案号数 概　　　　　　　　要
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9月
（7）	 9月	23日（月） 徳島県支部総会 「サンシャイン徳島アネックス」
（8）	 9月	28日（土） 北九州支部総会 「ステーションホテル小倉」
（9）	 9月	28日（土） 神奈川県支部総会 「近畿大学東京事務所」
（10）	 9月	29日（日） 理工学部同窓会総会 「東大阪キャンパス 17号館」

4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積
11号 （1）	 9月	29日（日） ホームカミングデー 「東大阪キャンパス」

10月
会議 （1）	 10月	12日（土） 執行部会議

（2）	 10月	20日（日） 執行部会議
1号 （1）	 10月	10日（木） 総会実行委員会・厚生委員会・事業準備委員会合同委員会

（2）	 10月	20日（日） 平成 25 年度定期総会 「シェラトン都ホテル大阪」
2号 （1）	 10月	 4日（金） 大阪市阿倍野支部総会 「桃谷楼」

（2）	 10月	 5日（土） 愛媛県南予支部総会 「ホテルクレメント宇和島」
（3）	 10月	 6日（日） 愛知県支部総会 「ウェスティンナゴヤキャッスル」
（4）	 10月	 6日（日） 茨城県支部設立総会 「三の丸ホテル」
（5）	 10月	10日（木） 大阪青年会議所支部総会 「大成閣」
（6）	 10月	11日（金） 近畿地方整備局支部総会 「大阪弥生会館」
（7）	 10月	12日（土） 工学部同窓会総会 「ホテルセンチュリー21広島」
（8）	 10月	12日（土） 土地家屋調査士支部総会 「近畿大学水産研究所」
（9）	 10月	19日（土） 法科大学院同窓会総会 「東大阪キャンパス B館」
（10）	 10月	26日（土） 佐賀県支部総会 「ホテルグランデはがくれ」
（11）	 10月	26日（土） 石川県支部設立 20 周年記念総会 「金沢ニューグランドホテル」
（12）	 10月	27日（日） 静岡県支部総会 「クーポール会館」

4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積

11月
会議 （1）	 11月	16日（土） 執行部会議

（2）	 11月	27日（水） 特別委員会
2号 （1）	 11月	 2日（土） 生物理工学部同窓会総会 「和歌山キャンパス」

（2）	 11月	 2日（土） 尾道支部総会 「グリーンヒルホテル尾道」
（3）	 11月	 9日（土） 富山県支部総会 「サッポロビアレストランDUO」
（4）	 11月	 9日（土） 関西私大支部総会 「TTSセンター 6Fホール」
（5）	 11月	 9日（土） 医学部同窓会総会 「ザ・リッツ・カールトンホテル」
（6）	 11月	 9日（土） 宮崎県支部総会 「ホテルメリージュ」
（7）	 11月	 9日（土） 長崎県支部総会 「ゆりの温泉 長与町」
（8）	 11月	10日（日） 工学部同窓会総会「関西地区懇親会」 「ホテルアウィーナ大阪」
（9）	 11月	15日（金） 大阪市東成支部総会 「道頓堀ホテル」
（10）	 11月	23日（土） 熊本県支部設立 20 周年記念総会 「アークホテル熊本」
（11）	 11月	27日（水） 松原市役所支部総会 「和味」
（12）	 11月	29日（金） 八尾支部総会 「加門」

3号 （1）	 11月	 2日（土） 支援団体地区リーダーズ役員会
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積

12月
会議 （1）	 12月	 7日（土） 執行部会議
1号 （1）	 12月	 6日（金） 総会実行委員会・厚生委員会・事業準備委員会合同委員会
2号 （1）	 12月	 8日（日） 高槻・島本支部総会 「つきの井」

（2）	 12月	14日（土） 福岡支部総会 「ソラリア西鉄ホテル」
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積

議案号数 概　　　　　　　　要
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1月
会議 （1）	 1月	11日（土） 執行部会議

（2）	 1月	29日（水） 特別委員会
2号 （1）	 1月	 8日（水） 台湾支部総会 「老爺大酒店」

（2）	 1月	22日（水） 大阪府庁支部総会 「プリムローズ大阪」
（3）	 1月	24日（金） 大阪国税局支部総会 「大北京」
（4）	 1月	29日（水） 大東市役所支部総会 「ふぐ好」

4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積

2月
会議 （1）	 2月	13日（木） 国際交流委員会

（2）	 2月	22日（土） 執行部会議
2号 （1）	 2月	 1日（土） 東大阪市役所支部総会 「白良荘グランドホテル」

（2）	 2月	 1日（土） 大阪市生野支部総会 「ニューミュンヘン南大使館」
（3）	 2月	 1日（土） 高槻市役所支部総会 「飛騨亭花扇」
（4）	 2月	 7日（金） 大津市役所支部総会 「ととや一」
（5）	 2月	 7日（金） 奥村土木支部総会 「ホテル大阪ベイタワー」
（6）	 2月	 8日（土） 堺市役所支部総会 「台北ロイヤルホテル」
（7）	 2月	12日（水） 八尾市役所支部総会 「ラ・フェットひらまつ」
（8）	 2月	14日（金） 寝屋川市役所支部総会 「がんこ寝屋川店」
（9）	 2月	15日（土） 寝屋川支部総会 「がんこ寿司寝屋川店」
（10）	 2月	21日（金） 大阪市小若江会支部総会 「ホテルアウィーナ大阪」

3号 （1）	 2月	22日（土） 全国経済産業リーダーズクラブ総会 「シェラトン都ホテル大阪」
4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積
9号 （1）	 2月	20日（木） 事業準備委員会
10号 （1）	 2月	15日（土） 木島明彦氏武道功労章受章記念祝賀会

（2）	 2月	22日（土） 体育会合気道部祝勝会
（3）	 2月	22日（土） 近大！空手！「一番祭り」優勝祝賀会＆木島監督武道功労章受章祝賀会

11号 （1）	 2月	26日（水） 附属看護専門学校卒業式

3月
会議 （1）	 3月	22日（土） 執行部会議

（2）	 3月	26日（水） 特別委員会
2号 （1）	 3月	 8日（土） 堺支部総会 「ホテルサンプラザ」

（2）	 3月	 9日（日） 環境緑化支部総会 「シェラトン都ホテル大阪」
（3）	 3月	15日（土） 埼玉県支部総会 「近畿大学東京事務所」
（4）	 3月	15日（土） 滋賀県庁支部総会 「ホテルボストンプラザ草津」
（5）	 3月	23日（日） 沖縄県支部総会 「パシフィックホテル沖縄」
（6）	 3月	30日（日） 大阪府内特定行政庁 OB 会支部総会 「ダイワロイネットホテル堺東」

4号 校友会終身会費の徴収
7号 校友会員の整備蓄積
11号 （1）	 3月	 6日（木） 九州短期大学卒業式

（2）	 3月	13日（木） 工学部卒業式
（3）	 3月	14日（金） 産業理工学部卒業式
（4）	 3月	15日（土） 工業高等専門学校卒業式
（5）	 3月	19日（水） 生物理工学部卒業式
（6）	 3月	20日（木） 法科大学院修了式・大学院修了式
（7）	 3月	22日（土） 本部・農学部・医学部卒業式

議案号数 概　　　　　　　　要
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一 般 会 計

歳入の部 （単位:円）

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 摘 要

繰 越 金 54,871,669 54,871,669 0

会 費 47,500,000 71,750,000 △ 24,250,000 既卒者 65 名、新卒者 7,110 名

定 期 総会 会 費 12,000,000 10,040,000 1,960,000 チケット収入（964 枚）・役員名刺広告収入（40 件）

雑 収 入 1,000,000 1,903,313 △ 903,313 役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等

特別会計繰入金 10,000,000 0 10,000,000

合 計 125,371,669 138,564,982 △ 13,193,313

平成25年度（自平成25年4月1日　至平成26年3月31日）歳入歳出決算書
歳入の部 138,564,982 歳出の部 60,083,440 次年度繰越金 78,481,542

歳出の部 （単位:円）

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 摘 要

会 議・会 合 費 6,000,000 3,542,805 2,457,195 各種会議・委員会会合費等

通 信 費 4,000,000 2,960,939 1,039,061 役員名簿発送・各種会議・各種委員会通知・電話料等

印 刷 費 8,000,000 7,438,373 561,627 各種印刷等

広 報 費 1,000,000 161,175 838,825 ホームページ維持費等

人 件 費 6,500,000 5,259,120 1,240,880 校友会職員・アルバイト職員給与

助 成 費 14,000,000 11,541,179 2,458,821 各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

備 品 費 200,000 76,125 123,875 パソコン

消 耗 品 費 300,000 267,120 32,880 事務消耗品費等

支部・同窓会費 5,500,000 3,872,000 1,628,000 支部祝金・支部旗

出 張 費 8,000,000 6,243,662 1,756,338 支部総会出張旅費等

定 期 総 会 費 12,000,000 11,877,224 122,776 定期総会経費

電 算 委 託 費 4,000,000 746,968 3,253,032 データ管理・システム維持費等

会費振込手数料 10,000 4,120 5,880 振込手数料

雑 費 7,000,000 6,092,630 907,370 徽章・慶弔費等

予 備 費 1,451,669 0 1,451,669

小 計 77,961,669 60,083,440 17,878,229

前受会費繰越金 47,410,000 0 47,410,000

合 計 125,371,669 60,083,440 65,288,229
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平成26年度（自平成26年4月1日　至平成27年3月31日）収支予算書

歳入の部
（単位:円）

科 目 予　算　額 摘 要

繰 越 金 78,481,542

会 費 71,000,000 会費納入予定者（7,100人）

定期総会会費 12,000,000 チケット収入・役員名刺広告収入

雑 収 入 2,000,000 銀行預金利息・グッズ販売・役員協力費等

合 計 163,481,542

歳出の部
（単位:円）

科 目 予　算　額 摘 要

会議・会合費 5,000,000 各種会議・委員会会合費等

通 信 費 4,000,000 各種会議・各種委員会通知・電話料等

印 刷 費 8,000,000 役員名簿印刷・各種印刷等

広 報 費 2,000,000 ホームページ維持費等

人 件 費 10,000,000 校友会職員給与・アルバイト等

助 成 費 27,000,000 各クラブ祝勝会祝金・終身会費納入記念品等

備 品 費 200,000 収納庫等

消 耗 品 費 消 400,000 事務消耗品費等

支部・同窓会費 5,000,000 支部祝金・支部旗

出 張 費 9,000,000 支部総会出張旅費等

定 期 総 会 費 12,000,000 定期総会経費

電 算 委 託 費 1,500,000 データ管理・システム維持費等

雑 費 7,000,000 徽章・グッズ・慶弔費・会費振込手数料等

予 備 費 281,542

小 計 91,381,542

退職手当積立金 1,000,000

前受会費繰越金 71,100,000

合 計 163,481,542
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