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世耕　弘成近畿大学校友会 名誉会長

　近畿大学校友会の皆様、日増しに秋の深まりを感じる季節

になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

　近畿大学校友会が、昭和4年の発足から今年で創立88年

を迎え、50万人を超える校友の皆様とともに歴史と文化を刻ん

でこられたことをお喜び申し上げます。

　近畿大学は、平成29年度一般入試において、昨年度より

2万6,981人増加して過去最高の14万6,896人となりました。

また、総志願者数でも昨年度を2万8,624人上回る19万2,457

人となり、4年連続「総志願者数日本全国１位」を獲得いたし

ました。これも校友の皆様のお蔭だと感謝申し上げます。

　今年4月に東大阪キャンパス整備計画の第一弾として

「ACADEMIC THEATER（アカデミックシアター）」がオープ

ンいたしました。シアター内にはグローバル機能を集約した「イ

ンターナショナルフィールド」、日本最大規模の座席数を備え、

24時間利用可能の自習室が核となる「ナレッジフィールド」、社

会の窓口となる機能に特化した「オープン・キャリアフィール

ド」、学生・教職員の交流の場となる「アメニティフィールド」と

いった4つの「フィールド」があります。今年の定期総会は、東

大阪キャンパスで開催し、ホームカミングデーも同日実施します

ので、竣工したばかりのアカデミックシアターをはじめ変革を続

ける近畿大学の近況に触れていただきます。

　また、建学の精神でもある「実学教育」の具現化として開店

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」、2号店である東京・銀座店も今

なおその盛況ぶりは衰えず、養殖魚の価値向上という目標を

達成し続けております。その他にも「近大発 うなぎ味のナマ

ズ」「におわないぶり」「日本初の研究用原子炉の再稼働」な

ど近畿大学の「実学教育」はとどまるところを知りません。

　さらに、昨年開設した国際学部の1期生が約1年間の留学

を経て帰国しました。約65％の学生に現地650校以上のカレッ

ジや大学進学に必要とされる英語力に到達したことを証明す

る修了証書が授与され、語学はもちろんコミュニケーション・文

化も学ぶことで、グローバル社会・ビジネスで活躍できる人材育

成を進めております。

　このように近畿大学は、あらゆる分野において専門家をか

かえる総合大学としての強みを最大限に生かし、21世紀の現

代社会がかかえる諸問題に対して、積極的にまた、独自の視

点から解決策を提示し続けております。

　新たに、創立100周年記念事務局を設置し、8年後の来た

るべき100周年にむけて体制を整え、今後も、建学の精神であ

る「実学教育」と「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でより一層、近畿大学の地位を高めるよ

うに努めてまいります。

　

　近畿大学校友会と近畿大学のますますの発展と校友の皆

様のご健勝とご多幸を祈念いたします。
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塩﨑　均近畿大学 学長

　平成29年度校友会定期総会の開催を心よりお祝
い申し上げます。また、校友会の会員が50万人を超
え、大変心強く感じています。
　近畿大学は、平成29年度入試において総志願者
数が19万3,833人となり、4年連続で志願者数日本
一を達成いたしました。また、「大学探しランキング
ブック2017（大学通信）」で、改革力が高い大学 全
国1位に選ばれたほか、世界大学ランキングの一つ、
「THE世界大学ランキング Asia-Pacific版」におい
て171‒180位（日本全国31位、西日本私大1位）と評
価され、西日本私大唯一の200位以内にランクインし
ました。
　このような近畿大学の躍進は、「クロマグロの完全
養殖」や「バイオコークスプロジェクト」、「ウナギ味の
ナマズ」等のユニークな研究により、近畿大学の実
学教育が高く評価されたこと、そして何よりも、不可能
としか思えないことを可能にしてこられた校友のみな
さまのご尽力があったからこそだと思っています。
　こういった歴史や現状と向き合うと、われわれは
チャレンジをし続けなければならないと思うのです。失
敗を恐れていては新たなことは生まれないと胸に刻
み、現状に満足せず、引き続き新たなチャレンジをし
ていく所存です。
　現在、「超近大プロジェクト」と称し、東大阪キャ
ンパスの大規模整備計画を進めており、平成29年
4月、第一期工事が完了し、新たな学術拠点
「ACADEMIC THEATER（アカデミックシアター）」
がオープンしました。マンガ約2万2千冊を含む約7万

七走一坐
冊の書籍を独自の図書分類で配架する新生図書館
や女性専用室を完備した24時間利用可能な自習室
を設置するなど、これまでの常識を覆す今までにない
新しいエリアとなっています。

「七走一坐」
　平成29年、新年の挨拶にて教職員に示したもの
で、私自身の今年のテーマでもあります。「七走一
坐」とは、禅の教えで7回走ったら1回座るという意
味。つまり、動いたら必ず止まり、体勢を整えてまた動
け。ということです。決して怠惰を意味する言葉では
ありません。目的を見失わないように、ある意味勇気を
出して、座る。今年の近畿大学も、たくさんの“オモロ
イこと”や固定概念にとらわれない取り組みを仕掛
け、チャレンジしていきますが、必ず立ち止まって省み
る時間を大切にしたいと思います。
　そして近畿大学は、世界からも評価される大学と
なる今、“攻める姿勢”で新たなことにチャレンジして
いますが、その反面、守りたい歴史・伝統・ポリシーな
ども勿論あるわけです。校友のみなさまが築いてこら
れた歴史を大切にしつつ、責任感を持って進んでい
きたいと考えています。
　最後に、近畿大学校友会と近畿大学のさらなる発
展を祈念するとともに、校友のみなさまから、引き続き
母校に対しての厚いご支援、ご指導をお願い申し上
げ、私からの挨拶とさせていただきます。

　平成29年度近畿大学校友会定期総会にお集まり頂き、誠

にありがとうございます。また平素から校友会活動にご理解、

ご協力を頂き、重ねて御礼申しあげます。私が、亀岡前会長

の後を受け校友会長に就任し、はや1年が過ぎました。校友

会のさらなる発展を目指し、今後も精一杯努めてまいりますの

で、本年も、引き続きご指導ご協力のほど、宜しくお願いいたし

ます。

　ご存じの通り、近畿大学校友会名誉会長　世耕弘成先

生が、平成29年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣にて経

済産業大臣にご留任され、経済・産業・通商からエネルギー

に至る幅広い分野の重要政策実行に、今まさにご尽力され

ております。51万人の校友を代表して心からお祝い申しあげ

るとともに、ますますのご活躍をお祈り申しあげます。

　さて、母校近畿大学は、8年後に創立100周年を迎えます。

100周年に向けて母校の支援を具現化するために、母校と

校友会が連携した取組を、さらに強化してまいります。近畿大

学は、入学志願者数4年連続日本1位という快挙を達成しま

した。加えてグローバル人材育成のため、昨年4月から、14番

目の学部である国際学部を開設するなど、時代に即した形

で大学のブランド力向上を図っています。　

　一方、施設に目を向けますと、来る100周年を見据え、“超

近大プロジェクト”と銘打った大学史上最大の投資を行いま

した。東大阪キャンパスのメイン施設が、本年4月から利用可

能となりました。施設は4つのフィールドがあり、グローバルに特

化した「インターナショナルフィールド」、日本最大規模の座席

数を備え、24時間対応の自習室が核となる「ナレッジフィール

ド」、社会との窓口となる「オープン・キャリアフィールド」、学生

と教職員の交流の場となる「アメニティフィールド」といった、日

本屈指の教育・研究環境を誇るキャンパスとなります。ぜひ、

新しくなった東大阪キャンパスを、校友の皆様方もご見学くだ

さい。

　校友会に関して申し上げますと、本年で創設88年を迎え、

会員は現在51万人を超えました。各支部にいたっては、地域

支部102支部・職域支部63支部・専門職支部7支部の172支

部と20の同窓会をもつ、日本有数の組織となっております。し

かし、現状に甘んじることなく、校友会も母校同様に進化して

いく必要がございます。昨年10月の校友会定期総会にて発

表した、「校友の絆」「社会貢献」「母校近畿大学の支援」と

いう3つの目標を掲げ、具現化する組織作りをしていく所存で

す。そのためには、各支部の皆様方のご協力なくしては成し

遂げることはできません。皆様方とともに校友のネットワークや

連携をさらに深め、世代を超えた交流と親睦を通して、また社

会貢献を通じて、大学、そして校友会のブランド力の向上に

繋げていきましょう。

　日本有数の私立大学となった母校近畿大学。これは、建

学の精神でもあります「実学教育」が結実したものであり、今

後も実社会で役立つ大学になることは間違いありません。校

友会が連携し、3つの目標を実現しながらオール近大で母校

を支え、さらなる発展に繋げていきたいと思います。

　最後となりますが、母校ならびに校友会のますますの発展

と、そして全校友の皆様方のご健勝とご多幸を祈念し、ご挨

拶とさせていただきます。

西村　松次近畿大学校友会 会長



43

近畿大学校友会報 vol .53（平成29年10月15日）
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■マンガ約2万2千冊を含む約7万冊の書籍を
　独自の図書分類で配架する新生図書館が誕生
■女性専用室を完備した
　24時間利用可能な自習室を設置
■日本の大学初、世界のニュースに触れられる
　学習型カフェ「CNN Café」が出店

　東大阪キャンパスの新エリア「ACADEMIC THEATER」
は、5つの建物で構成された、文理融合による実学教育
のための拠点です。
中核施設となる「BIBLIOTHEATER」は、編集工学研究
所所長の松岡正剛氏をスーパーバイザーに迎えて開設
した新生図書館です。その他にも女性専用室を完備した
24時間利用可能な自習室など、学生が主体的に学べる
環境を整えています。
なお、「超近大プロジェクト」では、今後も第二期工事とし
て食堂や実験棟などを建設し、平成32年（2020年）の
完成を予定しています。

敷地面積：86,710.43㎡
建築面積：7,265.78㎡
延床面積：28,345.07㎡　　
最高高さ：56.94ｍ
総事業費：約500億円（第二期工事を含む）
構造・規模：鉄骨＋鉄骨鉄筋コンクリート＋
　　　　  鉄筋コンクリート造地上11階＋地下1階
設計・監理：株式会社NTTファシリティーズ
　　　　  一級建築士事務所関西事業本部
施 行 者：建築本体…株式会社大林組
　　　 　 電気設備…浅海電気株式会社
　　　  　機械設備…株式会社九電工
　　　  　昇降機設備…株式会社日立ビルシステム
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ポイント

■インターナショナルフィールド（1号館）
　留学、国際交流、外国
語教育などを一体的に行
うインターナショナルセン
ターを配置し、留学生、外
国人講師、在学生のほ
か、地域住民も含めた多
様な人々が利用する異文
化・多言語の出会いの場を創出します。この施設を中心と
して、全学的なグローバル人材の育成に取り組みます。

■実学ホール/オープン・キャリアフィールド（2号館）
　学生の成果発表などに
活用できる実学ホールを
設置。また、社会に開かれ
た場所として、就職を支
援するキャリアセンター、
産学連携を推進するリエ
ゾンセンター、卒業生の
窓口である校友会、自治体との連携などに取り組む社会
連携推進センターの機能を一つのフロアに集約し、幅広
い支援を一体的に行います。

建物概要

施設紹介

松岡 正剛氏プロフィール

■ナレッジフィールド（3号館）
　1・2階が自習室、3・
4・5階が教室となる、
学生の自発的な学びを
支援する施設。女性専
用室を完備した24時
間利用可能な自習室
など、他大学にはない
仕様となっています。学生は、スマホアプリで座席を予約
し、いつでも自習室を利用することができます。

■アメニティフィールド（4号館）
　学生が利用できるカ
フェなどを設置。リラッ
クスするだけでなく、
カフェでも学べる空間
づくりがコンセプトで
す。世界のニュースに
リアルタイムに触れら
れる学習型カフェ「CNN Café」※、“サードウェーブコー
ヒー”として注目の「ALL DAY COFFEE」の2店が日本
の大学に初出店しました。

　オブジェマガジン「遊」編集長、東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授などを経て、現在、編集工学研究所
所長、イシス編集学校校長。80年代「編集工学」を創始し、文化、経済、自然、生命、宇宙、工学、医療、IT、デザイ
ン、アートなど、多分野をまたいで関係性をつなぐ研究に従事し、その成果を企画、編集、システム開発、プロ
デュース他で大胆に実践している。
　編集的世界観にもとづく本のプロジェクトは長年定評がある。古今東西約600万冊の書物を収蔵する「図書
街」構想や30年にわたり改変してきた知の体系「目次録」を土台にしながら、伝説の書店「松丸本舗」、無印良品
「MUJI BOOKS」、直近では理化学研究所と組んで全国展開した「科学道100冊」などを展開。また、ラーニング
システム「イシス編集学校」では3万人以上の生徒と約500人の師範を育成し、本を贈り合う文化を推奨。
　一方、日本文化研究の第一人者としても活動の場を広げている。「日本という方法」を提唱し、日本の「方法」
の魂を直伝する私塾を精力的に展開。「連塾」「三味三昧」「椿座」「蘭座」他。2016年より東京オリンピック関連
事業「文化プログラム」のアドバイザリーメンバーに就任。おもな著書に『知の編集工学』『知の編集術』『日本
流』『多読術』『インタースコア』ほか多数。2000年にはじめたブックナビゲーション「千夜千冊」は2017年2月、
第1630冊を突破（http://1000ya.isis.ne.jp/）。最新千夜1632夜『それでも、読書をやめない理由』。

■BIBLIOTHEATER（5号館）
　編集工学研究所所
長の松岡正剛氏監修の
もと、独自の図書分類
「近大INDEX」によっ
て約7万冊の書籍等を
収蔵する新図書館
「BIBLIOTHEATER」。
1階は「NOAH33」と名付けて一般図書を中心に約3万
冊を配架、2階は「DONDEN」と名付け、マンガ約2万2
千冊を含め、新書、文庫など約4万冊を配架します。また、
「ACT」と呼ばれる42室のガラス張りの小部屋を設置
し、社会の諸問題を解決に導くために学生が議論などを
行うプロジェクト空間として活用します。

※CNN Café
アメリカのニュース専門放送局「CNN」がプロデュースするカフェ。日本の大学では初出店で
す。店内の4つのモニターでは常時CNNのニュースが流れ、学生が日常的に世界のニュースを
目にすることができます。昨年4月の国際学部開設を機に、全学的なグローバル化を推進するな
かで、学生が気軽に英語に触れられる機会を提供。
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　図書館ではない超図書館モデルを提供してみたかった。「本の街」のようで、いつも目新しい「知と遊と技」に出会え、何度でも未知のドラマ
に出入りしたくなる「ビブリオシアター」のような書籍空間だ。２層構造にした。１階のNOAH33は既存の図書分類にもとづかないテーマ書棚
がビルのように組み立ち、２階のDONDENは多彩なマンガがメインになりながらも、夥しい新書群がこれをフォローする。世界初の試みだ。

まつおか   せい ごう

松岡 正剛氏コメント

ACADEMIC THEATER全景
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近畿大学（大阪府東大阪市）は、平成32年（2020年）の完成を目指して、東大阪キャンパスの大規模整備「超近大プロ
ジェクト」を実施しています。
その第一期工事が完了し、平成29年（2017年）4月6日（木）に新たな学術拠点
「ACADEMIC THEATER（アカデミックシアター）」がグランドオープンしました。
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ポイント

■インターナショナルフィールド（1号館）
　留学、国際交流、外国
語教育などを一体的に行
うインターナショナルセン
ターを配置し、留学生、外
国人講師、在学生のほ
か、地域住民も含めた多
様な人々が利用する異文
化・多言語の出会いの場を創出します。この施設を中心と
して、全学的なグローバル人材の育成に取り組みます。

■実学ホール/オープン・キャリアフィールド（2号館）
　学生の成果発表などに
活用できる実学ホールを
設置。また、社会に開かれ
た場所として、就職を支
援するキャリアセンター、
産学連携を推進するリエ
ゾンセンター、卒業生の
窓口である校友会、自治体との連携などに取り組む社会
連携推進センターの機能を一つのフロアに集約し、幅広
い支援を一体的に行います。

建物概要

施設紹介

松岡 正剛氏プロフィール

■ナレッジフィールド（3号館）
　1・2階が自習室、3・
4・5階が教室となる、
学生の自発的な学びを
支援する施設。女性専
用室を完備した24時
間利用可能な自習室
など、他大学にはない
仕様となっています。学生は、スマホアプリで座席を予約
し、いつでも自習室を利用することができます。

■アメニティフィールド（4号館）
　学生が利用できるカ
フェなどを設置。リラッ
クスするだけでなく、
カフェでも学べる空間
づくりがコンセプトで
す。世界のニュースに
リアルタイムに触れら
れる学習型カフェ「CNN Café」※、“サードウェーブコー
ヒー”として注目の「ALL DAY COFFEE」の2店が日本
の大学に初出店しました。
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「MUJI BOOKS」、直近では理化学研究所と組んで全国展開した「科学道100冊」などを展開。また、ラーニング
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長の松岡正剛氏監修の
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冊を配架、2階は「DONDEN」と名付け、マンガ約2万2
千冊を含め、新書、文庫など約4万冊を配架します。また、
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し、社会の諸問題を解決に導くために学生が議論などを
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※CNN Café
アメリカのニュース専門放送局「CNN」がプロデュースするカフェ。日本の大学では初出店で
す。店内の4つのモニターでは常時CNNのニュースが流れ、学生が日常的に世界のニュースを
目にすることができます。昨年4月の国際学部開設を機に、全学的なグローバル化を推進するな
かで、学生が気軽に英語に触れられる機会を提供。

ノ ア 3 3

ド ン デ ン

ア クト

ビ ブ リ オ シ ア タ ー

　図書館ではない超図書館モデルを提供してみたかった。「本の街」のようで、いつも目新しい「知と遊と技」に出会え、何度でも未知のドラマ
に出入りしたくなる「ビブリオシアター」のような書籍空間だ。２層構造にした。１階のNOAH33は既存の図書分類にもとづかないテーマ書棚
がビルのように組み立ち、２階のDONDENは多彩なマンガがメインになりながらも、夥しい新書群がこれをフォローする。世界初の試みだ。

まつおか   せい ごう

松岡 正剛氏コメント

ACADEMIC THEATER全景

近畿大学校友会報 vol .53（平成29年10月15日）

近畿大学（大阪府東大阪市）は、平成32年（2020年）の完成を目指して、東大阪キャンパスの大規模整備「超近大プロ
ジェクト」を実施しています。
その第一期工事が完了し、平成29年（2017年）4月6日（木）に新たな学術拠点
「ACADEMIC THEATER（アカデミックシアター）」がグランドオープンしました。
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志願者数増加の背景

参考資料

一般入試志願者数 過去最高の14万6,896人
2017年度一般入試※1志願者数4年連続日本一を達成

　本学では、志願者数増加の背景として、継続して取
り組んできた教育・研究面の改革が受験生に評価され
たことに加え、以下の4つの理由があると考えています。

■近大ブランドが全国に浸透
　地元である近畿エリアで前年度比 122.9％と増加し
ていることはもちろん、東海エリアでは 132.6％、関
東エリアでは 126.7％など、関西以外の地域の志願者
数が増加している。近大マグロをはじめとした高い研究
力や、東大阪キャンパス大規模整備計画「超近大プロ
ジェクト」などの積極的な情報発信により、全国的に認
知されるようになった。

■文系・理系ともに幅広い学問分野を備えている
　受験生の動向は文高理低となる中で、本学は募集定
員比率が文系：理系でほぼ 1：1 となる幅広い学問分
野を備えていることで、多様な受験者層を獲得している。

　近畿大学は、2017年度入試（14学部）における一般入試※1の志願者数が、昨年度より26,981人増加して、過去最高
の14万6,896人となりました。また、総志願者数※2も本学史上最高となった昨年度を28,624人上回り、19万2,457人
となりました。
　この結果について、株式会社大学通信の安田賢治氏は「受験生目線に立った入試制度改革や、近大マグロに代表される
高い研究力、ベルリッツとの提携で注目を集める国際学部などの取り組みを積極的に発信し続け、近大ブランドが全国に
浸透したことが志願者数増加の要因となった」とコメントしています。

■理系学部の新たな併願制度などの入試制度改革
　文系学部ですでに導入していた、同一学部内の他の
学科を併願できる制度を理系学部にも拡充し、農・生
物理工・工・産業理工の 4 学部に「理系学部学部内
併願方式」を導入。

■国際学部による新たな受験者層の獲得
　平成 28 年（2016 年）4月に開設した国際学部では、
留学生活に密着したドキュメンタリー動画を継続的に配
信したことで、留学や海外で働くことを希望する受験生
の共感を呼び、志願者数は前年度比 139.1％の
7,732 人となった。

※1　大学入試センター試験利用を含む（短期大学部は除く）
※2　推薦入試（一般公募）などを含む、全入試の志願者数（短期大学部を含む）

※以下の志願者数は全てセンター試験利用を含む一般入試を対象としています

■志願者数 10 年間推移

■地域別志願者数
　本学が学生募集で重点エリアとしている近畿はもちろん、関東・東海・北陸などで大幅に増加しました。

■学部別志願者数増減
　全国的な文高理低の傾向どおり、文系学部は合計で 18,999 人増加（前年度比 131.1％）となり、大幅に増加しま
した。一方の理系学部は 7,982 人増加（前年度比 113.6%）となりました。農学部、生物理工学部、工学部、産業
理工学部で導入した理系学部学部内併願方式が志願者増加の一因となっています。

■女子志願者数の推移
　2008 年度と比較して約 2.5 倍と、この 10 年間で女子志願者数が増加し続けています。特に、開設 2 年目を迎え
る国際学部の志願者数は 4,178 人（女子比率 54.0％）で、女子から大きな支持を集めています。

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

エリア 2017 年度 2016 年度 増減 対前年比

北海道 791 606 185 130.0%

東北 372 368 4 101.1%

関東 3,210 2,534 676 126.7%

北陸 3,449 2,739 710 125.9%

東海 6,478 4,886 1,592 132.6%

近畿 108,229 88,090 20,139 122.9%

中国 10,009 8,875 1,134 112.8%

四国 6,156 5,164 992 119.2%

九州 6,970 5,534 1,436 125.9%

その他（高認他） 1,232 1,119 113 110.1%

合計 146,896 119,915 26,981 122.5%

志願者数 71,127 71,734 76,744 81,387 79,744 98,428 105,890 113,704 119,915 146,896
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産業理工 3,843 3,374 469 113.9％

合計 66,872 58,890 7,982 113.6％

年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

志願者数 17,189 17,435 20,053 21,625 22,145 29,210 29,755 31,262 35,524 42,873
女子比率 24.2% 24.3% 26.1% 26.56% 27.8% 29.7% 28.1% 27.5% 29.6% 29.2%
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　近畿大学薬学部は紀州日高漁業協同組合（和歌山県
御坊市）から成分分析の依頼を受け調査協力を行いま
した。結果、美容成分フコイダンを多く含むことがわかり
ました。今回、海藻「紀州アカモク」を使用した期間限定
メニューを平成29年（2017年）6月12日（月）から近畿
大学東大阪キャンパスの学生食堂で販売しました。

■紀州アカモクに美容成分フコイダ
ンが多く含まれていることに注目
■紀州アカモクを使用した新メ
ニュー3種を学食で期間限定販売
■学内のプロジェクトスペース
「KISS LABO」が栄養評価に協力

近畿大学と豊田通商が学生交流・
学術交流促進に向けた覚書を締結
豊田通商ロシア内に
「近大プロジェクトモスクワ事務所」を開設

　近畿大学と豊田通商株式会社（愛知県名古屋市）およ
び豊田通商ロシア（Toyota Tsusho RUS LLC、モス
クワ）は、このたび、在ロシア教育機関との学生交流・学
術交流促進に向けた覚書を締結しました。これにともな
い、近畿大学が豊田通商ロシア内にロシアでの拠点とな
る「近大プロジェクトモスクワ事務所」を開設しました。

■在ロシア教育機関との学生交流・学術交流促進に向け
た覚書を締結
■近畿大学がロシアでの拠点「近大プロジェクトモスク
ワ事務所」を開設
■日露間の人的交流を促進するとともに、学生の留学・
インターンシップ活動を支援

がん患者の遺伝子解析並びに
治療法の無料提供に挑む！
クラウドファンディング第３弾
「近大クリニカルシーケンス」

　近畿大学は、株式会社CAMPFIRE(東京都渋谷区)と
提携しており、第3弾プロジェクトとして、平成29年
(2017年)5月23日(火)から、医学部ゲノム生物学教室
(大阪狭山市)教授 西尾和人ら研究チームが、がん患者
にがんの遺伝子解析を無償で提供するための資金調達
を目的としたクラウドファンディングを行いました。

■クラウドファンディングで大学の研究・検査資金を調達
するプロジェクトの第3弾

■近大医学部が誇る最先端の技術でがん患者一人ひと
りに治療法の無償提供を目指す
■クラウドファンディングで遺伝子解析研究費用を調達
する国内初の試み

「近大マグロ」の皮を使用した
財布を発売
世界初のクロマグロ革製品

　株式会社コードバン（兵庫県姫路市）と近畿大学は、
近大マグロの皮を使用した財布などの革製品を開発しま
した。このたび、英語で「魚」を意味する「PISCINE
（ピサイン）」ブランドとして、平成29年4月28日（金）に
発売を開始しました。

■クロマグロの皮を革製品として商品化したのは日本初
で、世界的にも前例がない
■食べるだけでなく、近大マグロを「所有する喜び」を提
供

■店舗では廃棄されることが多いマグロの皮を活用する
ことで資源利用・保護を実現

『近畿大学×アンダーアーマー 
パートナーシップ締結』
西日本の大学初！　近畿大学がスポーツアパレル
ブランドとともに「大学スポーツの振興」を目指す

 近畿大学と米国アンダーアーマーを日本で展開する
株式会社ドーム（東京都江東区）は、スポーツを通じて
社会、地域、学生生活をより豊かにすることを目的とし、
スポーツの産業化や国民の健康増進、未来を支える人
材の育成に資するために包括的連携に関するパート
ナーシップを締結しました。ドームとのパートナーシップ
締結大学は学校法人関東学院、国
立大学法人筑波大学に続いて３校
目で、西日本の大学では初めての
取り組みとなります。

　パートナーシップの内容

（１）スポーツの推進及び振興に関すること
（２）スポーツ環境の整備・充実に関すること
（３）地域社会の発展に関すること
（４）人材の育成に関すること
（５）国際交流の活性化に関すること
（６）その他、両者が必要と認める事項

試験研究用原子炉の
教育・研究利用を再開
原子炉実機による実習を行い、原子力を担う人材育成に貢献

　近畿大学の試験研究用原子炉、
近畿大学原子炉は、東日本大震災
後に施行された試験研究用原子炉
施設の新規制基準への適合対応の
ために、平成26年（2014年）2月6
日から運転を停止しておりました
が、約3年2カ月ぶりに教育・研究利
用を再開し、15時43分に最大出力1Wで臨界に到達し
ました。

■新規制基準施行後、日本で初めて試験研究用原子炉
の利用を再開

今年もつんく♂氏が
入学式をプロデュース！
「Connect With The World」をテーマに
新入生を歓迎

　近畿大学は、平成29年（2017年）　4月1日（土）に、
約7,200人の新入生が出席し「平成29年度入学式」を
挙行しました。
　本学では、すべての新入生が気持ちを新たに充実した
大学生活の第一歩を踏み出せるよう、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。

　近畿大学附属高校および本学の卒業生である音楽プ
ロデューサーのつんく♂氏にプロデュースをしていただ
き、「Connect With The World」をテーマに入学式を
挙行しました。今年は、世界とつながることをテーマとし
ており、昨年開設した国際学部の学生が現在アメリカと
韓国に留学しており、海外と会場を生中継し、新入生に
エールを送りました。
　また、パフォーマンスユニット「KINDAI GIRLS」が
つんく♂氏書きおろしの新曲「人生Take off!」を初披露、
続いて吹奏楽部や応援部などによる歓迎のパフォーマ
ンスも行われ、会場は大きな盛り上がりとなりました。
　また、つんく♂氏も登場し、会場の大型スクリーンを
使い「僕はこの大学に入学し卒業出来た事をとても誇
りに思っています。みなさん、今を楽しんでください」な
どと祝辞を述べました。

パートナーシップの内容

海藻「紀州アカモク」を使用した
新メニューを学食で販売
美容成分フコイダンの健康効果・効能に期待

アカモク

アカモクオクラポン酢アカモクうどんアカモクとろろ鶏そぼろ丼

「近大マグロ」の皮を使用した財布

■本学の学生のみならず、全国の大学の学生・研究者に
原子炉実機を扱う実
習を提供し、将来の
原子力を担う人材の
育成に貢献

原子炉利用再開　起動の瞬間
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　近畿大学薬学部は紀州日高漁業協同組合（和歌山県
御坊市）から成分分析の依頼を受け調査協力を行いま
した。結果、美容成分フコイダンを多く含むことがわかり
ました。今回、海藻「紀州アカモク」を使用した期間限定
メニューを平成29年（2017年）6月12日（月）から近畿
大学東大阪キャンパスの学生食堂で販売しました。

■紀州アカモクに美容成分フコイダ
ンが多く含まれていることに注目
■紀州アカモクを使用した新メ
ニュー3種を学食で期間限定販売
■学内のプロジェクトスペース
「KISS LABO」が栄養評価に協力

近畿大学と豊田通商が学生交流・
学術交流促進に向けた覚書を締結
豊田通商ロシア内に
「近大プロジェクトモスクワ事務所」を開設

　近畿大学と豊田通商株式会社（愛知県名古屋市）およ
び豊田通商ロシア（Toyota Tsusho RUS LLC、モス
クワ）は、このたび、在ロシア教育機関との学生交流・学
術交流促進に向けた覚書を締結しました。これにともな
い、近畿大学が豊田通商ロシア内にロシアでの拠点とな
る「近大プロジェクトモスクワ事務所」を開設しました。

■在ロシア教育機関との学生交流・学術交流促進に向け
た覚書を締結
■近畿大学がロシアでの拠点「近大プロジェクトモスク
ワ事務所」を開設
■日露間の人的交流を促進するとともに、学生の留学・
インターンシップ活動を支援

がん患者の遺伝子解析並びに
治療法の無料提供に挑む！
クラウドファンディング第３弾
「近大クリニカルシーケンス」

　近畿大学は、株式会社CAMPFIRE(東京都渋谷区)と
提携しており、第3弾プロジェクトとして、平成29年
(2017年)5月23日(火)から、医学部ゲノム生物学教室
(大阪狭山市)教授 西尾和人ら研究チームが、がん患者
にがんの遺伝子解析を無償で提供するための資金調達
を目的としたクラウドファンディングを行いました。

■クラウドファンディングで大学の研究・検査資金を調達
するプロジェクトの第3弾
■近大医学部が誇る最先端の技術でがん患者一人ひと
りに治療法の無償提供を目指す
■クラウドファンディングで遺伝子解析研究費用を調達
する国内初の試み

「近大マグロ」の皮を使用した
財布を発売
世界初のクロマグロ革製品

　株式会社コードバン（兵庫県姫路市）と近畿大学は、
近大マグロの皮を使用した財布などの革製品を開発しま
した。このたび、英語で「魚」を意味する「PISCINE
（ピサイン）」ブランドとして、平成29年4月28日（金）に
発売を開始しました。

■クロマグロの皮を革製品として商品化したのは日本初
で、世界的にも前例がない
■食べるだけでなく、近大マグロを「所有する喜び」を提
供

■店舗では廃棄されることが多いマグロの皮を活用する
ことで資源利用・保護を実現

『近畿大学×アンダーアーマー 
パートナーシップ締結』
西日本の大学初！　近畿大学がスポーツアパレル
ブランドとともに「大学スポーツの振興」を目指す

 近畿大学と米国アンダーアーマーを日本で展開する
株式会社ドーム（東京都江東区）は、スポーツを通じて
社会、地域、学生生活をより豊かにすることを目的とし、
スポーツの産業化や国民の健康増進、未来を支える人
材の育成に資するために包括的連携に関するパート
ナーシップを締結しました。ドームとのパートナーシップ
締結大学は学校法人関東学院、国
立大学法人筑波大学に続いて３校
目で、西日本の大学では初めての
取り組みとなります。

　パートナーシップの内容

（１）スポーツの推進及び振興に関すること
（２）スポーツ環境の整備・充実に関すること
（３）地域社会の発展に関すること
（４）人材の育成に関すること
（５）国際交流の活性化に関すること
（６）その他、両者が必要と認める事項

試験研究用原子炉の
教育・研究利用を再開
原子炉実機による実習を行い、原子力を担う人材育成に貢献

　近畿大学の試験研究用原子炉、
近畿大学原子炉は、東日本大震災
後に施行された試験研究用原子炉
施設の新規制基準への適合対応の
ために、平成26年（2014年）2月6
日から運転を停止しておりました
が、約3年2カ月ぶりに教育・研究利
用を再開し、15時43分に最大出力1Wで臨界に到達し
ました。

■新規制基準施行後、日本で初めて試験研究用原子炉
の利用を再開

今年もつんく♂氏が
入学式をプロデュース！
「Connect With The World」をテーマに
新入生を歓迎

　近畿大学は、平成29年（2017年）　4月1日（土）に、
約7,200人の新入生が出席し「平成29年度入学式」を
挙行しました。
　本学では、すべての新入生が気持ちを新たに充実した
大学生活の第一歩を踏み出せるよう、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。

　近畿大学附属高校および本学の卒業生である音楽プ
ロデューサーのつんく♂氏にプロデュースをしていただ
き、「Connect With The World」をテーマに入学式を
挙行しました。今年は、世界とつながることをテーマとし
ており、昨年開設した国際学部の学生が現在アメリカと
韓国に留学しており、海外と会場を生中継し、新入生に
エールを送りました。
　また、パフォーマンスユニット「KINDAI GIRLS」が
つんく♂氏書きおろしの新曲「人生Take off!」を初披露、
続いて吹奏楽部や応援部などによる歓迎のパフォーマ
ンスも行われ、会場は大きな盛り上がりとなりました。
　また、つんく♂氏も登場し、会場の大型スクリーンを
使い「僕はこの大学に入学し卒業出来た事をとても誇
りに思っています。みなさん、今を楽しんでください」な
どと祝辞を述べました。

パートナーシップの内容

海藻「紀州アカモク」を使用した
新メニューを学食で販売
美容成分フコイダンの健康効果・効能に期待

アカモク

アカモクオクラポン酢アカモクうどんアカモクとろろ鶏そぼろ丼

「近大マグロ」の皮を使用した財布

■本学の学生のみならず、全国の大学の学生・研究者に
原子炉実機を扱う実
習を提供し、将来の
原子力を担う人材の
育成に貢献

原子炉利用再開　起動の瞬間
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近畿大学と吉本興業が
包括連携協定を締結
研究の情報発信、「笑い」のストレスマネジメント開発、
人材育成と多角的に共同事業を展開

　近畿大学と吉本興業株式会社（大阪府大阪市）は平成
28年（2016年）12月15日、包括連携協定を締結し、大
阪らしい「おもろい」研究や教育、情報発信を展開し、日
本のみならず世界にさまざまな価値を創出することをめ
ざします。

■近畿大学が32年の歳月をかけて世界で初めて完全養
殖に成功した「近大マグロ」の歴史、研究過程を、ド
キュメンタリー、ドラマ、アニメ等でコンテンツ化し、世
界へ発信

■大阪が誇る文化「笑い」の医学的効能を検証し、共同
でストレスマネジメントを開発
■吉本興業の「笑い」と近畿大学の「実学」で教育・研究
を展開し、社会に役立つ人材を育成

　「笑い」を中心としたエンタテインメントによる社会貢
献や、「誰もが、いつでも笑顔や笑い声をもてる社会」の
実現をめざす吉本興業と、「実学教育」を建学の精神に
掲げる近畿大学。大阪で生まれた両者が、互いの理念に
共感し、大阪らしい「おもろい」価値を創出するために、
包括連携協定を締結します。
　連携事業は以下の３点から始め、継続してさまざまな
事業に共同で取り組みます。
①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」を題材としたドキュメンタリー、ドラマ、アニメ
等を共同制作し、動画配信プラットフォーム
「NET-FLIX」などで世界に日本の研究力を発信し

近大、吉本興業、オムロン、NTT西日本が共同で研究

「笑い」の医学的検証研究がスタート
「笑い」のストレスマネジメント開発をめざす

　近畿大学、吉本興業株式会社（大阪府大阪市、以下
吉本興業）、オムロン株式会社（京都府京都市、以下、オム
ロン）、西日本電信電話株式会社（大阪府大阪市、以下、
NTT西日本）は、「笑い」の医学的検証を行い、「笑い」の
測定方法と、「笑い」の習慣が身体や心理的健康に与える
効果を解明するため、共同で研究を行うことになりました。
　平成29年（2017年）2月15日より「なんばグランド
花月」にて研究の第一ステージとして、健常者を対象に
研究を開始しました。オムロン、NTT西日本が参画し、
両社の高い技術力、ノウハウを駆使し、「笑い」のストレス
マネジメントプログラムの早期開発をめざします。

■「笑い」の医学的検証にオムロンとNTT西日本が参画
■日常的な「笑い」の医学的検証により、大阪らしい「笑
い」のストレスマネジメントを各分野のリーディングカ
ンパニーと共同で開発する
■年間約2.7兆円にのぼると言われる精神疾患による社
会的損失を、「笑い」の力で解決することをめざす

千里ニュータウンの
車止めの秘密を発表
新千里北町の“地域の宝”を地元の方々に紹介

　近畿大学建築学部、近畿大学大学院総合理工学研究
科の建築計画研究室が、千里ニュータウンの新千里北町
だけに50カ所以上点在する、動物型や幾何学型などの
ユニークな形の車止めの秘密を調査研究し、平成29年
（2017年）1月19日（木）豊中市立北丘小学校にて、そ
の成果を発表しました。

■地域で親しまれてきたユニークな車止めの計画原理
を建築学部学生が発見
■画一的と思われがちなニュータウンの個性を“街の宝
物”として地域の方に紹介
■学生の研究成果が、住民が自分たちの街の魅力を見
直すきっかけとなる

神戸市・スターバックス・近畿大学の産官学連携事業に
マクドナルド・モスバーガーが新たに参画
店舗廃棄物などをバイオコークス化し、
地域で循環利用する実証実験
２年目となる今年度は７月28日から開始

近畿大学×焼津水産高等学校×㈱クロモンコスメティック

スッポンコラーゲン化粧品の新作を発売

　近畿大学薬学部医療薬学科准教授の多賀淳らが技術
協力し、大阪の台所・黒門市場発のコスメブランドから発
売されているスッポンコラーゲン化粧品シリーズに新商
品が誕生しました。平成29年（2017年）9月25日（月）
に2商品を発売しました。同時に、これまでに発売した
4商品をリニューアルしました。

■大阪・黒門市場の鮮魚店と近畿大学薬学部が共同開発
した化粧品に新たに2商品が登場
■同時にシリーズ商品のパッケージ等をリニューアル
■薬学部学生が商品に使用するコラーゲンの抽出を担当
し、実学教育を実践
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研究を行うなんばグランド花月 コラーゲンの研究をしている薬学部学生

　神戸市は、スターバックス コーヒー ジャパン株式会社
（東京都品川区）及び近畿大学と平成28年度から実施し
ている産官学の連携による実証実験に、新たに日本マク
ドナルド株式会社（東京都新宿区）及び株式会社モス
フードサービス（東京都品川区）が参画し、店舗廃棄物や
市内の剪定枝などの廃棄物をバイオコークス化し、地域
で循環利用する実証実験を７月28日から開始します。
　平成29年度は、この５者が連携し、平成28年度の同
実証実験の結果を踏まえ、地域資源循環モデルの事業
化に向けたさまざまな調査を多面的に行います。
　なお、本事業は、神戸市が環境省より「平成29年度 

二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金（低炭素型廃棄
物処理支援事業）※」の採択を受けて実施します。
※地域循環圏の形成、３Ｒ事業に取り組む自治体・民間団体を対象に、地域資源の循環利用及
び低炭素化に資するモデル的な取組みを進めるための実現可能性調査（Ｆ／Ｓ）及び同調査
を踏まえた事業化計画の策定に要する経費を補助する事業。

■神戸市内の廃棄物を再生可能エネルギーへ変換し、
地域で循環利用するための実証実験を昨年度に続き
実施します。産官学が一体となり、ごみ処理量の削減
による“環境貢献都市KOBE”を実現するために、地域
資源循環による持続可能な社会づくりを目指します。

■近畿大学が開発した技術を使用し、植物性廃棄物から
製造する固形燃料「バイオコークス」を製造します。昨
年度はスターバックス店舗から排出されるコーヒー豆
かすなどの廃棄物と市内の剪定枝などを原料としまし
たが、今年度はマクドナルド、モスバーガーの店舗廃
棄物も原料とします。複数の排出事業者が参加する実
証実験を通して、地域資源循環モデルの構築に不可
欠な事業の水平展開にかかる課題などを調査します。

■バイオコークスによる資源循環の「見える化」を図る
ことによって、この取組みの認知度を高め、神戸市民の
環境意識がさらに醸成されていくことを目指します。

ます。
②近畿大学医学部と吉本興業が共同で、大阪が誇る文
化「笑い」のメンタル面での医学的効能を検証し、新
たなストレスマネジメント方法の開発をめざします。
③吉本興業が豊富なノウハウを持つ、「プロデュース」、
「コンテンツ制作」、「コミュニケーション」の分野にお
いて、「笑い」を軸とした教育・研究を行います。また、
就職活動をサポートする講義も開催します。

豊中市新千里北町のキリンの車止め
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近畿大学と吉本興業が
包括連携協定を締結
研究の情報発信、「笑い」のストレスマネジメント開発、
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水と緑あふれる 　　　 　で生きる力を育むあやめ池
近畿大学附属小学校 近畿大学附属幼稚園
小学校から大学で学ぼう！！
　　　　　～近大ネットワークの教育力～

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

住　　所／奈良市あやめ池北1丁目33番33号
アクセス／近鉄奈良線「菖蒲池（近畿大学附属
　　　　  小学校・幼稚園前）駅」下車すぐ
mail/kindai-fusyo@kindai.ac.jp 
URL/http://www.fes-kinder.kindai.ac.jp/
 

【投票期間】
平成29年（2017年）
　8月1日（火）10時～
　11月10日（金）18時

きんちゃん・しょうちゃん
｢ゆるキャラ®グランプリ2017｣
に参戦中!!

みなさんの投票、
応援お願いします。 アクセス

近鉄菖蒲池駅

駅前
ロータリー▲大阪 奈良

▲

近鉄奈良線

●ハーベスあやめ池店

菖蒲
上池

（近畿大学附属小学校・幼稚園前）

近畿大学
附属小学校

近畿大学
附属幼稚園

未就園クラス 「つぼみ組」
継続募集中!

平成29年度（後期）、平成30年度
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先輩方へ
母校でもう一度 他学部を卒業しませんか？

図書館司書資格も 取得できます。

この他、通信教育部で 開講する科目であれば

1科目からでも 受けていただくこともできます。

ぜひ一度 ご連絡をお願いします。

近畿大学通信教育部

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

http://www.facebook.com

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

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

校友会Facebookページへの
「いいね！」をクリックしてね。

スマートフォン・タブレットで、QRコードからアクセス

Click

Facebookで“近畿大学校友会”を検索

近畿大学校友会公式 　　　　　　ページを登録しよう!!!

1,008

校友会ホームページから
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硬式野球部
【平成29年度関西学生野球連盟春季リーグ戦】

4年ぶり45度目の優勝
平成29年4月1日～5月29日、わかさスタジアム京都他で
平成29年度関西学生野球連盟春季リーグ戦が開催されま
した。
体育会硬式野球部は、10勝１敗で4年ぶり45度目（旧関
六含む）の優勝を遂げました。

＜表彰選手＞
最優秀選手　岡田和馬（経営4年）
最優秀投手　岡田和馬（経営4年）
ベストナイン
投手　　　　岡田和馬（経営4年）
二塁手　　　小深田大翔（経営4年）
外野手　　　竹村陸（経営2年）

Swimming

水上競技部
【ジャパンオープン2016】

坂田選手ジャパンオープン３位
平成29年3月5日、富士水泳場で開催されたパラ水泳春
季記録会兼ワールドパラ世界水泳選手権大会代表選手選
考会に体育会水上競技部の一ノ瀬メイ選手（経営3年）が
出場し、ワールドパラ世界水泳代表に内定しました。

女子SM9 200m個人メドレー　
　優勝　一ノ瀬メイ（経営3年）

男子100m自由形　5位　坂田怜央（法4年）
男子200m自由形　6位　坂田怜央（法4年）

【第93回日本選手権水泳競技大会
 競泳競技】

【パラ水泳春季記録会兼
 ワールドパラ世界水泳選手権大会
 代表選手選考会】 平成29年4月13日～16日、日本ガイシアリーナで開催さ

れた第93回日本選手権水泳競技大会競泳競技に体育会
水上競技部の坂田怜央選手（法4年）が出場し、以下の成
績を収めました。

近畿大学校友会報 vol .53（平成29年10月15日）

画像未入手

ピクト
制作中

【第61回全日本学生空手道選手権大会】
平成29年7月2日に全日本学生空手道選手権大会が行わ
れ、体育会空手道部の選手が好成績を収めました。

男子組手　優勝　西村拳（経営4年）

【第51回関西学生空手道個人選手権大会】
平成29年4月29日に関西学生空手道選手権大会が行わ
れ、体育会空手道部の選手が好成績を収めました。女子組
手は全階級制覇の快挙を成し遂げました。

男子組手
　－67㌔級　優勝　船橋真道（経営4年）
　－75㌔級　優勝　西村拳（経営4年）
女子組手
　－50㌔級　優勝　荻野未結（経営3年）
　－55㌔級　優勝　廣瀬朱夏（経営4年）
　－61㌔級　優勝　篠原渚（経営4年）
　＋61㌔級　優勝　齊藤綾夏（経営3年）

Karate

空手道部

Archery

洋弓部
【第17回全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会】

梅谷選手女子コンパウンド日本新記録更新
平成29年2月15日～16日、千葉ポートアリーナで開催さ
れた全日本学生室内アーチェリー個人選手権大会に体育
会洋弓部が出場し、以下の成績を収めました。

女子コンパウンド　優勝　梅谷潮里（経営4年）日本新記録
女子リカーブ　4位　宮木芙美代（経営3年）
男子リカーブ　優勝　山田啓睦（経営4年）
男子リカーブ　4位　津田勇志（平成28年度卒）

Baseball

硬式野球部
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【第31回全日本学生居合道大会】

20年ぶり全日本団体優勝
平成28年11月26日、龍谷大学で開催された全日本学生居合道大会に出
場した居合道部は、20年ぶりとなる団体優勝を果たしました。

平成29年5月27日に第32回西日本ローラーホッケー選手権大会が行われ、
体育会ローラースケート部の選手が好成績を収めました。

優勝　近畿大学（18年ぶり）
最優秀選手　森川裕史（法4年）
最優秀ゴールキーパー　清水祐宏（法4年）
最多打点　山口皓基（理工3年）

団体戦優勝
　高橋龍平（28年度卒）
　田軼（28年度卒）
　北山詢悟（理工3年）
　宮原周也（建築3年）
　河井彩夏（総合社会4年）
　柳井果林（文芸4年）
　菅野杏里（文芸4年）
　守屋綾乃（総合社会3年）

【第32回西日本ローラーホッケー選手権大会】

【平成29年度第67回関西学生柔道優勝大会】

23年ぶりの優勝
平成29年5月21日に平成29年度第67回関西学生柔道優勝大会が開催さ
れました。
体育会柔道部は団体決勝戦で大将渋川大也選手（経営3年）が一本勝ちを
収め、22連覇中の天理大学を下し、23年ぶりの優勝を果たしました。

Athletics

陸上競技部
【第94回関西学生陸上競技対校選手権大会】

男子４×100ｍリレー　関西学生新
平成29年5月9日～13日、ヤンマースタジアム長居にて開催された関西イン
カレで、男子4×100ｍリレーで準優勝ながら関西学生新記録を更新しました。
男子4×400ｍリレーでは連覇を達成し、また他の種目でも多くの入賞者がで
ました。

平成29年5月7日、府民共済SUPERアリーナで開催された関西女子学生剣
道選手権大会に、体育会剣道部の玉置万優選手（法2年）が出場し、以下の成
績を収めました。

男子4×100ｍリレー　2位　関西学生新・大会新記録
　滝内誠（法3年）
　川西裕太（経営2年）
　宮川拓巳（法3年）
　笠谷洸貴（経営1年）

女子　優勝　玉置万優（法2年）
女子　３位　赤堀友映（法3年）

男子400ｍ　優勝　河内光起（経営2年）

男子4×400ｍリレー　優勝（2連覇）
　大林督享（法4年）
　瀬戸亮太（法3年）
　河内光起（経営2年）
　高橋祐満（法4年）

【第47回関西女子学生剣道選手権大会】

平成29年5月21日～5月28日に関西学生春季テニストーナメントが行われ、
体育会硬式庭球部の選手が好成績を収めました。

優勝　松本樹（経営2年）

【平成29年度関西学生春季テニストーナメント】

Kendo

剣道部

Tennis

硬式庭球部

Iaido

居合道部

Judo

柔道部

Roller skating

ローラースケート部
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平成28年度　卒業生　主な就職先（50音順）
株式会社アサツーディ・ケイ
旭化成ホームズ株式会社
アース製薬株式会社
アステラス製薬株式会社
尼崎信用金庫
尼崎市役所
イオンリテール株式会社
株式会社池田泉州銀行
いすゞ 自動車株式会社
株式会社一条工務店
株式会社伊藤園
宇部興産株式会社
株式会社エクセディ
ＳＭＣ株式会社
ＳＣＳＫ株式会社
ＮＴＮ株式会社
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ
株式会社荏原製作所
大阪信用金庫
大阪瓦斯株式会社
大阪市教育委員会
大阪市消防局
大阪シティ信用金庫
大阪市役所
大阪府教育委員会
大阪府警
大阪府庁
株式会社大塚商会
大塚製薬株式会社
株式会社大林組
株式会社オークワ
オムロン株式会社
花王カスタマーマーケティング株式会社
株式会社学情
株式会社関西アーバン銀行
関西電力株式会社
株式会社九電工
キユーピー株式会社
株式会社紀陽銀行
京セラ株式会社
株式会社京都銀行
京都市役所
協和発酵キリン株式会社
株式会社近畿大阪銀行
学校法人近畿大学
近畿日本鉄道株式会社
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社近鉄百貨店
株式会社きんでん
株式会社熊谷組
株式会社クラレ
グローリー株式会社
グンゼ株式会社
警視庁
株式会社神戸屋
五洋建設株式会社

株式会社サイバーエージェント
堺市教育委員会
堺市役所
山九株式会社
株式会社産業経済新聞社
三和シヤッター工業株式会社
ＪＦＥスチール株式会社
株式会社ＪＴＢ関西
株式会社ＪＴＢ西日本
株式会社ジェイテクト
四国旅客鉄道株式会社
資生堂ジャパン株式会社
新日鐵住金株式会社
杉本商事株式会社
スズキ株式会社
株式会社SUBARU
住友生命保険相互会社
住友電設株式会社
住友林業株式会社
積水ハウス株式会社
全日本空輸株式会社
ソフトバンク株式会社
第一三共株式会社
大王製紙株式会社
ダイキン工業株式会社
大成建設株式会社
ダイハツ工業株式会社
株式会社ダイフク
大和証券株式会社
大和ハウス工業株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社立花エレテック
地方独立行政法人大阪府立病院機構
株式会社中電工
ＴＨＫ株式会社
ＤＭＧ森精機株式会社
東海旅客鉄道株式会社
東京瓦斯株式会社
株式会社東京商工リサーチ
東芝テック株式会社
医療法人徳洲会
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人国立印刷局
ＴＯＴＯ株式会社
豊田通商株式会社
トラスコ中山株式会社
奈良県教育委員会
奈良県警察本部
奈良県庁
奈良市役所
南海電気鉄道株式会社
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

株式会社ニトリ
日本航空株式会社
日本生命保険相互会社
日本電気株式会社
日本電産株式会社
日本郵政株式会社
日本郵便株式会社
野村證券株式会社
パナソニック株式会社
パナホーム株式会社
東大阪市役所
東日本旅客鉄道株式会社
株式会社日立システムズ
日立造船株式会社
株式会社日立ビルシステム
兵庫県警
兵庫県庁
富士ソフト株式会社
富士通株式会社
株式会社富士通エフサス
ホシデン株式会社
本田技研工業株式会社
株式会社マイナビ
株式会社毎日新聞社
マルハニチロ株式会社
株式会社万代
味覚糖株式会社
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
三井生命保険株式会社
三井ホーム株式会社
三菱食品株式会社
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
株式会社みなと銀行
ミネベアミツミ株式会社
株式会社明治
明治安田生命保険相互会社
森永乳業株式会社
山崎製パン株式会社
ヤンマー株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
ユーシーシー上島珈琲株式会社
ユニ・チャーム株式会社
株式会社四電工
株式会社ライフコーポレーション
株式会社ＬＩＸＩＬ
リコージャパン株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社ロッテ
ローム株式会社
ＹＫＫ株式会社
ＹＫＫＡＰ株式会社
和歌山県警

他　　　

志願者数4年連続日本一！
次は、「就職率日本一」の大学を目指しましょう！
ご存じのとおり、近年、近畿大学は、様々な分野で高い評価を受けています。「志願者数4年連続日本一」や「近大マグロ」などを
はじめとする創立92年で培われた「教育力」「研究力」が評価されているのはもちろんですが、「３万人もの学生数」「医学部・薬学
部に加え新たに国際学部を加えた充実した１４学部４８学科の学部構成」など近畿大学の持つポテンシャルの大きさとともに、
５０万人を超える卒業生が社会で活躍いただいていることが近畿大学にとっては、大きな財産となっています。
学生を取り巻く就職環境は、リーマンショック以降、近年学生の「売り手市場」が引き続き、近畿大学の就職希望者の就職決定率

は９7.6％となりました。多くの公務員採用・教員採用者・大学院進学者もいます。
昨年度は、全体的には学生たちには恵まれた就職環境でした。キャリアセンターでは、このような時に企業との接点を増やし、

しっかりとした地盤固めを行い学生たちの就職支援を行いたいと考えています。就職先の開拓、情報収集、インターンシップの受け
入れ等、卒業生の人脈を積極的に活用した「オール近大」として様々な就職支援を行ってまいります。キャリアセンターの営業力が
問われる時代となっています。「志願者数4年連続日本一」の次は、学生たちのより良い就職と「就職率日本一」の大学を目指して
まいります。
卒業生のみなさまの学生たちへのご支援並びに近畿大学の就職支援の取り組みについて、さらなるご理解・ご協力を賜ります

ようお願い申しあげます。

キャリアセンターからのお知らせ

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

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

各種専門職に強みを持つ学部教育
　本学では、数多くの国家資格試験合格者を輩出しています。医師（医学
部）、薬剤師（薬学部）の他、一級建築士（建築学部）、管理栄養士（農学部）、
臨床工学技士（生物理工学部）等、その他多くの国家資格を取得した学生が
社会で活躍しています。また、公務員(国家公務員Ｉ種・Ⅱ種、地方公務員)の採
用も増加しており、毎年約１0０名を超える教員の合格者も輩出しています。

平成28年度

6,291人

※出典：朝日新聞出版『大学ランキング2017』

西日本１位※

公務員

教員

273名
148名
93名
20名
12名
164名

公務員
（うち行政・技術等）

（うち警察官）

（うち消防官）

（うち自衛官）

平成26年度

302名
181名
80名
22名
19名
146名

平成27年度

293名
173名
91名
16名
13名
128名

平成28年度

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

備考

4年連続西日本１位※69名一級建築士国家試験合格者

備考平成28年度

91.6%

92.59%

95.6%

100.0%

91.8%

71.58%

54.6%

81.9%

医師国家試験合格率（新卒）

薬剤師国家試験合格率（新卒）

管理栄養士国家試験合格率（新卒）

臨床工学技士国家試験合格率（新卒）

全国平均平成28年度

社長の出身大学（全企業）
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平成28年度　卒業生　主な就職先（50音順）
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株式会社池田泉州銀行
いすゞ 自動車株式会社
株式会社一条工務店
株式会社伊藤園
宇部興産株式会社
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株式会社学情
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東京瓦斯株式会社
株式会社東京商工リサーチ
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日本郵政株式会社
日本郵便株式会社
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パナホーム株式会社
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志願者数4年連続日本一！
次は、「就職率日本一」の大学を目指しましょう！
ご存じのとおり、近年、近畿大学は、様々な分野で高い評価を受けています。「志願者数4年連続日本一」や「近大マグロ」などを
はじめとする創立92年で培われた「教育力」「研究力」が評価されているのはもちろんですが、「３万人もの学生数」「医学部・薬学
部に加え新たに国際学部を加えた充実した１４学部４８学科の学部構成」など近畿大学の持つポテンシャルの大きさとともに、
５０万人を超える卒業生が社会で活躍いただいていることが近畿大学にとっては、大きな財産となっています。
学生を取り巻く就職環境は、リーマンショック以降、近年学生の「売り手市場」が引き続き、近畿大学の就職希望者の就職決定率

は９7.6％となりました。多くの公務員採用・教員採用者・大学院進学者もいます。
昨年度は、全体的には学生たちには恵まれた就職環境でした。キャリアセンターでは、このような時に企業との接点を増やし、

しっかりとした地盤固めを行い学生たちの就職支援を行いたいと考えています。就職先の開拓、情報収集、インターンシップの受け
入れ等、卒業生の人脈を積極的に活用した「オール近大」として様々な就職支援を行ってまいります。キャリアセンターの営業力が
問われる時代となっています。「志願者数4年連続日本一」の次は、学生たちのより良い就職と「就職率日本一」の大学を目指して
まいります。
卒業生のみなさまの学生たちへのご支援並びに近畿大学の就職支援の取り組みについて、さらなるご理解・ご協力を賜ります

ようお願い申しあげます。

キャリアセンターからのお知らせ

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

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

各種専門職に強みを持つ学部教育
　本学では、数多くの国家資格試験合格者を輩出しています。医師（医学
部）、薬剤師（薬学部）の他、一級建築士（建築学部）、管理栄養士（農学部）、
臨床工学技士（生物理工学部）等、その他多くの国家資格を取得した学生が
社会で活躍しています。また、公務員(国家公務員Ｉ種・Ⅱ種、地方公務員)の採
用も増加しており、毎年約１0０名を超える教員の合格者も輩出しています。
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※出典：朝日新聞出版『大学ランキング2017』
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【公務員・教員】 【資格試験結果】※出典：朝日新聞出版『大学ランキング2017』※大学院生を含む
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社長の出身大学（全企業）
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　東大阪キャンパスでは「ACADEMIC THEATER」という新たな学術施設が2017年4月からオープンしました。この施

設には「オープン・キャリアフィールド」という社会に開かれた場所として、産官学連携を推進するリエゾンセンターのほ

か、就職を支援するキャリアセンター、総務部校友課、社会連携推進センターの4つの機能が集まっており、幅広い支援を

一体的に行うことで、産業界との連携活動の充実を図っています。また首都圏を中心とする東日本地域の企業との連携を

推進するために、2013年6月にリエゾンセンター東京オフィスを開設、技術相談等に活用しております。

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

研究を企業の皆様にご紹介しております。

「産業界」との連携機会を増やす活動

最近の産官学研究成果の例

リエゾンセンターショールーム
（オープン・キャリアフィールド）

2016年度
近畿大学研究シーズ発表会（大阪）

リエゾンセンター東京オフィス
（近畿大学東京センター）

ぷっちょ 近大マンゴー
（UHA味覚糖㈱、

近畿大学附属農場「湯浅農場」）

スーパーカップ1.5倍
「近大マグロ使用魚だしカレーうどん」

（エースコック㈱、カトープレジャーグループ、
近畿大学水産研究所）

〒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

スポーツウェア「MAGURO GEAR」
（㈱BB-SPORTS）

健康食品「純・酵（じゅん・もと）」
（ナット―ファーム㈱）

●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）

近畿大学校友会報 vol .53（平成29年10月15日）

～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、近畿大学の建学の理念の1つで

ある「未来志向の実学教育」を原動力にして、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よりご支援を頂いており、密に連携させていただいています。

活動概要

　近畿大学は理工学系はもちろん、薬学部、農学部、医学部を備えた大

規模な総合大学であり、産業界の幅広い要望に応える研究シーズを有

しています。近年は経営学部による商品企画助言、文芸学部によるデザ

イン協力などの大きな成果を生み出しています。

　その結果、企業からの相談件数もグラフ①に示すとおり、この数年、

急激に増加しており、また民間企業からの受託件数も着実に増加傾向

が見られます（グラフ②）。

　研究成果が産業界で有効に活用できるよう、近畿大学は知的財産の

獲得にも積極的です。表①は特許出願及び登録の累計件数を示すもの

であり、近畿大学は関西の私立大学で第１位となっています。

　さらに出願だけでなく、その成果の活用にも注力した結果、グラフ③

に示すように実施された知財（意匠、商標、著作権を含む）も増加傾向に

あります。

活動状況を示す数値

リエゾンセンターによる産官学連携のご紹介

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

知的財産管理、技術移転 展示会出展、シーズ発表
講演依頼受入れ 地域社会連携の推進
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各種案内／PETでがんを早期発見

お問合せ
ご予約

近畿大学校友会事務局

近畿大学医学部附属病院
〒589-8511大阪府大阪狭山市大野東377-2

※予約確認後、PET受付担当者より
　ご連絡させていただきます。

最先端のがん早期診断システム
最新装置を導入

当院では、専門医による画像診断により、
がんや認知症の早期発見に取り組んでいます。
PETとCTを組み合わせたPET/CT検査を導入することで、
より正確な診断が可能となります。
是非、この機会にお問合せください。 最新のPET/CT装置 Discovery710を導入

【PET検査のしくみ】
がん細胞は正常細胞と比較して、多くのブドウ糖を細胞内に取り込む性質があります。ブドウ糖とよく似た放射性同位元素を注射し
より多く集まるところが全身のどこにあるのかをPETカメラで撮影・画像化することにより、がんを発見する検査です。

正常
細胞

がん
細胞

＝  F－FDG
  （ブドウ糖）
18

薬剤の分布から、がんの位置や大きさ、進行具合等がわかります。

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

例 通常95,000円

95,000円
80,000円

120,000円
105,000円

155,000円
140,000円

165,000円
150,000円

180,000円
165,000円

一般料金（税込）
校友会会員料金（税込）

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

2423

がんや認知症などの早期発見に優れたPET/CT検査で、
正確な診断を迅速に行い適切な治療を提供

近畿大学校友会員の皆様へ

がんセンター
国内の死亡原因の1位は悪性腫瘍（がん）で、3人に1人ががんで亡くなっており、高齢化社会に伴い、その数はさら

に増加していると言われています。2006年「がん対策基本法」が制定され、がん医療の均てん化、がん医療に携わ

る専門的な医師・メディカルスタッフの育成が急務となりました。

当院は2009年にがん診療連携拠点病院の指定を受け、地域におけるがん医療の中核施設として、質の高いがん

医療の提供、地域の医療機関や住民への情報発信、がん専門医の育成などを推進しています。

がんは早期発見が大切です。早期に発見して治療を行うと、治癒率が大きく向上します。

医学部附属病院に併設する高度先端総合医療センターにて、PET/CT検診を受けてみませんか。

あく せい しゅ よう

高齢化社会、欧米型の食事の普及が進み、近年増加の一途をたどる大腸がん。

現在では肺がんや胃がんを抑えて日本人が最も発症するがんとなりました。早期

発見・治療が基本ですが、進行がんでも十分手術が可能です。

入院期間が短い腹腔鏡手術が一般的に
早期の大腸がんの場合は自覚症状がほとんど出ないので、早期発見・治療のために

は定期的な検査が鍵になります。ただし現在は薬も治療技術も格段に進歩してお

り、ある程度の進行がんでも腹腔鏡手術が可能に。開腹手術の場合よりも1週間程

度短い入院期間で、がんが発症している部位を確実に切除できるようになりまし

た。

大腸がん

■ 便に血が混じる

■ 頻繁に下痢をする

■ 便秘がちになった

■ 急激な腹痛が起きる

■ 最近体重が減った

注意したい！
大腸がんのサイン

年間で約13万人の日本人が発症しているとされる胃がん。初期段階ではほとんど

自覚症状がなく、症状が出ても胃炎や胃潰瘍と似ているため早期に検診や診断を

受けることが何よりも大切です。

さまざまなステージに合わせて最新の医療を提供
当院では初期の胃がんでは消化器内科が内視鏡で、少し進むと内視鏡外科が腹腔

鏡で、さらに進むと上部消化管外科や腫瘍内科が治療にあたるなど、どのステージ

にあっても常に万全の体制を整えています。さまざまなご相談にも対応しています

ので、お気軽にご来院いただければと思います。

胃がん

■ 胃痛がある

■ 胸やけがする

■ 食事が通らない

■ 黒い便が出る

■ 最近体重が減った

注意したい！
胃がんのサイン

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

やまい

今、気になる病
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■ 黒い便が出る

■ 最近体重が減った

注意したい！
胃がんのサイン

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

やまい

今、気になる病
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支部だより

　皆様、こんにちは。昨年の研修旅行は、11月19日（土）～20日

（日）一泊二日で兵庫県但馬地区にある「コウノトリの郷公園」

へコウノトリを見学に参りました。

　庭にはコウノトリが沢山いて自然のままの環境で暮らしてい

るのが見られ感動しました。また、施設の展示場では、コウノトリ

の剥製やクマやイノシシ、イタチなどの剥製もありとても見ごたえ

がありました。約1時間の見学を楽しんだあと、宿泊先の香美町

の湯快リゾート「湯村温泉・三好屋」に神鍋高原を経由して向

かい、ホテル到着後、入浴組とカラオケ組に分かれました。

　夕食は、相談役の喜田藤平先輩に乾杯のご発声を頂き、

和・洋・中からデザートまで種類豊富なバイキング料理で満腹に

なりました。食後、カラオケを楽しみ、二次会は個室に戻り全員

で記念撮影してから持参した、焼酎、ワイン、ウイスキー等を飲

みながら深夜まで楽しく語らいました。

　翌日、ホテルから徒歩で湯村温泉の湯元に行き、98℃の源

泉に「卵」を浸けてゆで卵を作って食べました。卵を茹でている

間に「夢千代」像を見に行き記念撮影をしました。

　ホテルをチェックアウトして猿尾滝に向かいました。日本百名

滝に選ばれており流石に素晴らしい景観でした。ヤマモミジの

大木が紅葉して色を添えてくれていました。

　参加者10名全員日頃の疲れを温泉で癒し、リフレッシュする

ことができました。

　また、年に一度ですが校友と同宿し交流の輪を広げ、友情

の絆を深めることができました。感謝！

　食品支部は、食品関連産業に従事する近畿大学校友に

よって組織され母校近畿大学の発展と、会員相互の親睦と学

びあい、ビジネスチャンスの繋ぎを目的として設立された校友会

専門職支部です。

　2014年6月7日に発足し、今年は4年目となりました。昨年は総

会を5月に開催し、例会を年3回、8月、11月、3月に開催しました。

今年度も5月28日には第5回総会を70名のご参加を得て開催

いたしました。設立以来、支部の趣旨にご賛同いただき毎年増

員し昨年1年間で20名入会いただき、現在会員数93名となりま

した。今後も更に国内外食品及び関連産業に携わっている校

友達に広く発信し、前年より賛助会員の新設、特別会員の充

実を図ることで、さまざまな業種からの会員を増やす試みに取り

組んでいます。

　昨年3回開催した例会では、述べ156名の参加を頂き、食品

支部での交流から生まれたビジネスマッチング成功例を毎回、

会員が発表しています。そこからさらに校友の輪を広げ、新た

な交流からビジネスチャンスを生む支部に成長するべく活動し

ています。今年度は6月28日から30日までの3日間で北海道へ

食品メーカー視察を目的とした研修旅行も実施いたしました。

今後も益々有意義なプログラムを企画、実施して気軽かつ頻

繁に商談、異業種交流可能な親睦の機会を増やし、新しい情

報を得られるだけでなく、常に新しいビジネスが生まれる活気あ

る場を提供してゆく所存でございますので、食品支部の成長と

発展の為、皆様の斬新なアイディア、積極的なご提案を是非

賜りたく存じます。食品支部を多いに活用しビジネスチャンスに

導くばかりでなく、食品業界に貢献し、“食品業界に食品支部あ

り”と位置付けされるよう一丸となって精進していきたいと願って

おります。

　食品支部では、現在入会者を募集中です。お問い合わせ

は下記まで！

近畿大学校友会食品支部　

支部長　李忠儒

連絡先　事務局長　岡野邦男

　　　　岡山県小田郡矢掛町浅海385－1　立花容器株式会社

　　　　TEL 0866-82-3300　

　　　　FAX 0866-82-3401

　　　　e-mail　info@spac.co.jp

　近畿大学校友会堺支部は本年で45年目を迎える大阪堺

市の地域支部です。

　80万人口の政令指定都市、堺市内に在住または在職して

いる校友が集い積極的な活動を行っております。

　堺支部は中小企業の経営者も多く、友好近隣支部の堺市

役所支部、泉大津・高石支部と連携を取りながら校友の親睦

を深めておりますが、近年は若年層の会社員や女性会員も増

加して幅広い年齢層で心地よい先輩後輩感を感じ取れる支

部だと思います。

　年間行事としては堺支部定期総会、納涼会、新年会、ゴル

フコンペ、近畿大学体育会クラブの応援、ホームカミングディへ

の参加、校友会定期総会への参加等の行事を行っておりま

す。

　堺支部の定期総会では、堺市長や近隣支部の諸先輩もご

出席頂き、ビジネス的な親睦も深めやすいようなご来賓をお招き

する一方で、若い校友にも楽しんで頂けるように近大出身の著

名人（平成28年度は近畿大学陸上競技部出身アドベン

チャーランナーの北田雄夫選手、元近畿大学職員のWBO女

子世界フライ級チャンピオン好川菜々選手、芸人の若井たまる

先輩）をお招きして写真撮影やアトラクションに近大色を取り

込んだ工夫を行っております。また総会のお土産も近畿大学の

産学連携の商品（平成28年度はつるとんたんと近畿大学のコ

ラボしたカップ麺）をお持ち帰り頂く等、近畿大学一色の一日に

なるような総会を心がけております。

　数年後に設立50周年総会や近畿大学創立100周年を控

え、日々進化する母校近畿大学を身近に感じ、共に成長する

為にぜひとも校友会の活動に参加して頂きたくお待ちしており

ます。

　堺支部では支部の会員登録に一切の会費は必要ありませ

ん。活動内容はホームページに掲載しており、HP名刺広告と

各イベントの参加費によって運営を行っておりますので、ぜひと

も堺支部にご登録頂きまして常に情報を得て頂きたくお願い致

します。

　最後に、校友諸先輩方のご健勝とご多幸をお祈り致します。

近畿大学校友会堺支部

公式ホームページ http://www.kindai-sakai.jp

連絡先  info@kindai-sakai.jp

　平成29年5月20日（土）ホテルレイクアルスター泉大津におい

旅行委員長 常任顧問　春本 佳和（商経・商 Ｓ44 年卒）

神戸支部

平成28年度　神戸支部研修旅行の思い出

幹事長　畑中 政昭

泉大津・高石支部

「近畿大学校友会　泉大津・高石支部
　　　　　　　　　　第8回総会」開催

支部長　東尾 昌則

堺支部

支部長　李 忠儒

食品支部
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　夕食は、相談役の喜田藤平先輩に乾杯のご発声を頂き、
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　ホテルをチェックアウトして猿尾滝に向かいました。日本百名

滝に選ばれており流石に素晴らしい景観でした。ヤマモミジの

大木が紅葉して色を添えてくれていました。

　参加者10名全員日頃の疲れを温泉で癒し、リフレッシュする

ことができました。

　また、年に一度ですが校友と同宿し交流の輪を広げ、友情

の絆を深めることができました。感謝！

　食品支部は、食品関連産業に従事する近畿大学校友に

よって組織され母校近畿大学の発展と、会員相互の親睦と学

びあい、ビジネスチャンスの繋ぎを目的として設立された校友会

専門職支部です。

　2014年6月7日に発足し、今年は4年目となりました。昨年は総

会を5月に開催し、例会を年3回、8月、11月、3月に開催しました。

今年度も5月28日には第5回総会を70名のご参加を得て開催

いたしました。設立以来、支部の趣旨にご賛同いただき毎年増

員し昨年1年間で20名入会いただき、現在会員数93名となりま

した。今後も更に国内外食品及び関連産業に携わっている校

友達に広く発信し、前年より賛助会員の新設、特別会員の充

実を図ることで、さまざまな業種からの会員を増やす試みに取り
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支部での交流から生まれたビジネスマッチング成功例を毎回、
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な交流からビジネスチャンスを生む支部に成長するべく活動し
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今後も益々有意義なプログラムを企画、実施して気軽かつ頻
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り”と位置付けされるよう一丸となって精進していきたいと願って

おります。
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加して幅広い年齢層で心地よい先輩後輩感を感じ取れる支
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名人（平成28年度は近畿大学陸上競技部出身アドベン
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ラボしたカップ麺）をお持ち帰り頂く等、近畿大学一色の一日に

なるような総会を心がけております。

　数年後に設立50周年総会や近畿大学創立100周年を控

え、日々進化する母校近畿大学を身近に感じ、共に成長する
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ます。
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て、｢近畿大学校友会泉大津･高石支部第8回総会｣を開催

致しました。校友会本部より本津副会長はじめ堺支部支部長

並びに役員の方々、東大阪支部の幹事さんなど多くの御出席

を賜り、司会･進行のもと開催宣言、支部長挨拶に始まり、ご来

賓からも有難い祝辞を頂戴しました。議事においては、昨年1

年間の活動及び決算報告など、無事終了する事ができまし

た。

＜総会式次第＞

①開会宣言  ②支部長挨拶　③来賓紹介　④来賓挨拶

⑤議事

 （議事）

・2015年度活動報告　・2015年度決算報告　

・会計監査報告　・その他（記念撮影等）

  総会終了後は会場を移して懇親会を開催致しました。乾杯

の後会食が進むにつれ、しだいに思い出話に花が咲き、各会

員の自己紹介及び近況報告など交えながら総会とはまた違っ

た和やかな雰囲気で会が進みました。なかでも、近畿大学で

英語講師もつとめられているゴスペルシンガーの文屋範奈さん

にライブをしていただき、大いに盛り上がりました。

　懇親会最後の締めくくりは支部員による近大節が披露され、

校友会の親睦を深める有意義な会となりました。

＜懇親会式次第＞

①開会の辞　②乾杯　③会食　④近況報告

⑤近大節　⑥校歌斉唱　⑦閉会の時

◆平成28年度定期総会の開催

　10月29日（土）、JR金沢駅前のホテル金沢5階アプローズに

て定期総会を開催しました。

　本学校友会と校友課からの来賓2名と校友44名が参加し、

議案審議のあと当県出身で原子力研究所長の伊藤哲夫先

生による「原子力はなぜ必要か」と題したご講演を拝聴いたし

ました。

　懇親会ではフルートとハープのミニコンサートがあり、初代支

部長の米岡三良氏の乾杯の発声により歓談しました。

初参加者のスピーチやビンゴゲームで盛り上がり、学ランを纏っ

た元応援部団長による校歌と近大節演舞に合わせて参加者

全員が合唱し、お開きとなりました。

◆有名大学対抗ゴルフ大会

　各大学のOB/OGで構成する恒例の有名大学対抗ゴルフ

大会が3月25日（土）ゴルフクラブ「ツインフィールズ」において開

催されました。

　今年は当学のほか同志社、立命館、関大、関学、京産、甲

南、大阪経済、慶応、明治、立教、学習院、中央、東京理科、東

海、東洋、金沢、富山、金沢工大の19校116名が参加しました。

　結果は団体7位と昨年2桁の順位から大きく躍進し、個人で

は小松地区校友の木本重治が5位入賞を果たしました。

◆大学選抜相撲大会の応援

　7月17日（日）石川県卯辰山相撲場において、第6回全日本

大学選抜相撲金沢大会が開催されました。

　今年は近畿大学体育会相撲部から創立以来最多の3人

が大相撲入門に決まり、後輩の活躍を期待して応援観戦に

行ってまいりました。

　個人戦は4回戦敗退、団体も準々決勝で日大に破れ残念な

結果に終わりました。

　工学部は今年で創設59年目を迎え、同窓生総数は24,491

名となりました。最近の工学部同窓会の主な活動内容は下記

の通りです。

（1）工学部同窓会報の発刊

　昨年は工学部同窓会報（第19号・A4版12ページ）を発刊し

て、住所判明の会員約1万7千人と工学部在学生の保護者約

2千人に発送しました。内容は、同窓会総会懇親会の報告と開

催予告・卒業生訪問などの同窓会関連記事のほかに、大学や

工学部のニュース・各学科便り・クラブ活動状況・新卒者就職

状況・研究所トピックスなどの母校の現況を紹介する記事など

です。今年号（第20号）も9月上旬に発刊発送の予定です。

（2）総会・講演会・懇親会の開催

　昨年（平成28年）は10月8日（土）に広島市内のホテルセン

チュリー21広島で開催し、122人の参加者を得て開催しまし

た。講演会はリカレント教育の一環として、工学部建築学科・松

本准教授に「地震に対する建物の安全性」をテーマに講演い

ただきました。今年度（平成29年）の総会・講演会・懇親会は、

10月21日（土）に同ホテルで開催予定です。

（3）地域同窓会の開催

　広島以外の各地区で地域同窓会を開催しています。4年前

から開催しており、大阪（2013）・東京（2014）・愛媛（2015）に次

いで、昨年は11月12日に福岡で開催し、34名の参加でした。

（4）在学生への支援活動

　工学部同窓会学生部会などを通じて、卒業アルバムの作成

と贈呈、全国大会出場などの優秀成績を修めたクラブへの支

援、就職講演会の開催などを実施しています。

（5）その他

　校友会の近隣支部との友好交流、校友会リーダーズクラブ

との活動協力などを行っています。

　近畿大学校友会の皆様には益 ご々健勝にてご活躍のこと

とお慶び申し上げます。また、日頃より当支部に対しまして、温か

いご支援・ご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。

　私共、愛媛県東予支部は、昭和38年に設立され、7月30日に

第54回支部総会を開催致します。（この寄稿は7月中旬です。）

　昨年秋、恒例の第49回今治・東予地区大学校友会親善ソ

フトボール大会では、ベスト8で優勝した同志社大学に敗れ、四

連覇は成りませんでしたが、今年もまた優勝目指して頑張りた

いと思います。

　さて、今年の国体開催地は愛媛県です。「2017 愛顔（えが

お）つなぐえひめ国体」ということで、もう3～4年前から、愛媛県

内万全な準備をしております。そんな中、我々の地元今治市で

の開催競技が、バスケットボール・ボート・自転車・ソフトテニス・軟

式野球・アーチェリーの6競技であります。当支部も、これらの競

技に出場する母校近畿大学の学生に対する支援を、大変微

力でありますが考えております。是非とも練習の成果を発揮され

会長　藤田 博久

工学部同窓会

支部長　広野 照雄（昭和 49 年 理工卒）

石川県支部

近畿大学校友会報 vol .53（平成29年10月15日）

工学部同窓会
総会・講演会・懇親会
・日時 平成29年10月21日（土） 16時～

・場所 ホテルセンチュリー21広島

 JR広島駅南口の南方300m

・会費 5,000円（当日支払）

・申込 dousou@hiro.kindai.ac.jp

会告

支部長　村上 浩二

愛媛県東予支部

支部近況報告

2827



て、｢近畿大学校友会泉大津･高石支部第8回総会｣を開催

致しました。校友会本部より本津副会長はじめ堺支部支部長

並びに役員の方々、東大阪支部の幹事さんなど多くの御出席

を賜り、司会･進行のもと開催宣言、支部長挨拶に始まり、ご来

賓からも有難い祝辞を頂戴しました。議事においては、昨年1

年間の活動及び決算報告など、無事終了する事ができまし

た。

＜総会式次第＞

①開会宣言  ②支部長挨拶　③来賓紹介　④来賓挨拶

⑤議事

 （議事）

・2015年度活動報告　・2015年度決算報告　

・会計監査報告　・その他（記念撮影等）

  総会終了後は会場を移して懇親会を開催致しました。乾杯

の後会食が進むにつれ、しだいに思い出話に花が咲き、各会

員の自己紹介及び近況報告など交えながら総会とはまた違っ

た和やかな雰囲気で会が進みました。なかでも、近畿大学で

英語講師もつとめられているゴスペルシンガーの文屋範奈さん

にライブをしていただき、大いに盛り上がりました。

　懇親会最後の締めくくりは支部員による近大節が披露され、

校友会の親睦を深める有意義な会となりました。

＜懇親会式次第＞

①開会の辞　②乾杯　③会食　④近況報告

⑤近大節　⑥校歌斉唱　⑦閉会の時

◆平成28年度定期総会の開催

　10月29日（土）、JR金沢駅前のホテル金沢5階アプローズに

て定期総会を開催しました。

　本学校友会と校友課からの来賓2名と校友44名が参加し、

議案審議のあと当県出身で原子力研究所長の伊藤哲夫先

生による「原子力はなぜ必要か」と題したご講演を拝聴いたし

ました。

　懇親会ではフルートとハープのミニコンサートがあり、初代支

部長の米岡三良氏の乾杯の発声により歓談しました。

初参加者のスピーチやビンゴゲームで盛り上がり、学ランを纏っ

た元応援部団長による校歌と近大節演舞に合わせて参加者

全員が合唱し、お開きとなりました。

◆有名大学対抗ゴルフ大会

　各大学のOB/OGで構成する恒例の有名大学対抗ゴルフ

大会が3月25日（土）ゴルフクラブ「ツインフィールズ」において開

催されました。

　今年は当学のほか同志社、立命館、関大、関学、京産、甲

南、大阪経済、慶応、明治、立教、学習院、中央、東京理科、東

海、東洋、金沢、富山、金沢工大の19校116名が参加しました。

　結果は団体7位と昨年2桁の順位から大きく躍進し、個人で

は小松地区校友の木本重治が5位入賞を果たしました。

◆大学選抜相撲大会の応援

　7月17日（日）石川県卯辰山相撲場において、第6回全日本

大学選抜相撲金沢大会が開催されました。

　今年は近畿大学体育会相撲部から創立以来最多の3人

が大相撲入門に決まり、後輩の活躍を期待して応援観戦に

行ってまいりました。

　個人戦は4回戦敗退、団体も準々決勝で日大に破れ残念な

結果に終わりました。

　工学部は今年で創設59年目を迎え、同窓生総数は24,491

名となりました。最近の工学部同窓会の主な活動内容は下記

の通りです。

（1）工学部同窓会報の発刊

　昨年は工学部同窓会報（第19号・A4版12ページ）を発刊し

て、住所判明の会員約1万7千人と工学部在学生の保護者約

2千人に発送しました。内容は、同窓会総会懇親会の報告と開

催予告・卒業生訪問などの同窓会関連記事のほかに、大学や

工学部のニュース・各学科便り・クラブ活動状況・新卒者就職

状況・研究所トピックスなどの母校の現況を紹介する記事など

です。今年号（第20号）も9月上旬に発刊発送の予定です。

（2）総会・講演会・懇親会の開催

　昨年（平成28年）は10月8日（土）に広島市内のホテルセン

チュリー21広島で開催し、122人の参加者を得て開催しまし

た。講演会はリカレント教育の一環として、工学部建築学科・松

本准教授に「地震に対する建物の安全性」をテーマに講演い

ただきました。今年度（平成29年）の総会・講演会・懇親会は、

10月21日（土）に同ホテルで開催予定です。

（3）地域同窓会の開催

　広島以外の各地区で地域同窓会を開催しています。4年前

から開催しており、大阪（2013）・東京（2014）・愛媛（2015）に次

いで、昨年は11月12日に福岡で開催し、34名の参加でした。

（4）在学生への支援活動

　工学部同窓会学生部会などを通じて、卒業アルバムの作成

と贈呈、全国大会出場などの優秀成績を修めたクラブへの支

援、就職講演会の開催などを実施しています。

（5）その他

　校友会の近隣支部との友好交流、校友会リーダーズクラブ

との活動協力などを行っています。

　近畿大学校友会の皆様には益 ご々健勝にてご活躍のこと

とお慶び申し上げます。また、日頃より当支部に対しまして、温か

いご支援・ご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。

　私共、愛媛県東予支部は、昭和38年に設立され、7月30日に

第54回支部総会を開催致します。（この寄稿は7月中旬です。）

　昨年秋、恒例の第49回今治・東予地区大学校友会親善ソ

フトボール大会では、ベスト8で優勝した同志社大学に敗れ、四

連覇は成りませんでしたが、今年もまた優勝目指して頑張りた

いと思います。

　さて、今年の国体開催地は愛媛県です。「2017 愛顔（えが

お）つなぐえひめ国体」ということで、もう3～4年前から、愛媛県

内万全な準備をしております。そんな中、我々の地元今治市で

の開催競技が、バスケットボール・ボート・自転車・ソフトテニス・軟

式野球・アーチェリーの6競技であります。当支部も、これらの競

技に出場する母校近畿大学の学生に対する支援を、大変微

力でありますが考えております。是非とも練習の成果を発揮され
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頑張ってもらいたいとの願いだけであります。今後共、支部活

性化を考え、前向きな支部活動を展開したいと思います。

　最後になりますが、近畿大学並びに校友会の今後益々の発

展と、校友会各支部の益々のご活躍を祈念申し上げ、支部近

況報告とさせて頂きます。

　緑友会は、農学部在学生と卒業生ならびに教職員の交流・

親睦を目的とする同窓会組織で、農学部の発展に寄与するこ

とを目的として運営されています。

　東大阪キャンパスに農学部が設置されたのが1958年（昭和

33年）、その7年後に緑友会が発足するも、数年で実質的な活

動を休止しました。その後、1989年（平成元年）の奈良への農

学部キャンパス移転によって本部キャンパスより地理的に離れ

たことで独自の同窓会組織が必要と考えられ、1994年（平成6

年）に再発足して今に至っております。

　農学部は来年で創設60年目を迎え、東大阪30年、奈良30

年という節目を迎えます。この間に約28,700名の卒業生を社会

に輩出し、卒業生の方々は各業界で活躍されています。

　緑友会の主な活動は、在学生と卒業生の名簿情報管理と

作成を行うと共に、会報「緑友会だより」の年に一度の発行

（例年9月発行）。さらに、3年ごとの総会と懇親会の開催（例年

11月3日に農学部祭に併せて開催）です。修士論文発表会で

は、優秀なプレゼンテーションに対しての緑友会賞を授与（授

与は卒業式）しております。会の運営に関しては、適時、運営委

員会と幹事会を開催しております。

　在学生が中心となる学生部会では、所属学科ごとの在学

生に対して学年を越えた学生と教職員との親睦交流の場を提

供しております。例えば、就職活動に活かせるような農学部卒

業生の方の講演を企画したり、学内でスポーツ大会を開催し

たりと工夫したイベントを実施しております。

　卒業生部会は、卒業生が社会でより活躍が出来る様に大

学や教員との情報交換が出来るパイプ役としても機能しており

ます。さらに懇親会の開催や会報を通じて、卒業生同士でビジ

ネスを展開出来るような機会が増えるように、今後もさらにその

役割を果たしてまいります。 

　近畿大学の校友会の会員の皆様には、変らずご健勝のこと

と、お慶び申し上げます。

　平素より、埼玉県支部の校友会活動にご理解とご支援を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　私達埼玉県支部は設立より丸4年目を迎え、平成29年度定

期総会を3月18日（土）に開催しました。

　当日は参加者20名。近畿大学東京センターをお借りして、小

山幹事長の開会宣言にはじまり、支部長の挨拶、市川副支部

長の平成28年度の事業報告、並びに清家幹事会計より会計

報告と泉副支部長の監査報告、引続いて支部長による

平成29年度事業計画案と予算案の説明があり、それらを審議

し承認していただきました。次に来賓者を代表して髙須校友会

副会長より、埼玉県支部に対するご祝辞と近畿大学の現況を

丁寧に説明して頂いた。司会進行に従い、全員で校歌を斉唱

し集合写真を撮りました。以上で総会の第一部は無事終了し

ました。第二部は近畿大学水産研究所「銀座店」の懇親会場

に移し、市川副支部長より校友会活動の更なる発展への挨拶

と岡本先輩による乾杯の発声の後、歓談に入り世代を超えた

親交が深められました。懇親会（埼玉県支部がお世話になっ

た熊井あづさ課長の転任のご挨拶を含む）も支部長の閉会挨

拶で無事終了しました。

○母校出場の第66回全日本大学野球選手権大会

　6月5日～6日：【明治神宮野球場】の応援だより

　大会初日（6月5日晴天）は、近畿大学野球部に厚い声援を

送るため、神宮球場へ、現役の近畿大学生・応援団・吹奏楽

部等及び校友会の東京支部、千葉県支部、神奈川県支部、

茨城県支部、埼玉県支部の支部長や支部員が多数応援に

駆けつけました。しかし、近畿大学野球部と近大工学部の今

回の成績は残念ながら1回戦（6月5日）近畿大学野球部は岡

山商科大学に2対4で負け、翌日（6月6日晴天）同じく1回戦で

近大工学部は中部大学に延長11回タイブレーク4対1で負けま

した。なお、選手権の最終の結果は、立教大が59年ぶりの優

勝・長嶋茂雄も見届けたとの事。（巷談：6月5日は近畿大学野

球部OBの有藤通世元プロ野球解説者も応援に駆け付けまし

た。）因みに、選手権大会の開催期間は6月5日～6月11日【神

宮野球場、東京ドーム】【出場校】27校でした。

○本年度の主な支部活動のお知らせ

　（平成29年4月20日～10月迄）

　さてこの度、埼玉県支部で企画したイベント「皆様の提案を

中心に旅行会、見学会、ウオーキングの企画等」を開催するこ

とになりました。目的は、埼玉県支部の発展と活動の活発化を

願い、何か積極的にできることを推進したいという思いから、今

回のイベント開催という企画に至ったものです。

① 平成29年7月22日（土）に「氷川神社・大宮公園ミステリーツ

アー」

　≪内容≫踏み込んで観る氷川神社と大宮公園、正岡子規

と萬松楼、大宰治「人間失格」執筆の家跡他

②平成29年7月28日（金）にビジネス交流会と暑気払い（はんな

り邸八重洲）

　≪内容≫暑気払いとビジネス校友会を合同で開催します。

③平成29年8月26日（土）に足利荘の文化拠点「史跡足利学

校」と「鑁阿寺」の見学

　≪内容≫史跡足利学校跡、鑁阿寺の国宝大御堂、織姫山

中腹の足利織姫神社（石段229段）と街並

④平成29年10月21日（土）に小田原市足柄方面のウオーキン

グ

　≪内容≫南足柄の地に降り立つと、悠久の時の流れを感じ

させる文化的遺産大雄山最乗寺（天狗伝説、金太郎の物

語）

※詳細な募集要項のご案内は、埼玉県支部ホームページへアクセスして

ください。

　近畿大学校友会の皆様に於かれましては益 ご々健勝の事

とお慶び申し上げます。日頃より当支部に対しましてご指導、ご

鞭撻賜り厚く御礼申し上げます。

　我々近畿大学校友会愛媛県中予支部は設立してから丸6

年の新しい校友会ですが、会員登録者数は約350名に及んで

おります。この会員の皆様に支部の活動内容をお知らせする

方法として、支部設立当初より支部会報誌「伊予のたいまつ」

を発刊しており、今年3月で第6号を発刊致しました。

　掲載内容として毎年行った支部活動事例を始め、会員の

メッセージとして、学生時代の思い出や青春時代の思い出や、

はたまた現状報告等様々な事で紙面をにぎやかにしており会

員の皆様に好評戴いております。

　私共支部は、支部会費の徴収は行わずその時々の会費徴

収であったり、この会報誌への協賛広告代にて支部経費の捻

出を行っております。また今回の会報誌発行に際しましては、大

学校友会からの「支部活動支援金」を充てさせて戴きました。

校友会本部のご配慮に感謝致します。

支部長　徳本 秀樹

愛媛県中予支部

支部広報誌活動

支部長　上田 彰一郎

埼玉県支部

埼玉県支部の近況報告

会長　松田 克礼

農学部同窓会
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頑張ってもらいたいとの願いだけであります。今後共、支部活

性化を考え、前向きな支部活動を展開したいと思います。

　最後になりますが、近畿大学並びに校友会の今後益々の発

展と、校友会各支部の益々のご活躍を祈念申し上げ、支部近

況報告とさせて頂きます。

　緑友会は、農学部在学生と卒業生ならびに教職員の交流・

親睦を目的とする同窓会組織で、農学部の発展に寄与するこ

とを目的として運営されています。

　東大阪キャンパスに農学部が設置されたのが1958年（昭和

33年）、その7年後に緑友会が発足するも、数年で実質的な活

動を休止しました。その後、1989年（平成元年）の奈良への農

学部キャンパス移転によって本部キャンパスより地理的に離れ

たことで独自の同窓会組織が必要と考えられ、1994年（平成6

年）に再発足して今に至っております。

　農学部は来年で創設60年目を迎え、東大阪30年、奈良30

年という節目を迎えます。この間に約28,700名の卒業生を社会

に輩出し、卒業生の方々は各業界で活躍されています。

　緑友会の主な活動は、在学生と卒業生の名簿情報管理と

作成を行うと共に、会報「緑友会だより」の年に一度の発行

（例年9月発行）。さらに、3年ごとの総会と懇親会の開催（例年

11月3日に農学部祭に併せて開催）です。修士論文発表会で

は、優秀なプレゼンテーションに対しての緑友会賞を授与（授

与は卒業式）しております。会の運営に関しては、適時、運営委

員会と幹事会を開催しております。

　在学生が中心となる学生部会では、所属学科ごとの在学

生に対して学年を越えた学生と教職員との親睦交流の場を提

供しております。例えば、就職活動に活かせるような農学部卒

業生の方の講演を企画したり、学内でスポーツ大会を開催し

たりと工夫したイベントを実施しております。

　卒業生部会は、卒業生が社会でより活躍が出来る様に大

学や教員との情報交換が出来るパイプ役としても機能しており

ます。さらに懇親会の開催や会報を通じて、卒業生同士でビジ

ネスを展開出来るような機会が増えるように、今後もさらにその

役割を果たしてまいります。 

　近畿大学の校友会の会員の皆様には、変らずご健勝のこと

と、お慶び申し上げます。

　平素より、埼玉県支部の校友会活動にご理解とご支援を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　私達埼玉県支部は設立より丸4年目を迎え、平成29年度定

期総会を3月18日（土）に開催しました。

　当日は参加者20名。近畿大学東京センターをお借りして、小

山幹事長の開会宣言にはじまり、支部長の挨拶、市川副支部

長の平成28年度の事業報告、並びに清家幹事会計より会計

報告と泉副支部長の監査報告、引続いて支部長による

平成29年度事業計画案と予算案の説明があり、それらを審議

し承認していただきました。次に来賓者を代表して髙須校友会

副会長より、埼玉県支部に対するご祝辞と近畿大学の現況を

丁寧に説明して頂いた。司会進行に従い、全員で校歌を斉唱

し集合写真を撮りました。以上で総会の第一部は無事終了し

ました。第二部は近畿大学水産研究所「銀座店」の懇親会場

に移し、市川副支部長より校友会活動の更なる発展への挨拶

と岡本先輩による乾杯の発声の後、歓談に入り世代を超えた

親交が深められました。懇親会（埼玉県支部がお世話になっ

た熊井あづさ課長の転任のご挨拶を含む）も支部長の閉会挨

拶で無事終了しました。

○母校出場の第66回全日本大学野球選手権大会

　6月5日～6日：【明治神宮野球場】の応援だより

　大会初日（6月5日晴天）は、近畿大学野球部に厚い声援を

送るため、神宮球場へ、現役の近畿大学生・応援団・吹奏楽

部等及び校友会の東京支部、千葉県支部、神奈川県支部、

茨城県支部、埼玉県支部の支部長や支部員が多数応援に

駆けつけました。しかし、近畿大学野球部と近大工学部の今

回の成績は残念ながら1回戦（6月5日）近畿大学野球部は岡

山商科大学に2対4で負け、翌日（6月6日晴天）同じく1回戦で

近大工学部は中部大学に延長11回タイブレーク4対1で負けま

した。なお、選手権の最終の結果は、立教大が59年ぶりの優

勝・長嶋茂雄も見届けたとの事。（巷談：6月5日は近畿大学野

球部OBの有藤通世元プロ野球解説者も応援に駆け付けまし

た。）因みに、選手権大会の開催期間は6月5日～6月11日【神

宮野球場、東京ドーム】【出場校】27校でした。

○本年度の主な支部活動のお知らせ

　（平成29年4月20日～10月迄）

　さてこの度、埼玉県支部で企画したイベント「皆様の提案を

中心に旅行会、見学会、ウオーキングの企画等」を開催するこ

とになりました。目的は、埼玉県支部の発展と活動の活発化を

願い、何か積極的にできることを推進したいという思いから、今

回のイベント開催という企画に至ったものです。

① 平成29年7月22日（土）に「氷川神社・大宮公園ミステリーツ

アー」

　≪内容≫踏み込んで観る氷川神社と大宮公園、正岡子規

と萬松楼、大宰治「人間失格」執筆の家跡他

②平成29年7月28日（金）にビジネス交流会と暑気払い（はんな

り邸八重洲）

　≪内容≫暑気払いとビジネス校友会を合同で開催します。

③平成29年8月26日（土）に足利荘の文化拠点「史跡足利学

校」と「鑁阿寺」の見学

　≪内容≫史跡足利学校跡、鑁阿寺の国宝大御堂、織姫山

中腹の足利織姫神社（石段229段）と街並

④平成29年10月21日（土）に小田原市足柄方面のウオーキン

グ

　≪内容≫南足柄の地に降り立つと、悠久の時の流れを感じ

させる文化的遺産大雄山最乗寺（天狗伝説、金太郎の物

語）

※詳細な募集要項のご案内は、埼玉県支部ホームページへアクセスして

ください。

　近畿大学校友会の皆様に於かれましては益 ご々健勝の事

とお慶び申し上げます。日頃より当支部に対しましてご指導、ご

鞭撻賜り厚く御礼申し上げます。

　我々近畿大学校友会愛媛県中予支部は設立してから丸6

年の新しい校友会ですが、会員登録者数は約350名に及んで

おります。この会員の皆様に支部の活動内容をお知らせする

方法として、支部設立当初より支部会報誌「伊予のたいまつ」

を発刊しており、今年3月で第6号を発刊致しました。

　掲載内容として毎年行った支部活動事例を始め、会員の

メッセージとして、学生時代の思い出や青春時代の思い出や、

はたまた現状報告等様々な事で紙面をにぎやかにしており会

員の皆様に好評戴いております。

　私共支部は、支部会費の徴収は行わずその時々の会費徴

収であったり、この会報誌への協賛広告代にて支部経費の捻

出を行っております。また今回の会報誌発行に際しましては、大

学校友会からの「支部活動支援金」を充てさせて戴きました。

校友会本部のご配慮に感謝致します。

支部長　徳本 秀樹

愛媛県中予支部

支部広報誌活動

支部長　上田 彰一郎

埼玉県支部

埼玉県支部の近況報告

会長　松田 克礼

農学部同窓会
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　また、当支部の活動を知って戴く為に、愛媛県東予・南予支

部の方々には支部総会時にお渡ししたり、全国の地域支部に

もお送りさせて戴いております。その際には各支部からも作成さ

れた広報誌や会報誌をお送り戴き、内容等参考事例も多く大

変感謝いたしております。

　今年も支部会員への広報活動として会報誌をお送りし、一

人でも多くの方に活動の輪に入って戴き、交流を深めて戴ける

様に努力して行きたいと思っております。

　終りに母校近畿大学並びに近畿大学校友会及び校友会

各支部の益々のご発展と、校友会会員の皆様のご健勝、ご多

幸をご祈念申し上げます。

　香粧品支部は、近畿大学卒業の香粧品関係就職者と親

密な関係を保ち、2015年12月19日4社22名でスタートしました。

卒業生の就職先へ出向き、同じ香粧品の職場にいるという絆

と近大コスメを世界にアピールすることが社会貢献につながる

説明が2016年7月で20名に増員となりました。2016年12月執行

部会にて一人3名の香粧品関係卒業生を入会してもらう運動

を開始しました。そして2017年3月4日幹事会で20社以上60余

名に増員となりました。2017年7月29日土曜日に香粧品支部総

会を開催します。支部総会で専門職支部としての校友の絆を

しっかり保ち、今後もこの活動を続けて会員を多く増員したいと

考えています。支部校友それぞれの英知を結集すると同時に

大学（医学、薬学、科学、化学、農学）と産学連携し、新しい化

粧品技術や新しいフレグランスの情報発信を近畿大学から世

界に発信し、安心安全はもちろんシワ、シミ肌の改善する、アン

チエイジングコスメの開発を行い、文芸学部と連携すれば、世

界の先頭に立つ、理美容師も育成し社会貢献できると信じて

います。香粧品支部参加企業をキャリアセンターに届けを登録

し、近畿大学学生の就職活動を支援することができます。8年

後の創立100周年行事には香粧品支部会員企業や会員から

寄付を募り、成功に導きたいと考えています。

　富山県に久しぶりに関取が誕生しました。その名は朝乃山

関。近畿大学を卒業し、高砂部屋に入門しました。平成29年2

月18日に、富山市で十両昇進を祝う会が開催されました。高砂

親方、若松親方、伊東監督や富山県知事などが参加され、約

400人を超える盛大な会となりました。その中には富山県支部

の方々や、近畿大学相撲部のＯＢも駆けつけ、両親方や朝乃

山と写真を撮ったり楽しく歓談したり、楽しい時間を過ごすこと

ができました。近々、富山県にも後援会が発足するという話も聞

こえてきます。これから朝乃山関の活躍を富山県支部としてど

のように応援していくかが課題だと思っています。そのためにも、

富山県支部の会員の拡大を目指していきたいと考えています。

　また、毎年行っている11月の富山県支部の総会では、和歌

山県の白浜水産実験場から真鯛やシマアジ、ブリや富山県の

水産実験場から穴子やサクラマスなどの美味しい魚を取り寄

せ会員で味わっています。魚に関する話題で大変盛り上がり

お酒が進みました。その他に、富山県で関西6大学のゴルフ大

会に参加したり、福井県の近畿大学校友会の総会に参加した

りして交流を深めています。

　近畿大学校友会の皆様におかれましては、ますますご健勝

の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誠に有難う

ございます。

 さて、大末建設支部は昭和61年7月に51名の参加人数のもと

産声をあげ、今年で31年目を迎えることができました。現在の在

籍者は45名となっています。当社の出身大学別でも近畿大学

が一番を占めており先輩方の温かいご指導のもと、営業・作業

所で若手社員も伸び伸びと大活躍しています。こうした近畿大

学の『絆』を更に深め、会社および社会においても発展していき

たいと思います。

　支部活動としましては、毎年5月の新入生歓迎会を兼ねた

支部総会と年末の懇親会を開催しています。今年度は31周

年記念事業として夏の親睦ゴルフを開催する予定です。また、

来年度は他支部と合同で大学への貢献事業か会員の親睦

が図れる事業でも出来たらと考えています。他支部の皆様方

で是非一緒にと言って頂ける支部がありましたらお声がけの程

よろしくお願い致します。

　今後とも支部活動へのご協力の程よろしくお願い致します。

　当支部は数人の有志の発案で大阪駅北側（梅北地区、グ

ランフロントなど）再開発の足音を聞きながら、2011年6月に産

声をあげました。大阪市北区、中央区に在住または勤務されて

いる本学の卒業生を中心に校友会活動を行っています。

　どこでもそうだと思いますが、大学を一度卒業してしまうと、ど

うしても自分が置かれている業界や集団のつながりや、その集

団の常識だけに埋もれてしまいがちです。 我々は結成以来、2

か月に1度「梅北寺子屋」という勉強会を開催しています。近

大卒業生をキーワードに「利害関係を主としない懇親活動」の

前提で、学部、性別、年齢を問わずに集える懇親の場です。勉

強会のテーマは「労務」「法律」「保険」「資産管理」「建築」

などから、「お酒の楽しみ方」「お茶のおいしい飲み方」などな

ど日本有数の総合大学である母校・近大ならではのネットワー

クで多岐に渡っています。講師やテーマを幹部会員たちが中

心となって企画立案しています。ＳＮＳやメールなどで参加者を

募り、当日は既存の会員、新規会員あわせて毎回約20人から

30人が集まります。これからも勉強会後も簡単な懇親会も開催

され、活気あふれる交流の場を継続していきます。

　そうは言うものの、この会は2カ月に1度の会です。顔を知っ

ていても、2カ月に1度の会ですので会員同士なかなかその人

のことを覚えられません。「あの人は誰だった？」「いまさら聞けな

いな」ということはよくあります。 そこでこの会では「お互いに何

度でも名刺交換はしてもＯＫ」ということをアナウンスして、より参

加しやすい環境を作っていこうと思います。

　これからも「豊かな社会生活」というコンセプトで「知らないこ

とを知る」ことを目的に、テーマを広くこの「梅北寺子屋」という

集いの場を通じて懇親活動を続けていくつもりです。 

　またこの度、当支部の公式ホームページと新たに公式フェイ

スブックも立ち上げました。支部内の情報交換だけではなく、母

校とも連携を取りながら活動報告など積極的な広報活動にも

力を入れていきます。

　このように積極的な支部活動を通じ、変革を続ける母校とも

コラボレーションをはかりながら、母校と支部会員をつなぐ架け

橋となり、来る母校100周年へ引き継いでいきたいと思っており

支部長　廣岡 祥弘（昭和 60 年　薬学部卒）

大阪梅北中央支部

支部長　下戸 康正

大末建設支部

近況報告

支部長　荒井 志朗

富山県支部

富山県支部の近況報告及び支部活動

支部長　亀田 宗一

香粧品支部
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　また、当支部の活動を知って戴く為に、愛媛県東予・南予支

部の方々には支部総会時にお渡ししたり、全国の地域支部に

もお送りさせて戴いております。その際には各支部からも作成さ

れた広報誌や会報誌をお送り戴き、内容等参考事例も多く大

変感謝いたしております。

　今年も支部会員への広報活動として会報誌をお送りし、一

人でも多くの方に活動の輪に入って戴き、交流を深めて戴ける

様に努力して行きたいと思っております。

　終りに母校近畿大学並びに近畿大学校友会及び校友会

各支部の益々のご発展と、校友会会員の皆様のご健勝、ご多

幸をご祈念申し上げます。

　香粧品支部は、近畿大学卒業の香粧品関係就職者と親

密な関係を保ち、2015年12月19日4社22名でスタートしました。

卒業生の就職先へ出向き、同じ香粧品の職場にいるという絆

と近大コスメを世界にアピールすることが社会貢献につながる

説明が2016年7月で20名に増員となりました。2016年12月執行

部会にて一人3名の香粧品関係卒業生を入会してもらう運動

を開始しました。そして2017年3月4日幹事会で20社以上60余

名に増員となりました。2017年7月29日土曜日に香粧品支部総

会を開催します。支部総会で専門職支部としての校友の絆を

しっかり保ち、今後もこの活動を続けて会員を多く増員したいと

考えています。支部校友それぞれの英知を結集すると同時に

大学（医学、薬学、科学、化学、農学）と産学連携し、新しい化

粧品技術や新しいフレグランスの情報発信を近畿大学から世

界に発信し、安心安全はもちろんシワ、シミ肌の改善する、アン

チエイジングコスメの開発を行い、文芸学部と連携すれば、世

界の先頭に立つ、理美容師も育成し社会貢献できると信じて

います。香粧品支部参加企業をキャリアセンターに届けを登録

し、近畿大学学生の就職活動を支援することができます。8年

後の創立100周年行事には香粧品支部会員企業や会員から

寄付を募り、成功に導きたいと考えています。

　富山県に久しぶりに関取が誕生しました。その名は朝乃山

関。近畿大学を卒業し、高砂部屋に入門しました。平成29年2

月18日に、富山市で十両昇進を祝う会が開催されました。高砂

親方、若松親方、伊東監督や富山県知事などが参加され、約

400人を超える盛大な会となりました。その中には富山県支部

の方々や、近畿大学相撲部のＯＢも駆けつけ、両親方や朝乃

山と写真を撮ったり楽しく歓談したり、楽しい時間を過ごすこと

ができました。近々、富山県にも後援会が発足するという話も聞

こえてきます。これから朝乃山関の活躍を富山県支部としてど

のように応援していくかが課題だと思っています。そのためにも、

富山県支部の会員の拡大を目指していきたいと考えています。

　また、毎年行っている11月の富山県支部の総会では、和歌

山県の白浜水産実験場から真鯛やシマアジ、ブリや富山県の

水産実験場から穴子やサクラマスなどの美味しい魚を取り寄

せ会員で味わっています。魚に関する話題で大変盛り上がり

お酒が進みました。その他に、富山県で関西6大学のゴルフ大

会に参加したり、福井県の近畿大学校友会の総会に参加した

りして交流を深めています。

　近畿大学校友会の皆様におかれましては、ますますご健勝

の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誠に有難う

ございます。

 さて、大末建設支部は昭和61年7月に51名の参加人数のもと

産声をあげ、今年で31年目を迎えることができました。現在の在

籍者は45名となっています。当社の出身大学別でも近畿大学

が一番を占めており先輩方の温かいご指導のもと、営業・作業

所で若手社員も伸び伸びと大活躍しています。こうした近畿大

学の『絆』を更に深め、会社および社会においても発展していき

たいと思います。

　支部活動としましては、毎年5月の新入生歓迎会を兼ねた

支部総会と年末の懇親会を開催しています。今年度は31周

年記念事業として夏の親睦ゴルフを開催する予定です。また、

来年度は他支部と合同で大学への貢献事業か会員の親睦

が図れる事業でも出来たらと考えています。他支部の皆様方

で是非一緒にと言って頂ける支部がありましたらお声がけの程

よろしくお願い致します。

　今後とも支部活動へのご協力の程よろしくお願い致します。

　当支部は数人の有志の発案で大阪駅北側（梅北地区、グ

ランフロントなど）再開発の足音を聞きながら、2011年6月に産

声をあげました。大阪市北区、中央区に在住または勤務されて

いる本学の卒業生を中心に校友会活動を行っています。

　どこでもそうだと思いますが、大学を一度卒業してしまうと、ど

うしても自分が置かれている業界や集団のつながりや、その集

団の常識だけに埋もれてしまいがちです。 我々は結成以来、2

か月に1度「梅北寺子屋」という勉強会を開催しています。近

大卒業生をキーワードに「利害関係を主としない懇親活動」の

前提で、学部、性別、年齢を問わずに集える懇親の場です。勉

強会のテーマは「労務」「法律」「保険」「資産管理」「建築」

などから、「お酒の楽しみ方」「お茶のおいしい飲み方」などな

ど日本有数の総合大学である母校・近大ならではのネットワー

クで多岐に渡っています。講師やテーマを幹部会員たちが中

心となって企画立案しています。ＳＮＳやメールなどで参加者を

募り、当日は既存の会員、新規会員あわせて毎回約20人から

30人が集まります。これからも勉強会後も簡単な懇親会も開催

され、活気あふれる交流の場を継続していきます。

　そうは言うものの、この会は2カ月に1度の会です。顔を知っ

ていても、2カ月に1度の会ですので会員同士なかなかその人

のことを覚えられません。「あの人は誰だった？」「いまさら聞けな

いな」ということはよくあります。 そこでこの会では「お互いに何

度でも名刺交換はしてもＯＫ」ということをアナウンスして、より参

加しやすい環境を作っていこうと思います。

　これからも「豊かな社会生活」というコンセプトで「知らないこ

とを知る」ことを目的に、テーマを広くこの「梅北寺子屋」という

集いの場を通じて懇親活動を続けていくつもりです。 

　またこの度、当支部の公式ホームページと新たに公式フェイ

スブックも立ち上げました。支部内の情報交換だけではなく、母

校とも連携を取りながら活動報告など積極的な広報活動にも

力を入れていきます。

　このように積極的な支部活動を通じ、変革を続ける母校とも

コラボレーションをはかりながら、母校と支部会員をつなぐ架け

橋となり、来る母校100周年へ引き継いでいきたいと思っており

支部長　廣岡 祥弘（昭和 60 年　薬学部卒）

大阪梅北中央支部

支部長　下戸 康正

大末建設支部

近況報告

支部長　荒井 志朗

富山県支部

富山県支部の近況報告及び支部活動

支部長　亀田 宗一

香粧品支部
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ます。 

　今後とも当支部の活動にご理解ご支援賜りますようお願い

致します。

　校友の皆様の温かいご支援で、地域医療ケア支部も2年目

を迎えました。

　諸先輩方のご指導もあり、この1年間は地域医療ケア支部

にしかできない活動を考え行ってまいりました。

　社会貢献として、毎年開催されている南大阪在宅医療看

護研究会の講演会の座長、演者を当支部員が担当させて頂

きました。地域での在宅医療の最前線を医師、看護師、薬剤

師、栄養士の皆様に発表させて頂きました。また、常在国が3カ

国となったポリオウイルスによる感染症に関してもポリオ撲滅募

金を行いました。熊本大分地震への災害支援物資を提供させ

て頂きました。

　近畿大学校友の絆として、地域の発展のために専門職域

支部である食品支部、法曹界支部と協力して行事を行いま

す。また高齢社会となり介護食、食支援について食品支部の

方 と々共同で医療介護職種の方に啓蒙を行っています。台湾

支部のご協力のもと国際交流、台湾での地域医療に関して視

察を行いました。

　母校近畿大学の支援として、体育会ボクシング部に熱中症

予防のため経口補水液の寄付を行っています。

　地域医療ケア支部は今後も積極的に活動の幅を広げてい

きます。どうぞよろしくお願いいたします。

 この度は、支部の活動報告とは少し異なりますが、近畿大学

卒業の首長として、世耕経済産業大臣を表敬・激励訪問させ

ていただいたことについて、ご報告させていただきます。

 まず、様 な々分野での活躍が目覚ましい近畿大学ですが、地

方自治の分野で活躍している首長が何人いるのか、校友の皆

さまはご存知でしょうか。校友会にお伺いしますと、平成29年4

月時点で、全国で、市長が12名、町長が9名、村長が2名となっ

ています。

　そこで、全国の首長が集う会議が東京で開催される機会を

活用し、6月7日に8名の市長と1名の町長の総勢9名にて、近畿

大学の前学長であり、校友会名誉会長である、世耕弘成経済

産業大臣兼内閣府特命担当大臣を経済産業省に表敬と激

励に訪問させていただきました。

 参加したのは、福井県坂井市の坂本憲男市長（昭和44年

卒）、熊本県阿蘇市の佐藤義興市長（昭和47年卒）、大阪府

貝塚市の藤原龍男市長（昭和50年卒）、奈良県香芝市の吉

田弘明市長（昭和58年卒）、宮崎県えびの市の村岡隆明市

長（昭和61年卒）、大阪府泉南市の竹中勇人市長（平成5年

卒）、大阪府大阪狭山市の古川照人市長（平成8年卒）、奈良

県三郷町の森宏範町長（昭和59年卒）と、大阪府八尾市長

の私、田中誠太（昭和54年卒）の9名の市・町長でした。

 世耕大臣とお会いする前の控室では、9名の首長が互いに我

がまちの魅力や取り組みを紹介しあい、胸襟を開いたところで、

分刻みのスケジュールで激務をこなしておられる世耕大臣が、

この日を楽しみにしておりましたとお越しくださいました。

　世耕大臣からは、近大マグロの取り組みにはじまり、昨年新

設された国際学部のカリキュラム構成の特徴（真の語学核の

ため、入学後半年足らずで、すぐに留学となるそうです。）、「超

近大プロジェクト」の一環として今春に完成した24時間オープ

ンの自習室を備えたユニークな図書館（アカデミックシアター）の

お話しなど、盛りだくさんの今の近畿大学の取り組みを紹介い

ただき、一同、在学していた頃とは隔世の感で聞き入っておりま

した。

　また、地域は違えども、建学の精神である「実学教育」と「人

格の陶治」のもと、首長として、まちづくり・ひとづくりに、各自が切

磋琢磨していることを世耕大臣に報告し、今後は、近畿大学で

学んだ同窓の者同士のつながりを益々大切にしていきたいと

誓い合い、明日からの仕事の活力を得て、互いの帰路につい

た1日となりました。

　短期大学部の同窓会は、平素は、学友会同窓会として現

役生を支援する活動に従事しています。編入学ガイダンスや就

職ガイダンスの支援、卒業時の記念品の選定、卒業記念パー

ティーの後援などがその主な内容です。なかでも圧巻なのが、

短期大学部独自の卒業記念パーティーです。自治会の皆さん

にお世話をいただき、卒業式の日には卒業生と教員が学園食

堂に全員集い、短期大学部での2年間と、これから歩む道につ

いてお互いが熱く語り合います。短期大学部生の進路は、4年

制大学への編入学や、民間企業や官公庁への就職など、非

常に多様なのですが、このパーティーがお一人おひとりの胸の

中に心の港としての短期大学部を焼き付けていただく大事な

機会になっているのは確かだと思います。卒業後、校友会の会

員になられましても、人生の節目で、この港を思い起こしていた

だければ幸いに思います。

　おかげさまで支部創立50周年を迎えることとなりました。記念

総会企画として特別講師を迎えることとなる訳ですが、実行委

員会（三役会ベース）を幾度も開催し、新年親睦会より本学理

工学部教授西籔和明氏を迎えることとしました（東大阪：ものづ

くりの町をアピールするため）。支部チケット広告も早期より支部

幹事を通じ協力依頼をお願いし、なんと支部開設以来最大数

の134件を記録しました（これ以上増えてもチケット紙面が限ら

れているので）贅沢な悩みです。また、本年も東大阪市民ふれ

あい祭りへブース参加をし、情報処理技術を利用した「本学

キャンパス紹介コーナー（足こぎ発電と連動型）」を理工学部

情報学科溝渕昭二准教授より実演開催して頂きました他、「三

重の貝殻（縁起物）」並びに「水晶パワー発見」でプレゼントい

たしております。なお、記念総会時にも溝渕氏にはスライドコー

ナーとして「本学新キャンパス紹介コーナー」をご披露して頂き

ました、ありがとうございました。総会チケットもこの頃より鮫島輝

明幹事長の指揮下、販売を開始し重責幹事1人10枚の販売

体制を取った結果、これまた過去最大数の125名をはるかに超

える222名のご参加を頂きました。

　さて、50周年記念総会のご報告ですが、参加申込240名を

超えており、支部の本気度も200％発揮できたかと自負しており

ます。会場もキャパシティの関係で神戸支部へご案内した時と

支部長　宮﨑 利一　　50 周年総会実行委員長　辻井 孝次
事務局　牧野 吉昭

東大阪支部

盛会御礼　2017年支部創立50周年総会

会長　田端 昌平

短期大学部同窓会

支部長　田中 誠太

八尾支部支部長　中井 昭宏

地域医療ケア支部
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ます。 

　今後とも当支部の活動にご理解ご支援賜りますようお願い

致します。

　校友の皆様の温かいご支援で、地域医療ケア支部も2年目

を迎えました。

　諸先輩方のご指導もあり、この1年間は地域医療ケア支部

にしかできない活動を考え行ってまいりました。

　社会貢献として、毎年開催されている南大阪在宅医療看

護研究会の講演会の座長、演者を当支部員が担当させて頂

きました。地域での在宅医療の最前線を医師、看護師、薬剤

師、栄養士の皆様に発表させて頂きました。また、常在国が3カ

国となったポリオウイルスによる感染症に関してもポリオ撲滅募

金を行いました。熊本大分地震への災害支援物資を提供させ

て頂きました。

　近畿大学校友の絆として、地域の発展のために専門職域

支部である食品支部、法曹界支部と協力して行事を行いま

す。また高齢社会となり介護食、食支援について食品支部の

方 と々共同で医療介護職種の方に啓蒙を行っています。台湾

支部のご協力のもと国際交流、台湾での地域医療に関して視

察を行いました。

　母校近畿大学の支援として、体育会ボクシング部に熱中症

予防のため経口補水液の寄付を行っています。

　地域医療ケア支部は今後も積極的に活動の幅を広げてい

きます。どうぞよろしくお願いいたします。

 この度は、支部の活動報告とは少し異なりますが、近畿大学

卒業の首長として、世耕経済産業大臣を表敬・激励訪問させ

ていただいたことについて、ご報告させていただきます。

 まず、様 な々分野での活躍が目覚ましい近畿大学ですが、地

方自治の分野で活躍している首長が何人いるのか、校友の皆

さまはご存知でしょうか。校友会にお伺いしますと、平成29年4

月時点で、全国で、市長が12名、町長が9名、村長が2名となっ

ています。

　そこで、全国の首長が集う会議が東京で開催される機会を

活用し、6月7日に8名の市長と1名の町長の総勢9名にて、近畿

大学の前学長であり、校友会名誉会長である、世耕弘成経済

産業大臣兼内閣府特命担当大臣を経済産業省に表敬と激

励に訪問させていただきました。

 参加したのは、福井県坂井市の坂本憲男市長（昭和44年

卒）、熊本県阿蘇市の佐藤義興市長（昭和47年卒）、大阪府

貝塚市の藤原龍男市長（昭和50年卒）、奈良県香芝市の吉

田弘明市長（昭和58年卒）、宮崎県えびの市の村岡隆明市

長（昭和61年卒）、大阪府泉南市の竹中勇人市長（平成5年

卒）、大阪府大阪狭山市の古川照人市長（平成8年卒）、奈良

県三郷町の森宏範町長（昭和59年卒）と、大阪府八尾市長

の私、田中誠太（昭和54年卒）の9名の市・町長でした。

 世耕大臣とお会いする前の控室では、9名の首長が互いに我

がまちの魅力や取り組みを紹介しあい、胸襟を開いたところで、

分刻みのスケジュールで激務をこなしておられる世耕大臣が、

この日を楽しみにしておりましたとお越しくださいました。

　世耕大臣からは、近大マグロの取り組みにはじまり、昨年新

設された国際学部のカリキュラム構成の特徴（真の語学核の

ため、入学後半年足らずで、すぐに留学となるそうです。）、「超

近大プロジェクト」の一環として今春に完成した24時間オープ

ンの自習室を備えたユニークな図書館（アカデミックシアター）の

お話しなど、盛りだくさんの今の近畿大学の取り組みを紹介い

ただき、一同、在学していた頃とは隔世の感で聞き入っておりま

した。

　また、地域は違えども、建学の精神である「実学教育」と「人

格の陶治」のもと、首長として、まちづくり・ひとづくりに、各自が切

磋琢磨していることを世耕大臣に報告し、今後は、近畿大学で

学んだ同窓の者同士のつながりを益々大切にしていきたいと

誓い合い、明日からの仕事の活力を得て、互いの帰路につい

た1日となりました。

　短期大学部の同窓会は、平素は、学友会同窓会として現

役生を支援する活動に従事しています。編入学ガイダンスや就

職ガイダンスの支援、卒業時の記念品の選定、卒業記念パー

ティーの後援などがその主な内容です。なかでも圧巻なのが、

短期大学部独自の卒業記念パーティーです。自治会の皆さん

にお世話をいただき、卒業式の日には卒業生と教員が学園食

堂に全員集い、短期大学部での2年間と、これから歩む道につ

いてお互いが熱く語り合います。短期大学部生の進路は、4年

制大学への編入学や、民間企業や官公庁への就職など、非

常に多様なのですが、このパーティーがお一人おひとりの胸の

中に心の港としての短期大学部を焼き付けていただく大事な

機会になっているのは確かだと思います。卒業後、校友会の会

員になられましても、人生の節目で、この港を思い起こしていた

だければ幸いに思います。

　おかげさまで支部創立50周年を迎えることとなりました。記念

総会企画として特別講師を迎えることとなる訳ですが、実行委

員会（三役会ベース）を幾度も開催し、新年親睦会より本学理

工学部教授西籔和明氏を迎えることとしました（東大阪：ものづ

くりの町をアピールするため）。支部チケット広告も早期より支部

幹事を通じ協力依頼をお願いし、なんと支部開設以来最大数

の134件を記録しました（これ以上増えてもチケット紙面が限ら

れているので）贅沢な悩みです。また、本年も東大阪市民ふれ

あい祭りへブース参加をし、情報処理技術を利用した「本学

キャンパス紹介コーナー（足こぎ発電と連動型）」を理工学部

情報学科溝渕昭二准教授より実演開催して頂きました他、「三

重の貝殻（縁起物）」並びに「水晶パワー発見」でプレゼントい

たしております。なお、記念総会時にも溝渕氏にはスライドコー

ナーとして「本学新キャンパス紹介コーナー」をご披露して頂き

ました、ありがとうございました。総会チケットもこの頃より鮫島輝

明幹事長の指揮下、販売を開始し重責幹事1人10枚の販売

体制を取った結果、これまた過去最大数の125名をはるかに超

える222名のご参加を頂きました。

　さて、50周年記念総会のご報告ですが、参加申込240名を

超えており、支部の本気度も200％発揮できたかと自負しており

ます。会場もキャパシティの関係で神戸支部へご案内した時と

支部長　宮﨑 利一　　50 周年総会実行委員長　辻井 孝次
事務局　牧野 吉昭

東大阪支部

盛会御礼　2017年支部創立50周年総会

会長　田端 昌平

短期大学部同窓会

支部長　田中 誠太

八尾支部支部長　中井 昭宏

地域医療ケア支部
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変更になり大変ご迷惑をお掛けしたことと存じますが、校友か

らの紹介もあり「シティプラザ大阪」で開催の運びとなりました。

第一部式典では黙祷に始まりオープニングにオーボエ演奏

（大島氏）、校歌斉唱にピアノ演奏（大西氏）を加え音楽の花を

添えました。辻井実行委員長の歓迎挨拶に続き、宮﨑支部長

挨拶、ご来賓代表として田中誠太副会長（八尾市長）・野田東

大阪市長・宗清皇一衆議院議員より祝辞を頂き、花を添えてい

ただきました。また、「模擬患者の会」参画の功績を通じて薬学

部長岩城正宏氏より当支部に感謝状の贈呈を頂きました。薬

学部教員陣も大挙してご参加して頂いたことに感謝申し上げ

ます（本年はフィジカルアセスメントも加わった）。このあと記念講

演に移り「金型と成型の複合化技術で、量産・再利用に挑む！」

と題しものづくり講演をご発表いただきました（実例クリッププレ

ゼントあり）。閉式の辞が石川孝一副支部長よりあり、第二部祝

賀会へと移行しました。

　第二部、大原増夫副支部長挨拶のあと、来賓者の紹介（80

名余）を行い代表として本部前幹事長西野勝弘氏より奔走す

る宮﨑支部長の姿をご披露いただきました。ここで乾杯に入り

本部前会長亀岡弘氏の元気なご挨拶（ご自身の校友会入会

の経緯と東大阪市支部前身のお話・林さん、西村さんとの交

流）をご披露され一同は聞き入っておりました。100周年も亀岡

会長で良かったのではと言うぐらいお元気な姿をご拝聴させて

頂き、ありがとうございました。会食のあと、PRタイムでは、姫路

支部岡田忠義支部長挨拶のあと同支部波多野靖之カナエ

氏（ボクシング部最強時代のひとり）からのジェンダーについて

のご発表に続き、西野弘一前代議士、川口泰弘ライオンズクラ

ブ会長、南野伸一近大法務部長など各氏からお言葉を頂きま

したことを厚く御礼申し上げます。最後に近大節を寝屋川支部

の長谷川様より応援協力いただき、満場拍手喝采を受けたあ

と、前田正道支部参与（元市議）より閉会の辞を頂きました。

　50年は大きな節目であり、無事に勤められたことを感謝する

と共にご参加協力いただいた方には大変失礼な点があった

かと思いますが支部役員一同精一杯のおもてなしを致したこと

に免じご勘弁を頂きたいと存じます。直前に一部政党（都議選

で1人しかいない凋落傾向政党）から損害を被ったことを除い

てはほとんど問題ありませんが、オール近大オール東大阪の方

向性は常に考える東大阪（一部政党、団体だけを優遇しない）

でありますのでご支援を今後ともお願い致します。今後は近大

創立100周年へ向けてできる限りで協力体制をとることになりま

す。感謝、近畿大学校友たち。ありがとう校友たち。

　校友の皆さまにおかれましては、ますます御健勝のこととお慶

び申し上げます。平素は当支部ヘのご理解、ご協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。

　さて、大阪市阿倍野支部では、10月頃に総会、2月頃に新年

会を開催して支部員の交流を図っています。

　平成28年度（第17回）支部総会は、 10月1日に天王寺の楓

林閣アベノ店にて開催し、本部執行部から織田会計を来賓に

お迎えして開催しました。ここ数年は新卒業生は無料招待とし

ており、数名ではありますが新卒者を支部に迎えることができま

した。こういった若い世代の支部員が増えてくれれば、気軽な

交流の場としての大阪市阿倍野支部となるのではないかと期

待が膨らみ、新卒業生の参加は、大先輩の支部員にも刺激と

なりました。

　今後の支部発展について大いに可能性を感じることが出来

る支部総会となりました。また、支部総会が和やかなので新年

会ヘの参加者も増えていますので、新年早々から小さいけれど

も確かな支部発展の歩みとして感じています。

　最後になりましたが、母校近畿大学並びに近畿大学校友会

の益々の発展と、校友の皆さんのご健勝ご多幸をご祈念申し

上げます。

　千葉県は首都圏の東側に位置し、太平洋に突き出た半島

状に拡がる県です。

　県の西側は東京中心部から2～30分の「東京通勤圏の街」

がある一方、三方を海に囲まれる県土ゆえに、東へ向かうと九

十九里浜、南には、近年「北限のサンゴ」と密かなブームにもな

り、クマノミやサンゴ礁の海がみられる館山などの美しい海もあ

り、川もあり、山あいの温泉郷もあり、ついでに東京ディズニーラ

ンドに成田空港もあり、「チーバくん」や「ふなっしー」も住んでい

る（？）・・・いろいろな顔を持つ都市です。

　そんな千葉県の校友が集う近畿大学校友会千葉県支部

は、発足5年目を迎え、御年92歳・昭和26年卒の大先輩から、こ

の平成29年に卒業し、就職先の県内寮に入寮して入会した

若者まで、幅広いメンバーが揃っています。

　支部活動は、春の花見に魚河岸・築地へのお買い物ツ

アー、秋には恒例の1泊2日の温泉旅行に忘年会、昨年からは

女性校友が集う「女性部会」を発足し、この女性部会主催で

成田山への初詣にイチゴ狩りも実施・・・さらには20代にして35

年ローンで高級マンションを購入した校友の新居お披露目会

の開催などなど・・・「近畿大学ＯＢ」を拠り所として、世代も性格

も環境も異なるメンバーが、気の向くままに楽しく盛り上がってい

ます。

　もちろん600ｋｍ！離れた母校愛も忘れることなく・・・銀座の「近

畿大学水産研究所」へ伺ってのお食事会では、みんなも貰っ

た近大卒業証書付のオサカナ達に舌鼓を打ち、定期総会にお

いては、昨年度は近大ブリをそして今年度は「近大発のパチ

もんでんねん！」で評判のウナギ味！近大ナマズの試食会も開催！

遠い西の空（海？）に思いを馳せています。

　千葉県在住＆在勤の校友のみなさん！近畿大学校友会千

葉県支部の活動に是非一度お越しください！

　まずは、ホームページから・・・・『近大校友会千葉県支部』で

検索 だ！！

　富田林市支部は今年で26年目を迎えました。今年の総会は

役員改正の年で金谷一彦支部長が名誉支部長となり事務局

長の西川敏和が支部長に就任したほか4名の役員が交代し

た結果平均年齢が10歳若返り、より親しみやすい支部になる

のではと考えております。

　総会当日は、グランドホテル二葉に本部より沖野康治副会

長、校友課より長尾明来士氏、宮﨑利一東大阪支部長の来

賓を迎え、会員28名の出席で平成29年6月11日午後1時より支

部総会を開催、事業報告、計画報告の後、事業計画案、役員

選考案を審議可決し、懇親会に移り大いに談笑歓談し、最後

は近代節で締めくった。

　支部行事としては、平成28年11月6日には19名の参加で親

睦をはかる為新装なった宇治平等院・醍醐寺の紅葉を愛で、

横檗山万福寺にて普茶料理を楽しんだ。

　又、平成29年2月5日に南河内郡太子町 花咲亭 にて新年

会を参加者24名で開催し多いに歓談するなど会員の親睦を

はかっているが、今後は研修会を開くなど知識の向上をはかり

たい。

支部長　西川 敏和

富田林市支部

支部長　中嶌 弘
副幹事長　瀧井 創

千葉県支部

支部長　王 宝義

大阪市阿倍野支部

支部員の気軽な交流の場
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る宮﨑支部長の姿をご披露いただきました。ここで乾杯に入り

本部前会長亀岡弘氏の元気なご挨拶（ご自身の校友会入会

の経緯と東大阪市支部前身のお話・林さん、西村さんとの交
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大阪市阿倍野支部

支部員の気軽な交流の場
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　近畿大学校友会会員の皆様におかれましてはご健勝のこ

ととお慶び申し上げます。

　近大法曹会支部は、平成26年12月に、近大法学部及び法

科大学院出身の司法試験合格者による専門職支部として設

立されました。設立以来、定期総会や法科大学院卒業生の司

法試験合格祝賀会を開催し、会員相互の親睦と情報共有を

図ってきました。

　現在、会員は83名を数え、昨年の祝賀会でも多くの会員が

集まり、司法試験合格者の門出を祝いました。祝賀会では、校

友会からの近畿大学に関する近況報告や、若手弁護士の早

期独立の報告など、刺激的かつ新鮮な話が盛りだくさんで、意

見交換の貴重な場となっています。

　昨今、司法試験制度が見直される中、近大に限らず、法曹

の輩出は以前よりも困難となっています。近大法曹会支部で

は、近大法学部及び法科大学院出身の司法試験合格者が

少しでも増加し、近大OBとして社会で活躍できるよう、卒業生

のサポートにも尽力していきたいと考えております。

　最後になりましたが、校友会の皆様の益々のご活躍を祈念

申し上げ、支部の近況報告とさせていただきます。

　柏原支部は、平成29年5月20日（土）10時より平成29年度支

部総会を開催いたしました。今回の支部総会は校友会本部の

協力もあり、新しくなった東大阪キャンパスの見学会を兼ねて執

り行うことになり、総会の会場は新1号館9Fの会議室をお借り

することができました。また総会終了後には新たな学びの拠点

となる新施設「アカデミックシアター」の見学会を催させていた

だきました。総会出席者全員が施設を案内していただき、7万

冊を収納する開架式図書館や総ガラス張りの24時間使用でき

る自習室など、その素晴らしさに感激しておりました。学生に対

してこのような施設を作れる「我らが近畿大学」が受験者数日

本一を続け、近い将来名実ともに日本で一番の私学となること

をイメージさせていただいた一日でした。

　アカデミックシアター見学会終了後は新4号館のアメニティ

フィールド3階のレストランを利用させていただき和やかな中で

当日の全プログラムを終了させていただきました。

　総会開催にあたりご協力いただきました校友会本部及び関

係職員の皆様、心より御礼申し上げます。誠にありがとうござい

ました。

　今後も校友の親睦並びに支部の活性化を図り、母校近畿

大学の発展に寄与するため清水由洋支部長はじめ支部会員

一丸となって、頑張ってまいります。

　近畿大学校友会鳥取県支部は、小さい県でありますが空

港が2つあり、地区も3つ（東部・中部・西部）に分かれ活動を行

い、それぞれの地域で会員相互の親睦を深める活動を行って

います。

　合同で行う定期総会は規約に基き2年に1回開催していま

す、本年は総会年であり8月27日（日）に開催予定です。何時も

通り本校、校友会より来賓を仰ぎ事業計画（案）、役員（案）等

を確定します。平成29年度は近畿大学校友会定期総会（本

部）への出席、忘年会、新年会等行い会員相互の親睦を深め

る予定にしています。また、会員の高齢化に伴い、潜在会員・新

規会員獲得のため口コミ情報・新卒業生名簿等による掘り起

こしを展開しています。

　会員の拡大はどの支部の課題でもあり、本支部では、新卒

会員の減少もあり、校友会の皆様方の太いパイプが必要であ

り、ご支援・ご協力をお願いします。

　この活動報告をご覧の皆様で鳥取県にお住まいの卒業生

並びに勤務されてる方がおられましたら下記事務局までお知ら

せください。

　近畿大学校友会並びに全国、外国支部、関係機関の益々

の発展を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

　　　　　　徳岡 正裕（48・農）　TEL. 0858-35-3530

　茨城県支部は平成25年の開設以来、お陰様で5年目を迎

えることが出来ました。

　地理的には北関東に位置しておりますため、関西地区の会

員数に対して非常に少人数での運営を強いられております。

残念ながら出席者も限られ、総会も人数確保が最大の課題で

す。

　本来、定期的にゴルフ・忘新年会等実施したいと思っており

ますが、やはり参加人数が問題になってしまい実施出来ており

ません。

　そんな中、昨年の総会は近畿大学東京センターをお借りし

て実施しました。

　総会後は、近大まぐろを食べよう！！と近畿大学水産研究所に

て我が校自慢の“まぐろ”を頂きました。

出席して頂いた方々からは非常に好評で、成功裏に終了でき

ました。

　東京開催での参加者は10数名でしたが、茨城県は縦に

170Km、横に100Km以上あるために県内での会合より東京に

向かった方が都合は良いようです。

　本年は5周年記念総会として昨年同様、近畿大学東京セン

ターにて実施したいと考えております。

　また、少しでも多くの方に参加して頂きたいとの事で、5周年

の総会にふさわしい企画を実施したく、幹事一同奔走しており

ます。

　近隣支部の皆さまにもご参加頂けましたら幸いです。

　茨城県支部の今後の課題は会員増強なのですが、個人へ

のアプローチ（個人情報）が難しく、昨年立ち上げたホーム

ページに頼るしか無い状況です。

　この場をお借りして、卒業生の皆さまには是非とも入会頂き

たくお願い申し上げます。

　また、お隣の栃木県には現在のところ支部がありません。栃

木県の方もご入会お待ちしております。

　近畿大学校友会員の皆様、平素より岸和田・忠岡支部の活

動にご支援とご協力を頂き厚く御礼申し上げます。

　近大校友会岸和田・忠岡支部は、昭和4年に発足しました。

現在は、20代前半から70代まで幅広い年齢層の校友会員が

参加しています。

　主な活動は、2か月に一度の幹事会、年に一度の総会、そし

て貝塚・泉佐野・泉南支部と合同で開催される泉南4支部合同

懇親会です。

　幹事会では、毎回様 な々テーマを掲げて勉強し、話し合いま

す。例えば、“泉州地域の公共交通” “岸和田の街づくり” “総会・

合同懇親会について” “他支部総会の出席報告”などです。

支部長　北野 勝彦

岸和田・忠岡支部

岸和田・忠岡支部の活動を紹介します

支部長　小嶋 勝五郎
幹事長　小川 幸則

茨城県支部

近畿大学校友会茨城県支部近況報告

支部長　河越 行夫（農 S42 卒）

鳥取県支部

近況報告支部長　清水 由洋

柏原支部

近畿大学校友会柏原支部の近況報告
及び支部活動について

支部長　下村 泰

法曹会支部
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幹事会の後の食事会も恒例となっています。

　総会・合同懇親会では、毎年泉州地域の他支部の方 と々

交流できることも、楽しみの一つです。今年は、泉南支部が幹

事となって下さり、55名の校友会員が参加され、盛大で素晴ら

しい合同懇親会となりました。来年（平成30年）は、岸和田・忠

岡支部が幹事です。皆様に来て良かったと思ってもらえる合同

懇親会となるよう計画します。

　校友会のさらなる盛り上がりと発展を目指し、また、泉州地域

の活性化に少しでも貢献出来るよう、今年はビジネスマッチング

を計画し、開催に向け取り組んでいます。

　今後も、さらに近畿大学校友会の輪を広げていきたいと思っ

ております。

　HPでは、校友会情報や行事の案内を掲載しています。是

非、ご覧ください。

“近大校友会岸和田・忠岡支部”で検索！

http://www.dan-kenchiku.co.jp/kouyukai/

　平成29年4月9日（日）私は趣味であるウォーキングをしていま

した。すると10時過ぎに溝口先輩から1本の電話が掛かってき

ました。一瞬何か嫌な予感がしたのを覚えています。「綾野君、

智が亡くなったで。」それは中山さんの訃報を知らせる連絡で

した。その後数時間歩きましたが、私は溢れる涙を抑えることが

できませんでした。　　　

　私が初めて中山さんと会ったのは、確か平成23年の1月でし

た。中山さんが私の会社に来て下さりこう言われました。「近畿

大学校友会岡山支部長の中山です。6月の支部総会で大学

硬式野球部時代の話をしてくれませんか？」校友会の存在は

知っていましたが、それまで一度も総会に参加したことのない

私は少し戸惑いましたが、中山さんの鋭い眼差しに、「はい、わ

かりました。」それはまさに真剣勝負をする男の眼でした。

　支部総会に於いて、私が所属していた硬式野球部の4年間

を振り返って皆様の前で約30分間話をさせていただきました。

総会でこうした講演を取り入れたのは中山さんの発案でした。

その後、近畿大学ＯＢによる講演は慣例となりました。支部会員

相互の交流の場を増やしたいとの思いから、幹事会や懇親会

の頻度を増やし、コミュニケーション作りを重視することにより、

従来よりも総会参加者が飛躍的に増えたと聞きました。これは、

闘病生活でありながら、校友会を活性化したいという中山さん

の熱い情熱が支部会員の心に浸透した証です。

　ご葬儀の式場入口に中山さんの生前縁の品々が飾られて

おり、その中に一枚の写真がありました。それは平成27年の支

部総会のものでした。ボクシング部総監督の赤井英和さんをお

招きしての総会には、会員家族・関係者を含め250名もの参加

者がありました。

　奥様にその写真の事をお聞きすると「あれが主人の集大成

でした。」と涙ながらに話して下さいました。　

　告別式の弔電紹介の最後に次の電文が朗読されました。

『中山様は7年前に近畿大学岡山支部長に就任され、6年間

その職を全うされました。強い情熱で支部総会のあり方等を改

革され、その手法は現在も生かされております。とりわけ、一昨

年は赤井英和さんをお招きしての盛大な会となりました。あなた

以外にこの偉業を成し遂げられる人物はいないと断言できま

す。自らの命を削ってまでも信念を貫き通された功績に校友一

同心より敬意を表すとともに心よりご冥福をお祈り申し上げま

す。お疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。   近

畿大学校友会岡山支部一同』  

　本年度の総会では、2004年アテネオリンピック200メートルバ

タフライ銅メダリストの中西悠子さんに有意義な講演をしていた

だきました。また校友会本部からは中山さんと非常に親しい間

柄であった会計の山本昌彦様がお越し下さり、西村松次会長

からの感謝状を奥様の信子様に手渡していただきました。校

友会のご配慮に感謝御礼申し上げます。

　懐かしい集合写真が思わず手元に出て来ました。

　これは、大学職員が母校の職域支部として、東奔西走の末

に発足させて、その時に撮されたものです。

　世耕政隆総長（当時）や亀岡弘会長（当時）も忙しい中、

我々の結成式に出席していただきました。

　私立大学に勤めているものとして、この機会を得て多士済々

の方 と々も親しくなったものでした。お互いの悩みや改善出来た

ことなど、当時は生み出す苦しみがありながらも達成感を感じる

時代を皆が必死で駆け抜けていました。

　まあ、飲むわ食べるわで懇親会は、大いに盛り上がり語り合う

事でした。

　そんな中、世耕総長は、おもむろに一人一人に駆け寄り、「頑

張ってくださいね」と語りながら、握手を交わされました。

　当時は、若造だった私にもしっかりと分厚い手で握手をしてく

ださいました。

　その時のぬくもりは、決して忘れることの出来ない心地よい感

触として残っています。

　それは、34年経過しても未だに私の心の真ん中にしっかりと

残り、これからも変わる事はないでしょう。

　改めて写真を見つめるとより一層、そういうものだけが熱く私

たちに語りかけてくるかのようです。あともう少し、がんばってくだ

さいと。

　文芸学部は、今年度で創設29年になりました。文芸学部は、

平成28年度に学科改組を行って、現在「文学科」、「芸術学

科」、「文化・歴史学科」、「文化デザイン学科」の4学科から構

成されています。近年総合社会学部や国際学部の創設に

伴って、学科の再編と教員の移籍を経験いたしましたが、卒業

生に関しては今後とも文芸学部同窓会の枠組みで継続して

いくことになっています。

　平成28年には、下記のような活動を行いました。

1） 文芸学部同窓会総会開催

　大学ホームカミングデーに合わせて、平成28年9月25日に文

芸学部A館において同窓会総会を開催いたしました。

2） 卒業生記念DVDの配布

　平成28年度は3月25日に卒業式を挙行し、同時に新たな卒

業生を同窓会会員として迎えることになりました。新卒業生に

は、例年通り卒業式の日に卒業アルバムを編集した記念の

DVDを進呈しました。このDVDには学生が撮影・編集したゼミ

ごとの記念写真が含まれており、卒業生の思い出となるととも

に、在校生や高校生に各ゼミの和気藹 と々した雰囲気を伝え

る役割を果たしています。

3） 文芸学部30周年記念事業の準備

　文芸学部は、近畿大学の中では比較的後発の学部です

が、平成30年度に創立30周年を迎えることになりました。そこ

で、「文芸学部30周年記念事業」を実施することを計画してい

ます。記念事業の仮題は「文芸福幸（ふっこう）：21世紀の近大

ルネッサンス」です。文芸学部は、現在「文学科」、「芸術学
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幹事会の後の食事会も恒例となっています。

　総会・合同懇親会では、毎年泉州地域の他支部の方 と々
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　校友会のさらなる盛り上がりと発展を目指し、また、泉州地域

の活性化に少しでも貢献出来るよう、今年はビジネスマッチング

を計画し、開催に向け取り組んでいます。
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科」、「文化・歴史学科」、「文化デザイン学科」（平成28年度

新設）の4学科から成っており、内容は極めて広い範囲にわた

りますが、人間にとっての真の深遠な幸福の追求と心豊かな

社会の創造に貢献することが学部共通の課題です。そしてそ

れこそは、現代社会において実学的に追求されるべき課題と

考えられることが、このテーマを選んだ理由です。

　創設期以来文芸学部には、文学者・芸術家・その他文化人

を含む著名な方々がたくさん関わってくださっていました。30周

年の機会に、これまで文芸学部に関わってくださった方 を々お

招きし、文芸学部の創設理念と歴史を思い返すとともに、新し

い文芸学部の行く末を構想していきたいと考えています。

　この30周年記念事業の機会に、通常より大規模な同窓会を

開催することを予定しています。それに先んじて、同窓会名簿

を再整備するべく、ホームページの同窓会ページと30年事業

特設ページの準備に取りかかりました。より多くの卒業生の皆さ

んと絆を結び直す機会になりましたら幸いです。

　30周年記念事業には多数のイベントが含まれます。卒業生

の皆さんの積極的なご参加をお待ち申し上げております。

 平成29年度定期総会の開催を心よりお慶び申し上げます。環

境緑化支部では4月22日に春の視察研修会を行いました。今

年度の視察先は昨年5月にオープンしました国営明石海峡公

園神戸地区「あいな里山公園」と「神戸フルーツフラワーパー

ク」そして「兵庫県立有馬富士公園」「キリンビール神戸工場」

でした。国営明石海峡公園は、明石海峡大橋を中心とした周

辺地域の広域レクリエーションに対応するため設置された、

『淡路地区』（兵庫県淡路市）と『神戸地区』（神戸市）の2地

区からなる全体計画面積330haの国営公園です。

　公園の基本理念は『自然と人との共生、人と人との交流』。

平成14年に一部開園した淡路地区は、緑を失った土取り場跡

地を花と緑あふれる公園に再生し、現在は年間入園者50万

人を超える公園となっています。

　神戸地区“あいな里山公園”のコンセプトは『里地里山文化

公園』。地域の里地里山の景観を保全再生し、大都市近郊で

誰もが気軽に里地里山文化を体験できる公園として整備され

ています。また、神戸フルーツフラワーパークでは「道の駅 神戸

フルーツ・フラワーパーク大沢」としてリニューアルされ、そのな

かに3つの小屋が並んだFARM CIRCUSを見学しました。

FARM CIRCUSは、「地産地消をあそぼう！」を合言葉に、

地元の神戸の食材を購入し、味わい、学び、楽しむことのできる

施設となっています。

　次に訪れたのは兵庫県立有馬富士公園です。有馬富士公

園は阪神間の広域、多様化するレクリエーション需要にこたえ

る目的で2001年（平成13年）に開園。「みんなでつくるふるさと

公園」をテーマに、兵庫県民とのパートナーシップによる公園づ

くりを行っているのが特徴です。特に日本有数の自然・環境系

博物館である兵庫県立人と自然の博物館による運営・計画へ

の参画により、充実したプログラムが展開されています。

　自然体験や生物の観察ができる棚田、鳥の道、林・水辺・草

地の生態園やかやぶき民家が置かれる。開園後に整備が進

み、2005年4月には三田の民話に基づく創作遊具施設である

「あそびの王国」が完成、2007年5月には「休養ゾーン」が開

園、2009年3月には第1期区域全体が開園しました。

　キリンビール神戸工場では、環境への取り組みとして神戸工

場に設置しているビオトープ（野生の動植物が暮らす場所）や

キリンの省資源・再資源の取り組みなどについて工場見学ガイ

ドから説明を受けました。

　今後もこのような研修会を通じて会員相互の親睦を図り、知

識や見聞を深めるとともに、支部活動をますます活性化してい

きたいと考えております。

　奈良県北部支部は平成28年2月に設立いたしました。また、

平成29年2月25日には第2回総会を奈良パークホテルにて迎え

る事ができました。当日は世耕石弘総務部長（当時広報部長）

に講演いただきこれまでの近畿大学の広報戦略と今後の方

針をお話いただきました。講演内容に感銘を受けた方も多く、

非常に有意義な総会を行えました。また、平成29年5月17日に

は第1回ゴルフコンペを行いました。奈良県北部支部事業に初

めて参加された校友の方もおられたので支部員の良い交流に

なりました。11月には水産研究所視察旅行も予定しております。

こちらも多くの支部員の方に参加していただけたらと思います。

　まだまだ、奈良県内において校友会北部支部の存在を知ら

ない方も多いので、支部の認知度を高めてさらに支部員を増

やしていきたいと思います。

　今後とも近畿大学校友会奈良県北部支部をよろしくお願い

します。

※写真は第2回総会時の集合写真です。

お問い合わせは下記まで。

担当地域：奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡、北葛城郡、磯

城郡

事務局

〒631-0821

奈良市西大寺東町2丁目1番63号サンワシティ西大寺5Ｆ

ＴＥＬ　0742-36-3030

三和住宅株式会社

　生物理工学部は、平成5年（1993年）に和歌山県紀の川市

に創設され、本年度で24年目を迎えました。現在、「生命科学

と理工学の学際領域の最先端の研究によって、教育を牽引

し、優れた学生を社会に輩出すること」をビジョンに掲げた生

物理工学部は、学部6学科・大学院2専攻と先端技術総合研

究所を擁する21世紀COE研究教育拠点に相応しい教育研

究活動を展開し、地域において高い評価を得ています。生物

理工学部の卒業生は、平成29年3月末で21期生までの8,452

名となり、一般社会でその能力を十二分に発揮して活躍して

おります。

　本年度立案・実施している生物理工学部同窓会の事業の

取り組みは、以下の通りです。

（1）BOSTホームカミングデー2017の開催

生物理工学部同窓会総会・親睦懇親会の開催

日時：平成29年10月28日（土曜日）13時より

場所：近畿大学生物理工学部　210教室・第2会議室

（2）同窓会入会の促進

学生に対する啓発活動と未加入卒業生に対して入会要請

（3）会則等の検討

社会情勢を踏まえた会則の検討審議

（4）慶弔事業の実施

会員の慶弔事の祝意・弔意の実施

地震･台風による激甚災害被災会員に対する支援

（5）学園の事業及び行事等への協力

学部祭（きのくに祭）など、学部の行なう行事に協力と直接

参加

（6）会員データ等の蓄積・整理

個人情報保護法の遵守と守秘義務に基づく各種データの

蓄積と整理

（7）表彰事業等の実施

学術・芸術・スポーツ等において顕著な功労を修めた学生の

会長　松本 和也

生物理工学部同窓会

生物理工学部同窓会活動報告
（近畿大学・和歌山キャンパス）

事務局長　山上 侑佐

奈良県北部支部

設立2年目を迎えました。

支部長　奈須 正典

環境緑化支部

近況報告及び支部活動について
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科」、「文化・歴史学科」、「文化デザイン学科」（平成28年度

新設）の4学科から成っており、内容は極めて広い範囲にわた

りますが、人間にとっての真の深遠な幸福の追求と心豊かな
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い文芸学部の行く末を構想していきたいと考えています。

　この30周年記念事業の機会に、通常より大規模な同窓会を

開催することを予定しています。それに先んじて、同窓会名簿

を再整備するべく、ホームページの同窓会ページと30年事業
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ク」そして「兵庫県立有馬富士公園」「キリンビール神戸工場」
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地を花と緑あふれる公園に再生し、現在は年間入園者50万

人を超える公園となっています。
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地の生態園やかやぶき民家が置かれる。開園後に整備が進
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表彰

（8）学部に対する寄与貢献の実施

学部在学生の就職活動支援と和歌山キャンパス記念事業

に向けての支援

　最後に、和歌山キャンパスの生物理工学部は、今後創設30

周年に向けた様 な々取り組みを準備し、推進していくことになり

ます。近畿大学校友会の皆様におかれましては、何卒宜しくご

支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　7月22日（土）、支部活動支援金の交付を受けて、近畿大学

で初のマッピングパーティーを開催しました。

　マッピングパーティーというのは、まち歩きをしながら地図情報

を集め、それをOpenStreetMap（以下OSM）というインターネッ

ト上の地図に描いていくイベントです。

　近畿大学の各キャンパスは、OSM上では、東大阪と広島

キャンパスでは辛うじて建物が描かれているものの、奈良、和

歌山、九州ではほとんど何も描かれていません。

　そこで、学生らを巻き込んで、自らの学校を自らの手で描くイ

ベントを開催することによって、リアルタイムの地図更新と学校

への帰属意識を高めることを狙いとしました。

　今回、校友課の絶大なご支援により、PC実習室を提供いた

だいたり、理工学部学生に声をかけていただいたりして、学生6

名を含む13名の参加者でマッピングパーティーを開催すること

ができました。

　当日は、雲一つない炎天下の中、東大阪キャンパスを探索

し、集めた情報をもとにOSMの編集を行いました。アカデミックシ

アター、案内板、トイレ、飲食店、そして世耕総長の像などを追

加し、楽しみながら地図情報の蓄積を行いました。

　さすが理系男子ですね。編集方法をすぐにマスターし、もの

すごい勢いで地図が更新されていきました。2時間ほどの間に、

100項目以上が修正・追加されました。編集前後を比較すると、

その効果の大きさを確認いただけると思います。（参照：

http://tinyurl.com/ycdmcxem）

　ただ、今回は時間の関係で、東大阪キャンパスの3分の1程

度の範囲しか回ることができませんでした。

　3分の2は手つかずであり、本活動を1回きりで終わりにする

のではなく、今後もリアルタイムの更新とさらなる応用・発展の可

能性を広げるためにも、継続的に開催していきたいと考えます。

　次回の開催が実現した暁には、ぜひ一緒に母校を探索し、

発見した情報を全世界に発信しましょう。

　

　校友会広島支部は支部活動再開から7年目を迎えました。

活動再開から『支部会員同士の絆』をテーマに支部会員同

士の交流イベントで、会員の交流の場を増やしながら、支部会

員の増強を行っております。

　この間支部会員の互いの情報交換で新しい校友に加わっ

ていただき、現在144名（平成29年4月1日現在）の会員となって

います。

　広島支部の活動の柱は、「イベント活動」と「広報活動」で

す。「イベント活動」は、趣味の会を立上げ、会員同士の交流と

共に、新規の会員募集の場としています。恒例となった行事

は、「歴史散歩とグルメの会」、「カープ応援」、「ゴルフ交流

会」、「ヨットクルージング」、「山歩きの会」などです。

　今年4回目になる『歴史散歩とグルメの会』は、今回初めて

広島県西部地区の芸南支部、呉支部、工学部同窓会と山口

県支部も加わって初の合同企画として総勢29名の参加を戴

き、4月に開催いたしました。

　今回の企画は、各支部の連携を深める目的の為各支部より

若手の方 に々企画に参加して戴きました。

　素晴らしいお天気のもと、JR呉駅集合で呉市海事歴史科

学館「大和ミュージアム」ではボランティアスタッフの方にガイド

して戴きゆっくりとミュージアム内を見ることが出来ました。また海

上自衛隊呉史料館「てつのくじら館」では、呉という地に深く関

わりあいながら発展してきた海上自衛隊の歴史を実感し、1986

年から2004年まで実際に海上自衛隊で使用されていた『潜水

艦あきしお』に乗船し、潜航中の環境や生活を疑似体験し、潜

水艦の構造を実際に見て、体感する貴重な体験をいたしまし

た。昼食は「椿庵」で瀬戸内の海の幸を堪能致しました。食後

は「呉湾おさんぽクルーズ」呉港～江田島小用港往復をゆっく

り時間を掛けて、クルーズし呉の町並み、造船所群や海上自衛

隊の艦船をたっぷり楽しみました。

　このような活動を通じて、既存会員また新規会員の獲得に

向けてＳＮＳ等を利用して情報発信も併せて行っています。

　平成29年6月3日（土）、パドドゥ・ル・コトブキ（福岡県飯塚市）

にて平成29年度 近畿大学産業理工学部同窓会 総会・懇親

会を開催致しました。 お忙しい中、ご来場頂きました来賓の皆

様、教職員並びに教職員OB、同窓生総勢153名の皆様、誠に

ありがとうございました。今回は川村 正美会長の新体制となっ

て初の同窓会という事もあり、様 な々新しい試みにチャレンジ致

しました。

　まず、初対面の同窓生が多い中、参加者の名札に出身学

科がひと目で分かるシールを貼って色分けし、懇親会初参加

者についてはキラキラしたホログラムシールも加える事でグルー

プ感や特別感を演出いたしました。それによって、同窓生同士

が積極的にコミュニケーションをとりやすい雰囲気となりました

ので、初参加の皆様にもお楽しみ頂けたと感じております。

　また、会場内の展示ブースでは、今年で発行20号となる産

業理工学部同窓会誌「梅花霜雪」を初号から最新号までパ

ネルにして掲示し、掲載された懐かしい様子と共に同窓会活

動の歴史を振り返るきっかけとしてご好評頂きました。※

　更に、ご来場頂いた同窓生及びご来賓の皆様を対象にア

ンケートを実施したことで、率直なご意見、真摯な言葉を頂き、

今後の同窓会運営における指針そして励みになりました。この

アンケート結果を今後の活動に反映させ、全ての同窓生にご

満足頂ける同窓会活動につなげていきたいと考えております。

　私達、産業理工学部同窓会は今後も「新しいチャレンジ」を

合い言葉に、毎年開催する総会・懇親会だけで無く、年間を通

して在学生支援・同窓生の要望に対するサポート、母校である

産業理工学部との連携、さらに地域との繋がりや同窓生同志

の絆がより深まる活動を目指して参ります。そのためには、運営

に携わるメンバーの今以上の努力、在学生・同窓生に対しての

同窓会への理解が不可欠だと考えております。常に新しい気

持ちを持ち、大学・在学生・同窓生との架け橋となるべく尽力し

ていく所存です。

　今後とも産業理工学部同窓会をよろしくお願い致します。

※同窓会誌「梅花霜雪」は現在、産業理工学部同窓会HPに

てアーカイブ化し公開中です。

副幹事長　永尾 聡史

産業理工学部同窓会

幹事長　宮原 健一

広島支部

第4回歴史散歩とグルメの会

支部長　和田 清人

土地家屋調査士支部

近畿大学マッピングパーティー
in東大阪キャンパス
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　最後に、和歌山キャンパスの生物理工学部は、今後創設30

周年に向けた様 な々取り組みを準備し、推進していくことになり

ます。近畿大学校友会の皆様におかれましては、何卒宜しくご

支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　7月22日（土）、支部活動支援金の交付を受けて、近畿大学

で初のマッピングパーティーを開催しました。

　マッピングパーティーというのは、まち歩きをしながら地図情報

を集め、それをOpenStreetMap（以下OSM）というインターネッ

ト上の地図に描いていくイベントです。

　近畿大学の各キャンパスは、OSM上では、東大阪と広島

キャンパスでは辛うじて建物が描かれているものの、奈良、和

歌山、九州ではほとんど何も描かれていません。

　そこで、学生らを巻き込んで、自らの学校を自らの手で描くイ

ベントを開催することによって、リアルタイムの地図更新と学校

への帰属意識を高めることを狙いとしました。

　今回、校友課の絶大なご支援により、PC実習室を提供いた

だいたり、理工学部学生に声をかけていただいたりして、学生6

名を含む13名の参加者でマッピングパーティーを開催すること

ができました。

　当日は、雲一つない炎天下の中、東大阪キャンパスを探索

し、集めた情報をもとにOSMの編集を行いました。アカデミックシ

アター、案内板、トイレ、飲食店、そして世耕総長の像などを追

加し、楽しみながら地図情報の蓄積を行いました。

　さすが理系男子ですね。編集方法をすぐにマスターし、もの

すごい勢いで地図が更新されていきました。2時間ほどの間に、

100項目以上が修正・追加されました。編集前後を比較すると、

その効果の大きさを確認いただけると思います。（参照：

http://tinyurl.com/ycdmcxem）

　ただ、今回は時間の関係で、東大阪キャンパスの3分の1程

度の範囲しか回ることができませんでした。

　3分の2は手つかずであり、本活動を1回きりで終わりにする

のではなく、今後もリアルタイムの更新とさらなる応用・発展の可

能性を広げるためにも、継続的に開催していきたいと考えます。

　次回の開催が実現した暁には、ぜひ一緒に母校を探索し、

発見した情報を全世界に発信しましょう。

　

　校友会広島支部は支部活動再開から7年目を迎えました。

活動再開から『支部会員同士の絆』をテーマに支部会員同

士の交流イベントで、会員の交流の場を増やしながら、支部会

員の増強を行っております。

　この間支部会員の互いの情報交換で新しい校友に加わっ

ていただき、現在144名（平成29年4月1日現在）の会員となって

います。

　広島支部の活動の柱は、「イベント活動」と「広報活動」で

す。「イベント活動」は、趣味の会を立上げ、会員同士の交流と

共に、新規の会員募集の場としています。恒例となった行事

は、「歴史散歩とグルメの会」、「カープ応援」、「ゴルフ交流

会」、「ヨットクルージング」、「山歩きの会」などです。

　今年4回目になる『歴史散歩とグルメの会』は、今回初めて

広島県西部地区の芸南支部、呉支部、工学部同窓会と山口

県支部も加わって初の合同企画として総勢29名の参加を戴

き、4月に開催いたしました。

　今回の企画は、各支部の連携を深める目的の為各支部より

若手の方 に々企画に参加して戴きました。

　素晴らしいお天気のもと、JR呉駅集合で呉市海事歴史科

学館「大和ミュージアム」ではボランティアスタッフの方にガイド

して戴きゆっくりとミュージアム内を見ることが出来ました。また海

上自衛隊呉史料館「てつのくじら館」では、呉という地に深く関

わりあいながら発展してきた海上自衛隊の歴史を実感し、1986

年から2004年まで実際に海上自衛隊で使用されていた『潜水

艦あきしお』に乗船し、潜航中の環境や生活を疑似体験し、潜

水艦の構造を実際に見て、体感する貴重な体験をいたしまし

た。昼食は「椿庵」で瀬戸内の海の幸を堪能致しました。食後

は「呉湾おさんぽクルーズ」呉港～江田島小用港往復をゆっく

り時間を掛けて、クルーズし呉の町並み、造船所群や海上自衛

隊の艦船をたっぷり楽しみました。

　このような活動を通じて、既存会員また新規会員の獲得に

向けてＳＮＳ等を利用して情報発信も併せて行っています。

　平成29年6月3日（土）、パドドゥ・ル・コトブキ（福岡県飯塚市）

にて平成29年度 近畿大学産業理工学部同窓会 総会・懇親

会を開催致しました。 お忙しい中、ご来場頂きました来賓の皆

様、教職員並びに教職員OB、同窓生総勢153名の皆様、誠に

ありがとうございました。今回は川村 正美会長の新体制となっ

て初の同窓会という事もあり、様 な々新しい試みにチャレンジ致

しました。

　まず、初対面の同窓生が多い中、参加者の名札に出身学

科がひと目で分かるシールを貼って色分けし、懇親会初参加

者についてはキラキラしたホログラムシールも加える事でグルー

プ感や特別感を演出いたしました。それによって、同窓生同士

が積極的にコミュニケーションをとりやすい雰囲気となりました

ので、初参加の皆様にもお楽しみ頂けたと感じております。

　また、会場内の展示ブースでは、今年で発行20号となる産

業理工学部同窓会誌「梅花霜雪」を初号から最新号までパ

ネルにして掲示し、掲載された懐かしい様子と共に同窓会活

動の歴史を振り返るきっかけとしてご好評頂きました。※

　更に、ご来場頂いた同窓生及びご来賓の皆様を対象にア

ンケートを実施したことで、率直なご意見、真摯な言葉を頂き、

今後の同窓会運営における指針そして励みになりました。この

アンケート結果を今後の活動に反映させ、全ての同窓生にご

満足頂ける同窓会活動につなげていきたいと考えております。

　私達、産業理工学部同窓会は今後も「新しいチャレンジ」を

合い言葉に、毎年開催する総会・懇親会だけで無く、年間を通

して在学生支援・同窓生の要望に対するサポート、母校である

産業理工学部との連携、さらに地域との繋がりや同窓生同志

の絆がより深まる活動を目指して参ります。そのためには、運営

に携わるメンバーの今以上の努力、在学生・同窓生に対しての

同窓会への理解が不可欠だと考えております。常に新しい気

持ちを持ち、大学・在学生・同窓生との架け橋となるべく尽力し

ていく所存です。

　今後とも産業理工学部同窓会をよろしくお願い致します。

※同窓会誌「梅花霜雪」は現在、産業理工学部同窓会HPに

てアーカイブ化し公開中です。

副幹事長　永尾 聡史

産業理工学部同窓会

幹事長　宮原 健一

広島支部

第4回歴史散歩とグルメの会

支部長　和田 清人

土地家屋調査士支部

近畿大学マッピングパーティー
in東大阪キャンパス
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　近畿大学校友の皆様、平素から尼崎市役所支部の活動に

ご理解とご協力を頂き本当にありがとうございます。平成20年

から支部長を努めさせていただいて、10年目になります義井弘

一でございます。私は、理工学部を卒業後、大学院の工学研

究科を経て、昭和57年4月に尼崎市役所に採用されました。以

来、庁舎、住宅、学校等公共施設の建設事業で、主に担当技

術者として30年間携ってきました。そして現在は、庁舎、住宅、

学校等公共施設の計画保全業務に携わる職場に在籍してお

ります。採用当時から、市役所にたくさんの先輩方がおられ、各

方面から助けて戴き、近大を卒業してきて本当に良かったと

思っています。今年度で定年退職することになりますが、最後ま

で後輩達を支援していきたいと思っています。

　今年の6月の尼崎市議会選挙におきましては、残念なことに

元副議長の上村富昭顧問、前副議長の寺坂美一顧問の2名

が落選してしまいましたが、一方で丸岡鉄也顧問と、山崎憲一

顧問の2名が当選を果たされ、同窓としては無念の思いと喜び

とで複雑な思いとなりました。しかし、尼崎市発展のための思い

は、皆変わらないと感じております。また、今後とも顧問、相談役

として市役所支部へのさらなるご指導と、ご支援をお願い致し

ます。

　さて、7月27日開催の市役所支部の総会では、校友会本部

の副会長の本津教授が公務多忙の中参加してくださいまし

た。その折に、近大の受験志願者数が4年連続日本1になった

ことを報告してくださいました。このことは、大学は早慶近の時

代と複数のテレビでも取り上げられました。また、つんくさんプロ

デュースの入学式での新入生の歓迎が盛大に行われたこと

や、卒業式に於いても語り継がれているホリエモンの祝辞や

ノーベル賞の山中教授の祝辞も紹介されました。さらに、スポー

ツでは水泳、アーチェリー、野球、相撲、柔道、ボクシング、空手

等での近大の校友にたくさんの活躍を聞かせて頂きました。そ

れから、マグロの完全養殖の特集番組もＮＨＫで組まれ、栽培

漁業の技術革新が話題となったこと、近大マグロの直営店が

梅田のグランフロントや銀座にオープンし、大変に盛り上がって

いることなどお聞かせいただきました。

　市役所支部総会では大学校歌で始まり、近大節で閉め、多

いに盛り上がりました。御承知のとおり、『此処は浪花か・・・』で

始まる近大節は、本当にいい歌詞です。他の大学にはない泥

臭いイメージがありますがこれがまた近大らしい。

　お金がなくとも、カラ元気で大学通りを闊歩して歩いてゆく

姿。どんな壁にも突進し、乗り越えられなければ突き破っていくぐ

らい威勢のいい近大魂を歌っています。私感ではありますが、

現在の複雑な社会の中では、どうしても頭でっかちになりがち

であります。判断することさえ面倒くさくなるような場合や、本当

に苦しい時でさえも、近大節は勇気を与えてくれます。仲間が

集まれば、近大節を口ずさみながら力を合わせて頑張って行き

たいと思います。

　さて、尼崎市役所支部は、局長級から一般職まで、職種、職

域を超えて楽しく交流しています。女性会員も6名となり大変に

ぎやかな支部となってまいりました。本市も職員の世代交代が

進んでおります。公務員志向の学生や卒業生の方も、是非尼

崎市の採用試験にチャレンジしてみてください。晴れて採用さ

れた暁には私まで一報ください。私たち仲間が、暖かくお迎え

致します。

　近畿大学校友会但馬支部は、1964（昭和39）年11月に兵

庫県北部の地に誕生した。この年の4月には創設者世耕弘一

先生の女子教育に対する熱い情熱と上田先輩（現弘徳学園

理事長）の努力のもと、豊岡市に近畿大学附属女子高等学

校が開校された。

　この母校の附属高校が豊岡に開設されたことは、地元の

OBたちを大いに燃え上がらせ、高校誘致活動に東奔西走さ

れた先輩諸氏や仲間の熱気の中で当支部が産声を上げたの

である。

　以来、活動は一度も挫折することなく連綿と続けられ、

一昨年（2015年）、めでたく50周年を迎えることができた。

式典・交流会場では、あの近大マグロがデンと登場し、100

名を超える出席者を大いに喜ばせたものであった。改め

て、近畿大学並びに校友会をはじめ、ご支援いただいた

各位に深く感謝を申し上げたい。

　発足当初は、山陰の田舎であるがために会員の数も少なく、

対象エリアを隣接の丹後地域も含めていたが、2016年、丹後

地域は丹後支部として独立した。現在の会員数は70名。高齢

化は世の流れだが、ひそかに若い後輩の参加を期待してい

る。

　支部活動は、会員相互の親睦を図る総会・交流会等が基

本だが、ときには広く市民の参加を呼び掛けるイベントも行って

いる。1999年のロシア・ハバロフスクから民族舞踏団を迎えた

「コウノトリとロシア民族舞踏の夕べ」などは、楽しい思い出と

なっている。

　また、当会の特徴を表す活動の一つが、広く地域に目を向

け、何らかの貢献活動を行っていこうとする事業である。豊岡

市はコウノトリの野生復帰に取り組む環境都市であるため、近

畿大学農学部の細谷和海教授の指導を得て、ほぼ毎年、円

山川水系等の淡水魚生息環境の再生活動を行っている。近

年では、現場での再生活動が絶好の教育活動にもなることに

着目し、近畿大学附属附属豊岡中学校とも連携して生徒の実

践教育の場に供している。

　これまでの活動は、円山川清掃作業、メダカの生息地づくり、

サケの遡上調査等である。毎回のことだが、中学生の学力の

高さには舌を巻く。大人のこちらもうかうかできない。現場から見

える日本の将来は、案外明るいかもしれないと感じている。

　今年度のトップ事業は、近大シアターの見学である。7月下

旬、10数名で懐かしい母校を訪問した。校友課の方に案内い

ただいて入った場所はまさに異空間だった。最先端のガラス内

外壁、デザイン、機能の全てが学術理論を基に未来志向型で

統一されている。

　まさに、母校の発展・変貌に驚かされるばかりであった。我々

オジさんが学習室のひとつを使用しようとしても、うまく使用でき

るのか不安になる。が、試しに図書を取り出し座って読むと、実

に違和感なく没頭できるのである。この空間から、優秀な人材

を次々に輩出していくのだろう。母校の大革命の片鱗を、いっと

きの読書で実感した。

　今後とも各位のご支援を賜りますようお願いします。

　

支部長　義井 弘一

尼崎市役所支部
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但馬支部の活動



　近畿大学校友の皆様、平素から尼崎市役所支部の活動に

ご理解とご協力を頂き本当にありがとうございます。平成20年

から支部長を努めさせていただいて、10年目になります義井弘

一でございます。私は、理工学部を卒業後、大学院の工学研

究科を経て、昭和57年4月に尼崎市役所に採用されました。以

来、庁舎、住宅、学校等公共施設の建設事業で、主に担当技

術者として30年間携ってきました。そして現在は、庁舎、住宅、

学校等公共施設の計画保全業務に携わる職場に在籍してお

ります。採用当時から、市役所にたくさんの先輩方がおられ、各

方面から助けて戴き、近大を卒業してきて本当に良かったと

思っています。今年度で定年退職することになりますが、最後ま

で後輩達を支援していきたいと思っています。

　今年の6月の尼崎市議会選挙におきましては、残念なことに

元副議長の上村富昭顧問、前副議長の寺坂美一顧問の2名

が落選してしまいましたが、一方で丸岡鉄也顧問と、山崎憲一

顧問の2名が当選を果たされ、同窓としては無念の思いと喜び

とで複雑な思いとなりました。しかし、尼崎市発展のための思い

は、皆変わらないと感じております。また、今後とも顧問、相談役

として市役所支部へのさらなるご指導と、ご支援をお願い致し

ます。

　さて、7月27日開催の市役所支部の総会では、校友会本部

の副会長の本津教授が公務多忙の中参加してくださいまし

た。その折に、近大の受験志願者数が4年連続日本1になった

ことを報告してくださいました。このことは、大学は早慶近の時

代と複数のテレビでも取り上げられました。また、つんくさんプロ

デュースの入学式での新入生の歓迎が盛大に行われたこと

や、卒業式に於いても語り継がれているホリエモンの祝辞や

ノーベル賞の山中教授の祝辞も紹介されました。さらに、スポー

ツでは水泳、アーチェリー、野球、相撲、柔道、ボクシング、空手

等での近大の校友にたくさんの活躍を聞かせて頂きました。そ

れから、マグロの完全養殖の特集番組もＮＨＫで組まれ、栽培

漁業の技術革新が話題となったこと、近大マグロの直営店が

梅田のグランフロントや銀座にオープンし、大変に盛り上がって

いることなどお聞かせいただきました。

　市役所支部総会では大学校歌で始まり、近大節で閉め、多

いに盛り上がりました。御承知のとおり、『此処は浪花か・・・』で

始まる近大節は、本当にいい歌詞です。他の大学にはない泥

臭いイメージがありますがこれがまた近大らしい。

　お金がなくとも、カラ元気で大学通りを闊歩して歩いてゆく

姿。どんな壁にも突進し、乗り越えられなければ突き破っていくぐ

らい威勢のいい近大魂を歌っています。私感ではありますが、

現在の複雑な社会の中では、どうしても頭でっかちになりがち

であります。判断することさえ面倒くさくなるような場合や、本当

に苦しい時でさえも、近大節は勇気を与えてくれます。仲間が

集まれば、近大節を口ずさみながら力を合わせて頑張って行き

たいと思います。

　さて、尼崎市役所支部は、局長級から一般職まで、職種、職

域を超えて楽しく交流しています。女性会員も6名となり大変に
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ただいて入った場所はまさに異空間だった。最先端のガラス内

外壁、デザイン、機能の全てが学術理論を基に未来志向型で

統一されている。
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きの読書で実感した。

　今後とも各位のご支援を賜りますようお願いします。

　

支部長　義井 弘一

尼崎市役所支部
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但馬支部の活動
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近畿大学校友会寝屋川支部　支部長
近畿大学応援部OG・OB会　副幹事長

長谷川 慎哉
（平成元年　商経学部卒）

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

株式会社イチケン

長 谷 川  博 之

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

〒

E-mail

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

猪 尾  浩
（平成2年　商経学部卒）
株式会社アイ・チア　代表取締役
堺チアリーディングクラブ　会長
593-8303 堺市西区上野芝尚ケ丘町 3 - 1 - 4

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

近畿大学校友会大阪梅北中央支部

事 務 局
〒540-0031 大阪市中央区北浜東2-16

日刊工業新聞社ビル3階（株）エーバイシー内
TEL 06-6910-8331

会 　 社
〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18　彩都バイオヒルズセンター

TEL 072-640-1260　FAX 072-640-1271
E-mail　hirooka＠yashimachem.co . jp

廣 岡  祥 弘支 部  長

株式会社朝日工業社

髙 須  康 有

理  事  長

代表取締役社長

株式会社 元 浜 組

〒701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓6410
TEL 0869-34-3335　FAX 0869-34-3700

総合建設業

東京都港区三田3-13-12
三田MTビル

〒108-0073

 TEL 03-6891-1252

順序不同

近畿大学相撲部OB会

西 野  勉 会 長

会 長

近畿大学校友会

枩 田  裕 顯

春 本  佳 和

本部　参与
神戸支部常任顧問

本部　会計監事
神戸支部常任顧問

（S42 年　商卒）

（S44年　商卒）

藤 田  五 郎
埼玉県吉川市川藤3283〒342-0005-

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

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

参  　与

北 村 　 讓代表取締役社長

株式会社アークエース

大阪府大阪市北区梅田1-3-1-1000

森 崎 　 正 幸

近畿大学応援団OB会

荒 川  秀 次

〒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

支 部 長

近畿大学校友会箕面支部

事務局

近畿大学校友会　参与
近畿大学梅友会　顧問

〒654-0151 神戸市須磨区北落合4-2-2
TEL 078-793-7895　FAX 078-794-3582

本 長  得 平

医療法人　仁康会

〒729-2361 広島県三原市小泉町4245
TEL 0848-66-3355　FAX 0848-66-2838

谷 本  雄 謙

近畿大学校友会

増 田  保 弘  相  談  役

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

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

近畿大学校友会 食品支部
Facebook「近畿大学校友会食品支部」で検索！

立花容器株式会社　岡野　邦男
岡山県小田郡矢掛町浅海385-1

連絡先
〒714-1225

副支部長

李 　  忠 儒
金 子  州 成
酒 井  恵 二
松 井  義 明
岡 野  邦 男

支 部 長

副支部長

事務局長

幹 事 長

東 尾  昌 則支 部 長

近畿大学校友会堺支部

大阪府堺市堺区一条通12-5  堺中央青果㈱内
TEL 072-232-3381
E-mail info＠kindai‐sakai.jp
URL http：//www.kindai-sakai.jp

〒590-0048
事務局

代表取締役社長
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ジャパンパーツサービス株式会社

石 田  修
近畿大学校友会　幹事
近畿大学校友会大阪市平野支部　副支部長

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

代表取締役会長

（ ）

近畿大学校友会

上 野  哲 男本部　参与
神戸支部常任顧問

5049

宏和開発株式会社

髙 林  弘 治

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

取締役会長

LPガスの宏和

 大　　阪

 

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

代表取締役会長 網 干  貴 之
〒542-0073 大阪市中央区日本橋1-21-8

TEL 0800-200-3177  FAX 06-6636-5361
E-mail info＠kuromon-cosmetic.jp
URL http：//www.kuromon-cosmetic.jp/

携帯 090-2289-5088

代表取締役

近畿大学応援部 監督
近畿大学校友会 豊中支部 支部長
近畿大学校友会 食品支部 副支部長

酒 井  恵 二
携帯 080-2406-1229
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株式会社日経サービス

近 藤 　 勲

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

取締役名誉会長

近畿大学校友会顧問

ダイドードリンコ株式会社

安 達  健 治  常務取締役

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

FAX 06-6222-2638

代表取締役社長

本 　 社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1TOC大崎ビル14階

九州本部 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲4550-16
（リンガーハット佐賀工場内）

秋 本  英 樹

株式会社リンガーハット

株式会社クロモンコスメティック

奥 野  勝 司

近畿大学卒業生
坂尻　行彦（昭和60年建築学科卒）
辻井　秀靖（平成9年土木工学科卒）
松本　隆則（平成25年経営学科卒）

森本　敏夫（平成8年土木工学科卒）
門田　雅史（平成10年土木工学科卒）
腰島　直樹（平成28年社会環境工学科卒）
山下　詩音（平成29年デザイン学科卒）

建設コンサルタント・補償コンサルタント

心を高める経営を伸ばす

代表取締役

株式会社きんそく

上 武  敏 一

〒630-0121 奈良県生駒市北大和4-21-2
TEL 0743-78-7191　FAX 0743-79-1321

代表取締役社長

上武建設株式会社

迫 　 清 孝

〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町4-25（増栄ビル）
TEL 082-504-5050　FAX 082-504-5025
E-mail sako-kiyotaka＠masuoka-g.co.jp
URL http：//www.masuoka-g.cojp/

常務取締役
本　店　長

ISO9001認証取得株式会社増岡組 広島本店

細 川  恵 吾代表取締役

田 中  正 浩
株式会社 中島建築事務所
株式会社 中島設備事務所
株式会社 中島管理事務所

取締役総務部長

〒550-0023

〒104-0031

大阪市西区千代崎2-15-15
TEL 06-6584-5528　FAX 06-6584-5581
東京都中央区京橋1-14-4 京橋TSビル3F
TEL 03-5524-7741　FAX 03-5524-7742
URL http：//www.sandoh.co.jp

本　　社

東京支店

三同建設株式会社

福 井  將 勝（昌勝）

株式会社セレ・ナス（支店）宝塚・川西池田・川西多田・日生中央・枚方・枚方くずは
株式会社かぐらざか（愉楽日本料理）
大阪本社〒542-0082　大阪市中央区島之内2-15-20
　　　　　　　　　TEL 06-6224-0815　FAX 06-6224-0827

（昭和43年　法学部卒）

（昭和63年土木工学科卒）

代表取締役会長

近畿大学校友会本部　参与
近畿大学校友会　川西・猪名川支部名誉顧問
近畿大学応援部　OB・OG会相談役

TEL 03-5745-8611㈹　FAX 03-5745-8622

TEL 0952-53-7110㈹ FAX 0952-53-7111

http://www.ringerhut.co.jp

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）

代表取締役社長

株式会社　グルメ杵屋
東証一部上場　コードNo.9850

椋 本  充 士
〒559-8561 大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

TEL 06-6683-1222㈹
FAX 06-6683-5822

むくもと　　　　あつし

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

本 　社

会 長

社 長

おかげさまでこの道五十年
藤岡ハウス工業株式会社

（昭和42年　法学卒）
  應　援　團　OB

（平成7年　商経卒）
  少林寺拳法部コーチ

〒550-0003 大阪市西区京町堀 1 -17 - 10

 奈良営業所

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

　 岡  利 久
　 岡  　 貴

工学部同窓会

日時：平成29年10月21日（土）16時～
場所：ホテルセンチュリー21広島
会費：5000円（当日払）
申込：dousou＠hiro.kindai.ac.jp

平成29年度総会 ・ 講演会 ・ 懇親会
（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 - 3

TEL 089-993-7825
FAX 089-993-7826
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ジャパンパーツサービス株式会社

石 田  修
近畿大学校友会　幹事
近畿大学校友会大阪市平野支部　副支部長

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

代表取締役会長

（ ）

近畿大学校友会

上 野  哲 男本部　参与
神戸支部常任顧問

5049

宏和開発株式会社

髙 林  弘 治

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

取締役会長

LPガスの宏和

 大　　阪

 

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

代表取締役会長 網 干  貴 之
〒542-0073 大阪市中央区日本橋1-21-8

TEL 0800-200-3177  FAX 06-6636-5361
E-mail info＠kuromon-cosmetic.jp
URL http：//www.kuromon-cosmetic.jp/

携帯 090-2289-5088

代表取締役

近畿大学応援部 監督
近畿大学校友会 豊中支部 支部長
近畿大学校友会 食品支部 副支部長

酒 井  恵 二
携帯 080-2406-1229
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株式会社日経サービス

近 藤 　 勲
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TEL  06-6268-6788 FAX 06-6268-0388
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FAX 06-6222-2638

代表取締役社長
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秋 本  英 樹
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奥 野  勝 司

近畿大学卒業生
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辻井　秀靖（平成9年土木工学科卒）
松本　隆則（平成25年経営学科卒）

森本　敏夫（平成8年土木工学科卒）
門田　雅史（平成10年土木工学科卒）
腰島　直樹（平成28年社会環境工学科卒）
山下　詩音（平成29年デザイン学科卒）

建設コンサルタント・補償コンサルタント
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社会保険労務士法人
金丸労務管理事務所

金 丸  憲 史  
所長
特定社会保険
労務士

〒

近畿大学校友会環境緑化支部

奈 須  正 典支 部  長

事 務 局
〒550-0023 大阪市西区千代崎2－22－21

TEL 06-6581-3401

 （関西植木株式会社内）
FAX 06-6581-2112

校友会　会計監事

51

近畿大学校友会沖縄県支部

事 務 局
〒905-0011 沖縄県名護市宮里5-18-5

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

支 部 長 黒 島  安 之

880-0014 宮崎市鶴島2-13-24
TEL 0985-22-6300㈹  FAX 0985-22-6527
E-mail　kr6300@miyazaki-catv.ne.jp
http:  金丸事務所　検索

近畿大学校友会報 vol .53（平成29年10月15日）

お客様のニーズを引き出す開発型企業

大阪エヌ・イー・ディー・マシナリー株式会社

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

力身 総一郎  役締取表代

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

140-0014
東京営業所
〒  東京都品川区大井1-45-2

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

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

株式会社 九電工

株式会社　志水工務店

西 村  松 次

〒815-0081 福岡市南区那の川1- 23 - 35
TEL 092-523-0140
FAX 092-523-3858

代表取締役社長

株式会社 熊平製作所

沖   和 行

〒734-8567 広島市南区宇品東2-1-42
TEL　082-251-2111　
URL　http：//www.kumahira.co.jp/

参　事

幹　　事

近畿大学校友会

大 塚  久

〒

快適環境を、都市へ、未来へ。 ISO 9001・14001認証登録

空気調和・衛生設備・設計施工
大橋エアシステム株式会社

井 上  久 行

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

代表取締役社長

代表取締役社長

本 　 社 〒636-0052 奈良県北葛城郡河合町長楽89

川口支店 〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東1-13-6

松 井  㬢 明

つけもと株式会社

TEL 0745-57-2251（代）  FAX 0745-57-1505

TEL 048-296-6323（代）  FAX 048-296-6324
E-mail y-matsui＠tsukemoto.co . jp

〒980-0812 仙台市青葉区片平1-3-2
TEL 022-266-1735　FAX 022-225-8953

近畿大学校友会宮城県支部

（事務局） 三和都市設計株式会社内

須 藤  昭 文支 部 長

（昭和42年　理工学部建築学科卒）

近畿大学校友会熊本県支部

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

事務局

上 田  正 法支 部 長

（昭和48年 農学部卒）

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

事務局　〒592-8343  大阪府堺市西区浜寺元町1-120-1
            医療法人共幸会ナカイクリニック内

近畿大学校友会熊本県支部

志 水  一 博代表取締役
一級建築士

（前支部長 昭和46年 産業理工学部卒）

近畿大学法学部和田憲法ゼミ
昭和47年 卒業同窓会

川西市矢問3-2-7
TEL・FAX  072-792-2509

事 務 局

西 本  克 己幹　事

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

近畿大学校友会東京支部

㈱正栄設備

宮 川  正 博
（昭和46年　工学部経営工学科卒）

〒451-0042 名古屋市西区那古野2-26-8
TEL 052-565-1881　FAX 052-565-1895
JR電話 061-4605
E-mail f-oda＠chubutochicyousa.co.jp
URL http：//www.chubutochicyousa.co.jp

中部土地調査株式会社

（社）日本補償コンサルタント協会会員

小 田  文 昭 技術士（建設部門）代表取締役社長

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

創立50周年記念総会【大盛会　御礼・感謝】

宮 﨑  利 一
森 田  昭 夫
石 川  孝 一
辻 井  孝 次
大 原  増 夫
牧 野  吉 昭
鮫 島  輝 明

支 部 長
副支部長

副支部長

副支部長兼50周年実行委員長

副支部長

副支部長

幹 事 長

近43年商学

近41年理工

近47年理工

近52年法学

近55年理工

近55年理工

近49年理工

近畿大学校友会神戸支部
岩 田  孝 一
登 里  忠 嗣
三 浦  保 昌
山 崎  博 司

支 部  長

副支部長

副支部長

常任顧問

近畿大学校友会地域医療ケア支部
中 井  昭 宏
西 山  順 博
松 田  香 純

支  部  長

副支部長

副支部長

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

副支部長

副支部長

副支部長

幹  事  長

（梅友会兵庫県支部 支部長）

（S48年 法学部 経営法学科卒業）

（S46年 商経学部 経営学科卒業）

52

川西市矢問3-2-7
TEL・FAX 072-792-2509

事 務 局

部

増 井  義 久
〒631-0821 奈良市西大寺東町2-1-63

  サンワシティ西大寺5F
TEL 0742-36-3030
三和住宅株式会社

支 部 長

近畿大学校友会奈良県北部支部

事務局

平成28年に設立しました。

担当地域　奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡、
               生駒郡、北葛城郡、磯城郡
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副支部長

副支部長

幹 事 長

近43年商学

近41年理工

近47年理工

近52年法学

近55年理工

近55年理工

近49年理工

近畿大学校友会神戸支部
岩 田  孝 一
登 里  忠 嗣
三 浦  保 昌
山 崎  博 司

支 部  長

副支部長

副支部長

常任顧問

近畿大学校友会地域医療ケア支部
中 井  昭 宏
西 山  順 博
松 田  香 純

支  部  長

副支部長

副支部長

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

副支部長

副支部長

副支部長

幹  事  長

（梅友会兵庫県支部 支部長）

（S48年 法学部 経営法学科卒業）

（S46年 商経学部 経営学科卒業）

52

川西市矢問3-2-7
TEL・FAX 072-792-2509

事 務 局

部

増 井  義 久
〒631-0821 奈良市西大寺東町2-1-63

  サンワシティ西大寺5F
TEL 0742-36-3030
三和住宅株式会社

支 部 長

近畿大学校友会奈良県北部支部

事務局

平成28年に設立しました。

担当地域　奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡、
               生駒郡、北葛城郡、磯城郡
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新卒業生歓迎会

　関東地区では7月8日（土）に昨年同様 品川プリンスホテルメインタワーに於いて新卒業生歓迎会
を開催いたしました。
　校友会執行部からは谷口幹事長に出席していただきご挨拶を頂きました。
　また、大学教職員の皆様や校友会近隣支部の皆様にも多数ご参加いただき、まさに関東地区一体
となった歓迎会として大いに盛り上がりました。
　今後も近隣支部の皆様との連携を図り、関東地区で開催される近畿大学卒業生の大きなイベント
として更に拡大して参りたいと考えております。

関東地区　代表　髙須 康有

　今年も暑い夏がやって来ました。
　近畿大学校友会の夏は、ハートが熱くなる新卒業生歓迎会の季節です！！
　全国経済産業リーダーズクラブ関西地区は、大学本部・校友会西村松次会長をはじめ執行部の
方 ご々臨席のもと、7月2日（日）シェラトン都ホテル大阪にて、200人ほどのパーティーを開催しました。
今年のテーマは≪みんな仲間、校友の輪(和)を広げよう！！≫です。
　恒例のテーブル対抗○×クイズ大会では、新卒、既卒が団結した戦いがあり、またフリータイムでは、
新卒業生の積極的な名刺交換、自己アピールもあり、大人数ならではの和やかな歓迎会が出来、
大いに輪が広がりました。

関西地区　代表　中井 清和

　九州地区では、７月２２日（土）ソラリア西鉄ホテルで開催いたしました。新卒業生１３名を含む８３
名の皆様に参加して頂きました。校友会からは、谷口笑雄幹事長、関東地区からも長谷川副代表
他２名に出席いただき、挨拶を頂戴いたしました。また近隣支部の支部長の皆様や九州短期大
学の林学長はじめ大学から多数の方に、ご出席いただきました。西村校友会会長の乾杯挨拶の
後に、盛大に懇親会が取り行われました。
　懇親会の中で新卒業生の自己紹介では、緊張しながら抱負を語る姿は、初 し々く感じました。
　新卒業生の皆さんの活躍をお祈りいたします。

九州地区　代表　井上 久行

　東海地区では、平成２９年７月２９日(土)にキャッスルプラザに於いて「東海地区新卒業生歓迎会」
を開催いたしました。新卒業生１３名を含め、４３名に参加して頂きました。来賓には校友会から本津副
会長、工業高等専門学校から内藤同窓会会長にご出席して頂きました。リーダーズの出席者は１５
名でしたが、関東地区より竹谷幹事長と嶋田さんに出席頂き例年以上に盛り上がりました。
　工業高等専門学校が東海地区に在り、リーダーズから高専専攻生に対する採用の勧誘が有りま
した。恒例のビンゴゲームの景品はアーマリン近大グッズが大変好評でした。
　新卒業生の皆さんが、近畿大学卒業生として誇りをもって、社会に貢献することを願っています。

東海地区　代表　小野内 裕造

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

　中国地区では7月23日（日）にANAクラウンプラザホテル広島に於いて、新卒業生歓迎会を開
催致しました。
　校友会から中島茂副会長、工学部から旗手稔学部長補佐にお越し頂き、温かいメッセージを
賜りました。関東地区からは長谷川博之副代表をはじめ、竹谷重樹幹事長・嶋田昌弘副幹事長
にもご出席頂き、新卒業生7名を含む94名の皆様で交流を深めることができました。
　今年は全日本空手道連盟ナショナルチーム所属 篠原浩人選手をお招きし、素早く力強い演
武を披露して頂きました。恒例となりました景品抽選会も開催し、盛況のうちに新卒業生歓迎会を
終えることができました。ご尽力頂いた皆様、参加頂いた全ての皆様大変ありがとうございました。

中国地区　代表　古屋 愼一郎

経営支援クリニック・センター
田中会計・行政書士・船場社労士・事務所

田 中  祥 宏  所　　長　　

〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1
船場センタービル4号館4階
TEL 06-4400-7000 FAX 06-4964-8800
E-mail tanaka@skc.ne.jp
URL http://www.kaikei-home.com/tanakakaikei/
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〒596-0049-  大阪府岸和田市八阪町1-5-43

草 刈  健 太 郎代表取締役

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

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

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

本 　 社 〒559-0013 大阪市住之江区御崎6-3-1

東京支社 〒104-0033
 

東京都中央区新川1-19-7
YOSHIKAWA BLDG. 2F

𠮷 川  貴 雄専務取締役

𠮷川運輸株式会社

TEL 06-6682-8801㈹ FAX 06-6682-8818

TEL 03-3553-6821　FAX 03-3553-6824
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〒559-0032 大阪市住之江区南港南6-1-33
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E-mail m-yamamoto＠fujii-planning.co.jp
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山 本  雅 也代表取締役

株式会社 フジイ・プランニング

〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町3077-1-205
TEL 072-255-4657  FAX 072-255-4658
携帯 090-7494-2845
E-mail katsu＠toko-foods.net
URL http：//www.toko-foods.net
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トーコー株式会社

川 崎  勝 裕

〒594-1155 大阪府和泉市緑ヶ丘3-3 -10
TEL 0725-53-1690

幹　　事

近畿大学校友会

岡 田  政 文

近畿大学校友会 副会長
近畿大学九州短期大学同窓会 副会長

森 政  博 美

〒664-0011　伊丹市鋳物師5-5（㈱ダスキン川西内）
TEL　072-771-0101　FAX　072-771-2421

近畿大学校友会川西・猪名川支部

事 務 局

名 越 　 亮支 部 長

（商経学部経営学科 昭和52年卒）
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（船場経済倶楽部）

田 中  祥 宏  理  事  長　　

〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1
船場センタービル4号館4階
TEL 06-6261-8000 FAX 06-6261-6539
E-mail senba@skc.ne.jp
URL http://www.skc.ne.jp
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を開催いたしました。
　校友会執行部からは谷口幹事長に出席していただきご挨拶を頂きました。
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方 ご々臨席のもと、7月2日（日）シェラトン都ホテル大阪にて、200人ほどのパーティーを開催しました。
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　恒例のテーブル対抗○×クイズ大会では、新卒、既卒が団結した戦いがあり、またフリータイムでは、
新卒業生の積極的な名刺交換、自己アピールもあり、大人数ならではの和やかな歓迎会が出来、
大いに輪が広がりました。

関西地区　代表　中井 清和

　九州地区では、７月２２日（土）ソラリア西鉄ホテルで開催いたしました。新卒業生１３名を含む８３
名の皆様に参加して頂きました。校友会からは、谷口笑雄幹事長、関東地区からも長谷川副代表
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　東海地区では、平成２９年７月２９日(土)にキャッスルプラザに於いて「東海地区新卒業生歓迎会」
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平成29年度入試結果および平成30年度入試に向けて

入学センターからのお知らせ

1. 平成29年度入試全体概況（全国）
　18歳人口増加年（受験人口増加年）にあたり、大学入試センター試験の志願者数は575,967人と前年より12,199人増加し

ました。

　しかしながら、国公立大学の志願者数は微減（－858人）で6年連続の減少です。一方、私立大学の延べ志願者数は約8％

の増加で11年連続の増加となりました。

　志願者数のベースでは「国公立大志向」とは言えない状況が継続し、国公立・私立など設置別にとらわれない、大学の二

極化が進んでいます。

　理文別では長く続いた「理高文低」から「文高理低」に転じて3年目。文系学部は全国的に競争率を上げるところが多くなり

ました。これは理系離れ（学習量の多さを敬遠）に加え、就職率の上昇（景気回復のイメージと企業の採用意欲の高まり）が後

押しをして、特に社会科学系を中心に文系全体の人気回復が進んでいます。平成29年度入試では本学でも文系学部すべてが

大幅に志願者数を増やしました。

2. 本学の入試結果
　平成29年度の本学全入試の志願者数は192,457人（前年度比+28,624人）

となり、一般入試のみの集計では４年連続の志願者数日本一。全入試の総志

願者数は５年連続での日本一で史上最高の志願者数となりました。その増加

の要因は以下の通りです。

①文系人気による文系全学部の志願者大幅増加　

　全国動向の「文高理低」そのままに文系学部全体の志願者数は108,527人（+20,865）となり、開設2年目の国際学部を

はじめ全ての文系学部で志願者が増加しました。特に経済学部（+6,487）・経営学部（+3,738）・総合社会学部（+3,973）

は前年を3,000人以上超える大幅な志願者数となりました。

②併願方式の拡充の理系学部の志願者増加

　理系学部全体の志願者数は前年より7,759人の増加。全国動向が「文高理低」の環境の中、これは新規に理系学部学部

内併願方式を導入した農学部・生物理工学部・工学部・産業理工学部の4学部では延べ志願者数が大幅に増加したことが

要因です。

③直接広報の強化

　延べ3,000校を超える高校･予備校訪問や高校内ガイダンスを実施することで本学の魅力を伝える直接広報や情報提

供を行いました。大学主催の説明会の内容を充実させ、個別相談会への積極的参加で、個別に本学希望者を志望者に

変えることにも取り組んでいます。さらに大学見学会の受け入れなど教育サービスの提供にも注力しました。

　本学の魅力や近年の取り組み、入試制度を十分に案内・説明する機会を増やすことによって、幅広く高等学校や予備

校・塾との繋がりを強化し、受験生や保護者への直接的な働きかけは、この志願者の増加に繋がっており、近年は成績上

位高校からの志願者数・入学者数も年々増加しています。

④ブランド力の上昇

　戦略的な広報活動を継続することでマスコミに取り

上げられる機会が増加。本学の知名度は年々上昇し

ています。

　クロマグロの完全養殖だけでなく、次々とこれ以外

の研究成果を発表し、「早慶近」などインパクトのある

広告やアカデミックシアターの開設など施設面のア

ピールも功を奏し、本学のイメージの上昇に加え、ブラ

ンド力も合わせて上昇しています。

　ブランドイメージは近畿で4位の評価となり、「改革力が高い大学」との評価は

全国1位。

　全国的に知名度が上昇し、東日本からの志願者・入学者も増加しています。

⑤出願・出題傾向の固定化

　日本初の完全ネット化から早や5年。国公立大学を含む他大学もネット出願を導入し、本学がこの先駆者となりました。さらな

る受験生の利便性を高めるシステム改善を年々進めています。入試問題においても、新課程以降も出題傾向は大きく変えず、

基本的にどの学部でも、どの入試日程でも共通の受験対策が通用するように配慮しています。また数学の選択制の導入や学

部独自入試、英語の外部試験利用制度導入も進め、今後の入試制度改革に備えながら、本学入試の入試改革にも努めて

います。

　このような取り組みが受験生やその保護者の出願動機や高校教諭の適切な出願指導に効果を発揮していると思われま

す。

3. 平成30年度入試に向けて
　いよいよ2018年問題の年に突入。以降、18歳人口（受験人口）は減少の一途をたどります。平成30年度（2018年入試）でも受

験人口は昨年度より1万人近く減少すると予想され、今後は厳しい学生募集が続くと思われます。

　これに備えて、本学では長中期展望を持って、入試制度の改革、新学部の設置、キャンパス整備や直接的・間接的な広報強

化を継続して行ってきました。

　平成29年度には入学定員を920人増の8,050人に増やし、名実ともに西日本最大の私立総合大学になっています。

　今後も、入試制度改革や本学ブランド力向上・イメージの向上のための直接的・間接的広報を続け、受験生やその保護者、高

校教諭、予備校・塾関係者に本学を理解いただくため、様々なイベントや高校訪問などで、学生募集活動に全力を挙げていきま

す。

　また、入学センターだけではなく、教員、他部署の職員とも一丸となり、数多くの受験生、保護者、高校教員に対して地道な情報

提供を続け、きめ細かい対応に尽力していきます。

　西日本最大の私大である本学は、長い歴史や既存のブランド力を持つ他の大学に勝るとも劣らない幅広い学問領域と施設・

設備を持ち、大きな力を備えています。増加を続ける志願者数や年々上がっていく外部からの高い評価はこれを証明しています。

これからも存在感のある強い大学であるよう、全学でこれまで以上の協力態勢を強化し、各学部の協力を得ながら改革を続け、

独自性がある、社会に役立つ大学へと進化を続けていきたいと考えています。
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年度 平成25年

2013
平成26年
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平成27年
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平成28年
2016

平成29年
2017

志願者数（人） 131,198 140,469 155,778 163,833 192,457

近大のブランドイメージ

※「大学ブランド・イメージ調査 2016-2017」[近畿編]
　日経ＢＰコンサルティング調べ

日経BP「大学ブランド・イメージ力調査（近畿編）」ではここ数年、大学ブランド偏差値のスコアが上昇傾向にあり、
最新分では4位まで上がりました。
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大学名項　目

近大の実力
西日本私大で唯一の800位以内ランクイン
（ＴＨＥ世界大学ランキング2016-2017）

東京大学
京都大学
東北大学
大阪大学・東京工業大学
名古屋大学 
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広島大学
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351-400
401-500
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601-800

千葉大学・愛媛大学・東京慈恵会医科大学・順天堂大学・金沢大学
慶應義塾大学・近畿大学・神戸大学・高知大学・熊本大学・長崎大学
名古屋市立大学・名古屋工業大学・新潟大学・岡山大学
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豊橋技術科学大学・早稲田大学・山形大学・山梨大学・横浜市立大学
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4

7

7

9

27

附属広島高等学校・中学校 福山校

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

附属広島高等学校・中学校 東広島校

■中学校（6カ年一貫）
■高等学校
　普通科AD・SP

附属福岡高等学校
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16

医学部附属病院15

医学部堺病院17

附属農場湯浅農場21

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

19

14

13

10

18

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

・農学部

奈良キャンパス

東大阪キャンパス

・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20

水産研究所新宮実験場22

　　〃　　白浜実験場23

　　〃　　すさみ分室24

　　〃　　大島実験場25

　　〃　　浦神実験場26

　　〃　　奄美実験場27
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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

19

18

14 13
16

17
6

5

15

1

2

20

21

3

22

23

24 25

26

4

7

7

9

27

附属広島高等学校・中学校 福山校

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

附属広島高等学校・中学校 東広島校

■中学校（6カ年一貫）
■高等学校
　普通科AD・SP

附属福岡高等学校
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16

医学部附属病院15

医学部堺病院17

附属農場湯浅農場21

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

19

14

13

10

18

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

・農学部

奈良キャンパス

東大阪キャンパス

・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20

水産研究所新宮実験場22

　　〃　　白浜実験場23

　　〃　　すさみ分室24

　　〃　　大島実験場25

　　〃　　浦神実験場26

　　〃　　奄美実験場27
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会議

1号
2号

3号
6号
7号

会議

2号

平成28年度　月別事業経過概要

4月 会議

1号
2号

7号
11号

会計監査
執行部会議
顧問・相談役・参与会
総会実行委員会
香芝支部総会
神戸支部総会
愛媛県中予支部総会
守口市役所支部総会

東大阪キャンパス・農学部・医学部・生物理工学部入学式

「信貴山観光ホテル」
「神戸三宮東急REIホテル」
「東京第一ホテル松山」
「しゃぶしゃぶ・日本料理　桂」

5月 会議

2号

7号

執行部会議
常任幹事会議
国際交流委員会
執行部会議
幹事会議
各種合同委員会
東大阪支部総会
川西・猪名川支部総会
大阪狭山支部総会
大末建設支部総会
泉大津・高石支部総会
尼崎支部総会
マレーシア支部総会
神奈川県支部総会
姫路支部総会
奈良県中部支部総会
食品支部総会

「BLOSSOM CAFÉ」
｢愉楽日本料理　かぐらざか｣
「大阪狭山キャンパス」
「BISTRO　COO」
「ホテルレイクアルスターアルザ泉大津」
「都ホテルニューアルカイック」
「PARKROYAL Kuala Lumpur」
「近畿大学東京センター」
「播磨国総社・総社会館」
「橿原観光ホテル」
「シェラトン都ホテル大阪」

6月 会議
1号
2号

5号
7号
8号
11号

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

(1)
(1)

執行部会議
総会実行委員会
香川県支部総会
通信教育部同窓会総会
富田林市支部総会
大阪梅北中央支部総会
岐阜県支部総会
西宮支部総会
泉南支部総会
岸和田・忠岡支部総会
泉佐野支部総会
貝塚支部総会
中華民国在日支部総会
岡山支部総会
新宮東牟婁支部総会
技術士会支部総会
広島県芸南支部総会
河内長野支部総会
広報出版委員会

厚生委員会・事業準備委員会合同委員会
産業理工学部・九州短期大学創立50周年記念式典

「リーガホテルゼスト高松」
「東大阪キャンパス」
「グランドホテル二葉」
「ハートンホテル南船場」
「ホテルリソル岐阜」
「ノボテル甲子園」
「スターゲイトホテル関西エアポート」
「スターゲイトホテル関西エアポート」
「スターゲイトホテル関西エアポート」
「スターゲイトホテル関西エアポート」
「スイスホテル南海大阪」
「岡山プラザホテル」
「料理旅館　万清楼」
「近畿大学会館」
「呉市安浦まちづくりセンター」
「河内長野荘」

7月 会議
2号

　

3号

6号
7号
8号
10号

8月

9月

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

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

執行部会議
羽曳野市役所支部設立30周年記念総会
箕面支部総会
千葉県支部総会
北海道総支部総会
愛知県支部総会
柏原支部総会
和歌山県御坊日高支部総会
広島県福山支部総会
宮城県支部総会
岡山県東備支部総会
広島支部総会
京丹後支部設立総会
愛媛県東予支部総会
竹中工務店支部総会
三宝電機支部総会
トーエネック支部総会
香粧品支部総会
関西地区新卒業生歓迎会
東海地区新卒業生歓迎会
九州地区新卒業生歓迎会
中国地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会

厚生委員会・事業準備委員会合同委員会
FISU第10回世界大学空手道選手権大会出場壮行会

「びっぐじょうちゃんこ場店」
「ホテル阪急エキスポパーク」
「近畿大学東京センター」
「グランド居酒屋富士」
「東京第一ホテル錦」
「かごの屋」
「㈱花ご坊」
「福山市ものづくり交流館」
「ホテル法華クラブ仙台」
「活魚料理旅館　つり幸」
「ANAクラウンプラザホテル広島」
「プラザホテル吉翠苑」
「今治国際ホテル」
「天神祭船渡御供奉船」
「がんこ梅田本店」
「シャドー」
「ホテル日航大阪」
「シェラトン都ホテル大阪」
「キャッスルプラザ」
「ソラリア西鉄ホテル」
「ANAクラウンプラザホテル広島」

国際交流委員会
執行部会議
総会実行委員会
池田泉州銀行生駒会支部総会
福井県支部総会
摂河泉JC支部総会
奥村土木支部総会
アメリカ・ロサンゼルス支部総会
尼崎市役所支部総会
関東地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会

「大阪新阪急ホテル」
「アオッサ」
「割烹 艮」
「ホテル大阪ベイタワー」
「100Cypress Way」
「尼崎市総合文化センター」
「品川プリンスホテル」

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

(1)
(1)

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

国際交流委員会
執行部会議
広島県呉支部総会
支部長・同窓会長会
京都市支部総会
大阪市平野支部総会
三菱電機グループ支部総会
八尾支部総会
土地家屋調査士支部総会
大阪市港支部総会
北九州支部設立30周年記念総会
理工学部同窓会総会
東京支部総会
近畿地方整備局支部総会

「呉阪急ホテル」
「シェラトン都ホテル大阪」
「新都ホテル」
「木曽路　長居公園店」
「㈱立花エレテック」
「やまと」
「海鮮酒屋　海皇」
「ホテル大阪ベイタワー」
「ステーションホテル小倉」
「東大阪キャンパス」
「ベルサール八重洲」
「大阪キャッスルホテル」

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

月　別 議案号数 概　　　　　要 月　別 議案号数 概　　　　　要
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4月16日（土）
4月23日（土）
4月23日（土）
4月18日（月）
4月10日（日）
4月10日（日）
4月24日（日）
4月27日（水）

4月  2日（土）

5月13日（金）
5月13日（金）
5月18日（水）
5月28日（土）
5月28日（土）
5月28日（土）
5月  5日（木）
5月14日（土）
5月15日（日）
5月20日（金）
5月21日（土）
5月21日（土）
5月21日（土）
5月21日（土）
5月22日（日）
5月29日（日）
5月29日（日）

6月11日（土）
6月27日（月）
6月 4日（土）
6月 4日（土）
6月 5日（日）
6月11日（土）
6月11日（土）
6月11日（土）
6月12日（日）
6月12日（日）
6月12日（日）
6月12日（日）
6月17日（金）
6月18日（土）
6月18日（土）
6月19日（日）
6月26日（日）
6月26日（日）
6月  8日（水）

6月10日（金）
6月  4日（土）

7月10日（日）
7月  1日（金）
7月  2日（土）
7月  2日（土）
7月  2日（土）
7月  3日（日）
7月  3日（日）
7月  9日（土）
7月16日（土）
7月23日（土）
7月23日（土）
7月24日（日）
7月24日（日）
7月24日（日）
7月25日（月）
7月26日（火）
7月29日（金）
7月30日（土）
7月10日（日）
7月16日（土）
7月23日（土）
7月24日（日）
7月14日（木）

7月  6日（水）
7月26日（火）

8月  3日（水）
8月27日（土）
8月  1日（月）
8月  1日（月）
8月  6日（土）
8月19日（金）
8月26日（金）
8月27日（土）
8月29日（月）
8月  6日（土）
8月25日（木）

9月  2日（金）
9月  3日（土）
9月  2日（金）
9月  3日（土）
9月11日（日）
9月11日（日）
9月16日（金）
9月16日（金）
9月17日（土）
9月24日（土）
9月24日（土）
9月25日（日）
9月28日（水）
9月30日（金）
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会議

1号
2号

3号
6号
7号

会議

2号

平成28年度　月別事業経過概要

4月 会議

1号
2号

7号
11号

会計監査
執行部会議
顧問・相談役・参与会
総会実行委員会
香芝支部総会
神戸支部総会
愛媛県中予支部総会
守口市役所支部総会

東大阪キャンパス・農学部・医学部・生物理工学部入学式

「信貴山観光ホテル」
「神戸三宮東急REIホテル」
「東京第一ホテル松山」
「しゃぶしゃぶ・日本料理　桂」

5月 会議

2号

7号

執行部会議
常任幹事会議
国際交流委員会
執行部会議
幹事会議
各種合同委員会
東大阪支部総会
川西・猪名川支部総会
大阪狭山支部総会
大末建設支部総会
泉大津・高石支部総会
尼崎支部総会
マレーシア支部総会
神奈川県支部総会
姫路支部総会
奈良県中部支部総会
食品支部総会

「BLOSSOM CAFÉ」
｢愉楽日本料理　かぐらざか｣
「大阪狭山キャンパス」
「BISTRO　COO」
「ホテルレイクアルスターアルザ泉大津」
「都ホテルニューアルカイック」
「PARKROYAL Kuala Lumpur」
「近畿大学東京センター」
「播磨国総社・総社会館」
「橿原観光ホテル」
「シェラトン都ホテル大阪」

6月 会議
1号
2号

5号
7号
8号
11号

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

(1)
(1)

執行部会議
総会実行委員会
香川県支部総会
通信教育部同窓会総会
富田林市支部総会
大阪梅北中央支部総会
岐阜県支部総会
西宮支部総会
泉南支部総会
岸和田・忠岡支部総会
泉佐野支部総会
貝塚支部総会
中華民国在日支部総会
岡山支部総会
新宮東牟婁支部総会
技術士会支部総会
広島県芸南支部総会
河内長野支部総会
広報出版委員会

厚生委員会・事業準備委員会合同委員会
産業理工学部・九州短期大学創立50周年記念式典

「リーガホテルゼスト高松」
「東大阪キャンパス」
「グランドホテル二葉」
「ハートンホテル南船場」
「ホテルリソル岐阜」
「ノボテル甲子園」
「スターゲイトホテル関西エアポート」
「スターゲイトホテル関西エアポート」
「スターゲイトホテル関西エアポート」
「スターゲイトホテル関西エアポート」
「スイスホテル南海大阪」
「岡山プラザホテル」
「料理旅館　万清楼」
「近畿大学会館」
「呉市安浦まちづくりセンター」
「河内長野荘」

7月 会議
2号

　

3号

6号
7号
8号
10号

8月

9月

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

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

執行部会議
羽曳野市役所支部設立30周年記念総会
箕面支部総会
千葉県支部総会
北海道総支部総会
愛知県支部総会
柏原支部総会
和歌山県御坊日高支部総会
広島県福山支部総会
宮城県支部総会
岡山県東備支部総会
広島支部総会
京丹後支部設立総会
愛媛県東予支部総会
竹中工務店支部総会
三宝電機支部総会
トーエネック支部総会
香粧品支部総会
関西地区新卒業生歓迎会
東海地区新卒業生歓迎会
九州地区新卒業生歓迎会
中国地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会

厚生委員会・事業準備委員会合同委員会
FISU第10回世界大学空手道選手権大会出場壮行会

「びっぐじょうちゃんこ場店」
「ホテル阪急エキスポパーク」
「近畿大学東京センター」
「グランド居酒屋富士」
「東京第一ホテル錦」
「かごの屋」
「㈱花ご坊」
「福山市ものづくり交流館」
「ホテル法華クラブ仙台」
「活魚料理旅館　つり幸」
「ANAクラウンプラザホテル広島」
「プラザホテル吉翠苑」
「今治国際ホテル」
「天神祭船渡御供奉船」
「がんこ梅田本店」
「シャドー」
「ホテル日航大阪」
「シェラトン都ホテル大阪」
「キャッスルプラザ」
「ソラリア西鉄ホテル」
「ANAクラウンプラザホテル広島」

国際交流委員会
執行部会議
総会実行委員会
池田泉州銀行生駒会支部総会
福井県支部総会
摂河泉JC支部総会
奥村土木支部総会
アメリカ・ロサンゼルス支部総会
尼崎市役所支部総会
関東地区新卒業生歓迎会
会則審議委員会

「大阪新阪急ホテル」
「アオッサ」
「割烹 艮」
「ホテル大阪ベイタワー」
「100Cypress Way」
「尼崎市総合文化センター」
「品川プリンスホテル」

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

(1)
(1)

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

国際交流委員会
執行部会議
広島県呉支部総会
支部長・同窓会長会
京都市支部総会
大阪市平野支部総会
三菱電機グループ支部総会
八尾支部総会
土地家屋調査士支部総会
大阪市港支部総会
北九州支部設立30周年記念総会
理工学部同窓会総会
東京支部総会
近畿地方整備局支部総会

「呉阪急ホテル」
「シェラトン都ホテル大阪」
「新都ホテル」
「木曽路　長居公園店」
「㈱立花エレテック」
「やまと」
「海鮮酒屋　海皇」
「ホテル大阪ベイタワー」
「ステーションホテル小倉」
「東大阪キャンパス」
「ベルサール八重洲」
「大阪キャッスルホテル」

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

月　別 議案号数 概　　　　　要 月　別 議案号数 概　　　　　要

6059

4月16日（土）
4月23日（土）
4月23日（土）
4月18日（月）
4月10日（日）
4月10日（日）
4月24日（日）
4月27日（水）

4月  2日（土）

5月13日（金）
5月13日（金）
5月18日（水）
5月28日（土）
5月28日（土）
5月28日（土）
5月  5日（木）
5月14日（土）
5月15日（日）
5月20日（金）
5月21日（土）
5月21日（土）
5月21日（土）
5月21日（土）
5月22日（日）
5月29日（日）
5月29日（日）

6月11日（土）
6月27日（月）
6月 4日（土）
6月 4日（土）
6月 5日（日）
6月11日（土）
6月11日（土）
6月11日（土）
6月12日（日）
6月12日（日）
6月12日（日）
6月12日（日）
6月17日（金）
6月18日（土）
6月18日（土）
6月19日（日）
6月26日（日）
6月26日（日）
6月  8日（水）

6月10日（金）
6月  4日（土）

7月10日（日）
7月  1日（金）
7月  2日（土）
7月  2日（土）
7月  2日（土）
7月  3日（日）
7月  3日（日）
7月  9日（土）
7月16日（土）
7月23日（土）
7月23日（土）
7月24日（日）
7月24日（日）
7月24日（日）
7月25日（月）
7月26日（火）
7月29日（金）
7月30日（土）
7月10日（日）
7月16日（土）
7月23日（土）
7月24日（日）
7月14日（木）

7月  6日（水）
7月26日（火）

8月  3日（水）
8月27日（土）
8月  1日（月）
8月  1日（月）
8月  6日（土）
8月19日（金）
8月26日（金）
8月27日（土）
8月29日（月）
8月  6日（土）
8月25日（木）

9月  2日（金）
9月  3日（土）
9月  2日（金）
9月  3日（土）
9月11日（日）
9月11日（日）
9月16日（金）
9月16日（金）
9月17日（土）
9月24日（土）
9月24日（土）
9月25日（日）
9月28日（水）
9月30日（金）
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平成28年度　月別事業経過概要

9月 4号

7号

11号 ホームカミングデー 「東大阪キャンパス」

10月 会議

1号

2号

4号

7号

会議

2号

4号

6号

7号

10号

執行部会議

執行部会議

総会実行委員会・厚生委員会・事業準備委員会合同委員会

平成28年度定期総会

大阪市阿倍野支部総会

大阪青年会議所支部総会

愛媛県南予支部総会

徳島県支部総会

工学部同窓会総会

茨城県支部総会

法曹会支部総会

佐賀県支部総会

静岡県支部総会

石川県支部総会

生物理工学部同窓会総会

山口県支部総会

「シェラトン都ホテル大阪」

「中華料理　楓林閣」

「中之島LOVE CENTRAL」

「ホテルクレメント宇和島」

「サンシャイン徳島アネックス」

「ホテルセンチュリー21広島」

「近畿大学東京センター」

「大阪弁護士会館」

「ホテルグランデはがくれ」

「クーポール会館」

「ホテル金沢」

「和歌山キャンパス」

「山口グランドホテル」

11月 国際交流委員会

執行部会議

尾道支部総会

熊本県支部総会

高槻・島本支部総会

工学部同窓会総会「九州地区懇親会」

富山県支部総会

松原市役所支部総会

医学部同窓会総会

宮崎県支部総会

長崎県支部総会

近大クラブ（高・中校の部）支部総会

会則審議委員会

体育会洋弓部五十周年記念祝賀会

「グリーンヒルホテル尾道」

「アークホテル熊本城前」

「つきの井」

「梅の花」

「富山電気ビル」

「皆生 菊乃家」

「ザ・リッツ・カールトンホテル大阪」

「ホテルメリージュ」

「日昇館」

「シェラトン都ホテル大阪」

2月

3月

　  校友会終身会費の徴収  

　  校友会員の整備蓄積 

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

会議

2号

4号

7号

11号

執行部会議

沖縄県支部総会

寝屋川支部総会

堺支部総会

法学部同窓会総会

埼玉県支部総会

環境緑化支部総会

大阪府内特定行政庁ＯＢ会支部総会

橋本市役所支部総会

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

農学部卒業式

生物理工学部卒業式

工業高等専門学校卒業式

医学部卒業式

法科大学院修了式・大学院修了式

東大阪キャンパス卒業式

「パシフィックホテル沖縄」

「がんこ寿司寝屋川店」

「ホテル・アゴーラリージェンシー堺」

「BLOSSOM CAFÉ」

「近畿大学東京センター」

「シェラトン都ホテル大阪」

「BLOSSOM CAFÉ」

「堺屋」

会議

2号

3号

4号

6号

7号

国際交流委員会

執行部会議

大東市役所支部総会

高槻市役所支部総会

大阪市生野支部総会

東大阪市役所支部総会

寝屋川市役所支部総会

大津市役所支部総会

滋賀県庁支部総会

海南市役所支部総会

和歌山県海南海草支部総会

奈良県北部支部総会

全国経済産業リーダーズクラブ総会

会則審議委員会

「かにふぐ家」

「菊池グランドホテル」

「杯杯 天山閣」

「ホテルみや離宮」

「がんこ寝屋川店」

「くし屋敷」

「クサツエストピアホテル」

「かじか荘」

「かじか荘」

「奈良パークホテル」

「シェラトン都ホテル大阪」

月　別 議案号数 概　　　　　要 月　別 議案号数 概　　　　　要

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(1)

6261

1月 会議

2号

4号

6号

7号

執行部会議

大阪府庁支部総会

八尾市役所支部総会

大阪国税局支部総会

福岡支部総会

会則審議委員会

「プリムローズ大阪」

「桃谷樓阿倍野賓筵」

「大北京」

「ソラリア西鉄ホテル」

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

1月14日（土）

1月25日（水）

1月27日（金）

1月27日（金）

1月28日（土）

1月18日（水）

2月17日（金）

2月18日（土）

2月  2日（木）

2月  4日（土）

2月  4日（土）

2月  4日（土）

2月10日（金）

2月10日（金）

2月11日（土）

2月19日（日）

2月19日（日）

2月25日（土）

2月18日（土）

2月24日（金）

3月18日（土）

3月  5日（日）

3月11日（土）

3月11日（土）

3月11日（土）

3月18日（土）

3月20日（月）

3月25日（土）

3月29日（水）

3月  1日（水）

3月  6日（月）

3月13日（月）

3月14日（火）

3月16日（木）

3月17日（金）

3月18日（土）

3月18日（土）

3月21日（火）

3月25日（土）

9月25日（日）

10月  1日（土）

10月16日（日）

10月  4日（火）

10月16日（日）

10月  1日（土）

10月  4日（火）

10月  8日（土）

10月  8日（土）

10月  8日（土）

10月22日（土）

10月26日（水）

10月28日（金）

10月29日（土）

10月29日（土）

10月29日（土）

10月30日（日）

11月  9日（水）

11月12日（土）

11月  5日（土）

11月  5日（土）

11月12日（土）

11月12日（土）

11月12日（土）

11月19日（土）

11月26日（土）

11月26日（土）

11月26日（土）

11月26日（土）

11月25日（金）

11月26日（土）

会議

1号

2号

3号

4号

7号

12月 執行部会議

総会実行委員会・厚生委員会・事業準備委員会合同委員会

鹿児島県支部総会

南海電鉄グループ支部設立総会

川西市役所支部総会

住友電設支部総会

台湾支部総会

支援団体地区リーダーズ役員会

(1)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

12月10日（土）

12月  5日（月）

12月  3日（土）

12月15日（木）

12月20日（火）

12月20日（火）

12月23日（金）

12月  2日（金）
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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

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

「日本料理　愛」

「近畿大学会館」

「川西　庵」

「北京料理　徐園」

「老爺大酒店」



平成28年度　月別事業経過概要

9月 4号

7号

11号 ホームカミングデー 「東大阪キャンパス」

10月 会議

1号

2号

4号

7号

会議

2号

4号

6号

7号

10号

執行部会議

執行部会議

総会実行委員会・厚生委員会・事業準備委員会合同委員会

平成28年度定期総会

大阪市阿倍野支部総会

大阪青年会議所支部総会

愛媛県南予支部総会

徳島県支部総会

工学部同窓会総会

茨城県支部総会

法曹会支部総会

佐賀県支部総会

静岡県支部総会

石川県支部総会

生物理工学部同窓会総会

山口県支部総会

「シェラトン都ホテル大阪」

「中華料理　楓林閣」

「中之島LOVE CENTRAL」

「ホテルクレメント宇和島」

「サンシャイン徳島アネックス」

「ホテルセンチュリー21広島」

「近畿大学東京センター」

「大阪弁護士会館」

「ホテルグランデはがくれ」

「クーポール会館」

「ホテル金沢」

「和歌山キャンパス」

「山口グランドホテル」

11月 国際交流委員会

執行部会議

尾道支部総会

熊本県支部総会

高槻・島本支部総会

工学部同窓会総会「九州地区懇親会」

富山県支部総会

松原市役所支部総会

医学部同窓会総会

宮崎県支部総会

長崎県支部総会

近大クラブ（高・中校の部）支部総会

会則審議委員会

体育会洋弓部五十周年記念祝賀会

「グリーンヒルホテル尾道」

「アークホテル熊本城前」

「つきの井」

「梅の花」

「富山電気ビル」

「皆生 菊乃家」

「ザ・リッツ・カールトンホテル大阪」

「ホテルメリージュ」

「日昇館」

「シェラトン都ホテル大阪」

2月

3月

　  校友会終身会費の徴収  

　  校友会員の整備蓄積 

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

会議

2号

4号

7号

11号

執行部会議

沖縄県支部総会

寝屋川支部総会

堺支部総会

法学部同窓会総会

埼玉県支部総会

環境緑化支部総会

大阪府内特定行政庁ＯＢ会支部総会

橋本市役所支部総会

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

農学部卒業式

生物理工学部卒業式

工業高等専門学校卒業式

医学部卒業式

法科大学院修了式・大学院修了式

東大阪キャンパス卒業式

「パシフィックホテル沖縄」

「がんこ寿司寝屋川店」

「ホテル・アゴーラリージェンシー堺」

「BLOSSOM CAFÉ」

「近畿大学東京センター」

「シェラトン都ホテル大阪」

「BLOSSOM CAFÉ」

「堺屋」

会議

2号

3号

4号

6号

7号

国際交流委員会

執行部会議

大東市役所支部総会

高槻市役所支部総会

大阪市生野支部総会

東大阪市役所支部総会

寝屋川市役所支部総会

大津市役所支部総会

滋賀県庁支部総会

海南市役所支部総会

和歌山県海南海草支部総会

奈良県北部支部総会

全国経済産業リーダーズクラブ総会

会則審議委員会

「かにふぐ家」

「菊池グランドホテル」

「杯杯 天山閣」

「ホテルみや離宮」

「がんこ寝屋川店」

「くし屋敷」

「クサツエストピアホテル」

「かじか荘」

「かじか荘」

「奈良パークホテル」

「シェラトン都ホテル大阪」

月　別 議案号数 概　　　　　要 月　別 議案号数 概　　　　　要

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(1)
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1月 会議

2号

4号

6号

7号

執行部会議

大阪府庁支部総会

八尾市役所支部総会

大阪国税局支部総会

福岡支部総会

会則審議委員会

「プリムローズ大阪」

「桃谷樓阿倍野賓筵」

「大北京」

「ソラリア西鉄ホテル」

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

1月14日（土）

1月25日（水）

1月27日（金）

1月27日（金）

1月28日（土）

1月18日（水）

2月17日（金）

2月18日（土）

2月  2日（木）

2月  4日（土）

2月  4日（土）

2月  4日（土）

2月10日（金）

2月10日（金）

2月11日（土）

2月19日（日）

2月19日（日）

2月25日（土）

2月18日（土）

2月24日（金）

3月18日（土）

3月  5日（日）

3月11日（土）

3月11日（土）

3月11日（土）

3月18日（土）

3月20日（月）

3月25日（土）

3月29日（水）

3月  1日（水）

3月  6日（月）

3月13日（月）

3月14日（火）

3月16日（木）

3月17日（金）

3月18日（土）

3月18日（土）

3月21日（火）

3月25日（土）

9月25日（日）

10月  1日（土）

10月16日（日）

10月  4日（火）

10月16日（日）

10月  1日（土）

10月  4日（火）

10月  8日（土）

10月  8日（土）

10月  8日（土）

10月22日（土）

10月26日（水）

10月28日（金）

10月29日（土）

10月29日（土）

10月29日（土）

10月30日（日）

11月  9日（水）

11月12日（土）

11月  5日（土）

11月  5日（土）

11月12日（土）

11月12日（土）

11月12日（土）

11月19日（土）

11月26日（土）

11月26日（土）

11月26日（土）

11月26日（土）

11月25日（金）

11月26日（土）

会議

1号

2号

3号

4号

7号

12月 執行部会議

総会実行委員会・厚生委員会・事業準備委員会合同委員会

鹿児島県支部総会

南海電鉄グループ支部設立総会

川西市役所支部総会

住友電設支部総会

台湾支部総会

支援団体地区リーダーズ役員会

(1)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

12月10日（土）

12月  5日（月）

12月  3日（土）

12月15日（木）

12月20日（火）

12月20日（火）

12月23日（金）

12月  2日（金）
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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

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

「日本料理　愛」

「近畿大学会館」

「川西　庵」

「北京料理　徐園」

「老爺大酒店」



一 般 会 計

平成２８年度（自平成２８年４月１日　至平成２９年３月３１日）収支決算書     

収入の部     

収入の部 支出の部 次年度繰越金176,765,175 85,539,490 91,225,685

摘　　要科　　目

繰 越 金

会      費

定期総会会費

雑 収 入

合      計

88,356,644

75,580,000

9,530,000

3,298,531

176,765,175

88,356,644

71,000,000

12,000,000

3,000,000

174,356,644

0

△ 4,580,000

2,470,000

△ 298,531

△ 2,408,531

 

会費収入（12名）・代理徴収者（7,546名） 

チケット収入（896枚）・名刺広告収入（57件） 

役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等 

 

予　算　額 決　算　額 差　　異

平成２９年度（自平成２９年４月１日　至平成３０年３月３１日）収支予算書

収入の部     

支出の部     

科　　目

繰 越 金

会      費

定期総会会費

雑 収 入

合      計

91,225,685

75,000,000

12,000,000

2,000,000

180,225,685

 

会費納入予定者（7,500人）

チケット収入・名刺広告収入

銀行預金利息・グッズ販売等

予　算　額

科　　目

会議・会合費

通 信 費

印 刷 費

広 報 費

人 件 費

助 成 費

備 品 費

消 耗 品 費

支部・同窓会費

出 張 費

定期総会費

電算委託費

雑     費

予備費

小     計

退職手当積立金

100周年積立金

前受会費繰越金

合　計

4,500,000

6,000,000

11,500,000

3,000,000

12,000,000

16,000,000

200,000

400,000

6,000,000

10,000,000

12,000,000

1,000,000

6,000,000

165,685

88,765,685

5,000,000

1,000,000

10,000,000

75,460,000

180,225,685

各種会議・委員会会合費等

各種会議・各種委員会通知・電話料等

役員名簿・各種印刷等

ホームページ維持費等 

校友会職員給与・アルバイト等

新入生・卒業生記念品・各クラブ祝勝会祝金等

収納庫等

事務消耗品費等

支部祝金・支部旗・支部活動支援金

支部総会出張旅費等

定期総会経費

データ管理・システム維持費等

グッズ作製代・慶弔費等

予　算　額

摘　　要

摘　　要

（単位：円） （単位：円）

（単位：円）

6463

支出の部     

摘　　要科　　目

会議・会合費

通 信 費

印 刷 費

広 報 費

人 件 費

助 成 費

備 品 費

消 耗 品 費

支部・同窓会費

出 張 費

定期総会費

電算委託費

雑     費

予備費

小     計

退職手当積立金

100周年積立金

前受会費繰越金

合　計

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

3,035,421

3,243,988

6,950,858

1,788,940

10,716,116

15,075,259

0

275,800

4,893,730

8,224,250

11,993,084

765,466

2,576,578

0

69,539,490

5,000,000

1,000,000

10,000,000

0

85,539,490

4,000,000

3,500,000

10,000,000

3,000,000

11,000,000

17,000,000

200,000

300,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

1,000,000

6,000,000

166,644

83,166,644

5,000,000

1,000,000

10,000,000

75,190,000

174,356,644

964,579

256,012

3,049,142

1,211,060

283,884

1,924,741

200,000

24,200

1,106,270

775,750

6,916

234,534

3,423,422

166,644

13,627,154

0
　

0

0

75,190,000

88,817,154

各種会議・委員会会合費等 

役員名簿発送・各種会議・各種委員会通知・電話料等 

各種印刷等 

ホームページ維持費等 

校友会職員給与・アルバイト等 

新入生・卒業生記念品・各クラブ祝勝会祝金等 

 

事務消耗品費等 

支部祝金・支部旗・支部活動支援金 

支部総会出張旅費等 

定期総会経費 

データ管理・システム維持費等 

徽章・慶弔費等 

 

 

特別会計へ繰出 

特別会計へ繰出 

特別会計へ繰出 

 

 

予　算　額 決　算　額 差　　異

（単位：円）
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一 般 会 計

平成２８年度（自平成２８年４月１日　至平成２９年３月３１日）収支決算書     

収入の部     

収入の部 支出の部 次年度繰越金176,765,175 85,539,490 91,225,685

摘　　要科　　目

繰 越 金

会      費

定期総会会費

雑 収 入

合      計

88,356,644

75,580,000

9,530,000

3,298,531

176,765,175

88,356,644

71,000,000

12,000,000

3,000,000

174,356,644

0

△ 4,580,000

2,470,000

△ 298,531

△ 2,408,531

 

会費収入（12名）・代理徴収者（7,546名） 

チケット収入（896枚）・名刺広告収入（57件） 

役員協力費・銀行預金利息・グッズ販売等 

 

予　算　額 決　算　額 差　　異

平成２９年度（自平成２９年４月１日　至平成３０年３月３１日）収支予算書

収入の部     

支出の部     

科　　目

繰 越 金

会      費

定期総会会費

雑 収 入

合      計

91,225,685

75,000,000

12,000,000

2,000,000

180,225,685

 

会費納入予定者（7,500人）

チケット収入・名刺広告収入

銀行預金利息・グッズ販売等

予　算　額

科　　目

会議・会合費

通 信 費

印 刷 費

広 報 費

人 件 費

助 成 費

備 品 費

消 耗 品 費

支部・同窓会費

出 張 費

定期総会費

電算委託費

雑     費

予備費

小     計

退職手当積立金

100周年積立金

前受会費繰越金

合　計

4,500,000

6,000,000

11,500,000

3,000,000

12,000,000

16,000,000

200,000

400,000

6,000,000

10,000,000

12,000,000

1,000,000

6,000,000

165,685

88,765,685

5,000,000

1,000,000

10,000,000

75,460,000

180,225,685

各種会議・委員会会合費等

各種会議・各種委員会通知・電話料等

役員名簿・各種印刷等

ホームページ維持費等 

校友会職員給与・アルバイト等

新入生・卒業生記念品・各クラブ祝勝会祝金等

収納庫等

事務消耗品費等

支部祝金・支部旗・支部活動支援金

支部総会出張旅費等

定期総会経費

データ管理・システム維持費等

グッズ作製代・慶弔費等

予　算　額

摘　　要

摘　　要

（単位：円） （単位：円）

（単位：円）

6463

支出の部     

摘　　要科　　目

会議・会合費

通 信 費

印 刷 費

広 報 費

人 件 費

助 成 費

備 品 費

消 耗 品 費

支部・同窓会費

出 張 費

定期総会費

電算委託費

雑     費

予備費

小     計

退職手当積立金

100周年積立金

前受会費繰越金

合　計

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

3,035,421

3,243,988

6,950,858

1,788,940

10,716,116

15,075,259

0

275,800

4,893,730

8,224,250

11,993,084

765,466

2,576,578

0

69,539,490

5,000,000

1,000,000

10,000,000

0

85,539,490

4,000,000

3,500,000

10,000,000

3,000,000

11,000,000

17,000,000

200,000

300,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

1,000,000

6,000,000

166,644

83,166,644

5,000,000

1,000,000

10,000,000

75,190,000

174,356,644

964,579

256,012

3,049,142

1,211,060

283,884

1,924,741

200,000

24,200

1,106,270

775,750

6,916

234,534

3,423,422

166,644

13,627,154

0
　

0

0

75,190,000

88,817,154

各種会議・委員会会合費等 

役員名簿発送・各種会議・各種委員会通知・電話料等 

各種印刷等 

ホームページ維持費等 

校友会職員給与・アルバイト等 

新入生・卒業生記念品・各クラブ祝勝会祝金等 

 

事務消耗品費等 

支部祝金・支部旗・支部活動支援金 

支部総会出張旅費等 

定期総会経費 

データ管理・システム維持費等 

徽章・慶弔費等 

 

 

特別会計へ繰出 

特別会計へ繰出 

特別会計へ繰出 

 

 

予　算　額 決　算　額 差　　異

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

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

　

金
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明
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生
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も
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世
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卒業生の皆様へ

校友会ロゴの由来 学園章

《個人情報について》校友会からのお願い

（支部への情報提供）

個人情報の保護について

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

校友会として公認している支部に対して、校友情報を提供する場合があります。支部活動のために必要と認めた場合に限り情報を提供しています。
※上記以外には提供はしておりません。

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

個人情報変更届出について 届出・お問い合せ先
校友会では事務局において、校友の皆さまの大切な
情報の整備に努めています。
転居・転職・改姓など、皆さまの個人情報に変更が
あった際にはお手数ですが校友会事務局までお知ら
せください。お知らせいただく方法としては、校友会
ホームページの諸手続きにそって、変更のあった個人
情報をご記入いただきますようお願いいたします。イン
ターネット環境がない方におかれましては、直接校友
会事務局までお問い合せください。

本件についての届出・お問
い合せは、校友会事務局ま
でお願いいたします。

※所定の期限までに回答がない場合は、校友会への情報提供に
　ご承諾いただいたものとみなしますので予めご了承ください。
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学園章は、梅の花弁を、象徴したものです。
五つの花弁は、大学の大、花芯も大。
人そのものでもある。
これは、大学の現および未来に向っての存在と位置をかたどる
ものです。
一部がやや離れているのは未来志向に基づく内面の未完、
さらに充溢、完熟をめざし向う形姿。
一本のつよい線に貫かれる。

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

（支部への情報提供）

個人情報の保護について

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

校友会として公認している支部に対して、校友情報を提供する場合があります。支部活動のために必要と認めた場合に限り情報を提供しています。
※上記以外には提供はしておりません。

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

個人情報変更届出について 届出・お問い合せ先
校友会では事務局において、校友の皆さまの大切な
情報の整備に努めています。
転居・転職・改姓など、皆さまの個人情報に変更が
あった際にはお手数ですが校友会事務局までお知ら
せください。お知らせいただく方法としては、校友会
ホームページの諸手続きにそって、変更のあった個人
情報をご記入いただきますようお願いいたします。イン
ターネット環境がない方におかれましては、直接校友
会事務局までお問い合せください。

本件についての届出・お問
い合せは、校友会事務局ま
でお願いいたします。

※所定の期限までに回答がない場合は、校友会への情報提供に
　ご承諾いただいたものとみなしますので予めご了承ください。
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平成29年度プログラム

定期総会

式次第

日時：平成29年10月15日（日）
　　　 開会 13時30分（開場 12時30分～）　
　　　 閉会 16時00分
場所：近畿大学 東大阪キャンパス 
　　　 11月ホール（大ホール）

黙　祷
オープニングセレモニー
校歌斉唱

記念撮影

名誉会長挨拶
校友会会長挨拶
近畿大学校友会
　～アクションプランの説明～
来賓祝辞
来賓紹介
近大×吉本共同事業の紹介
　～近大版吉本新喜劇のご案内～
近大版吉本新喜劇公演
大抽選会
近大節
閉会の辞


