三、
大阪街なら大学は近畿
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作詞・作曲／
近畿大学応援団

「近大節」の動画はこちら

作詞／世 耕 弘 一

一、
外国までも響けよと
大学近畿の学生さんは

近 大 節

金剛山はほのぼのと
高き文化の足音を
度胸一つの男伊達

作曲／樋 口 昌 道

明けて生駒も目ざめたり
互いに誓い競い立ち

校 歌

世界の平和祈りつつ

紋付袴は近大の育ち

度胸一つで長瀬の街を

近畿

真理に愛に魂結ぶ

近畿

文化の鐘を高鳴らす

近畿

歩いて行きます紋付袴

近畿
近畿大学

ぼろはおいらの旗印

若き学徒にほまれあれ

近畿
おお近畿

どんなものにも恐れはせぬが

どんなものにも恐れはせぬぞ

ぼろはまとえど心は錦

おお近畿

若き学徒を讃えずや
近畿
近畿大学

二、
開けゆく代のさきがけと
可愛いあの娘にゃかなやせぬ
可愛いあの娘は何時でもすてる
母校の為なら生命までも
生命すててもその名は残る
大学近畿のその名は残る
大学近畿のその名は残る

LINE公式アカウント！

進む行く手に栄えあれ

近畿
おお近畿

QR コードで LINE の
友だちを追加

スマホで手軽に近大ニュースが閲覧できます。
ぜひご登録ください！（検索 ID @694hrqmm）

近 畿 大 学 校 友 会

理想の光あいおいて
真実一路あこがれの

近畿

若き学徒に誇りあり
近畿
近畿大学

「校歌」の動画はこちら
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演説重視の世耕弘一と福沢諭吉
― 知見を社会と共有、私が実感した「早慶近」―
学生時代の私は慶應義塾大学弁論部の代表として、近
畿大学主催「第 32 回・世耕杯争奪・全日本学生弁論大会」
に出場し、近大本部で演説したことがある。手もとにあ
る同大会パンフレットによれば 1984 年 11 月 19 日のこ

近畿大学校友会

とで、私の演題は「望ましい教育改革とは何か」だ。

名誉会長

世耕 弘成

80 年代半ばの早大雄弁会や慶大弁論部と並び、近大
弁論部は非常に元気だった。私見では、まさに「早慶近」
だ。当時の近大弁論部員は「世耕杯」にプライドを持ち、
弁論大会を運営するにあたり多くの後援者・協賛者を集

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。一方で、
いまだ新型コロナウイルス感染症という未曾有

めることに成功し、にぎにぎしく他大学の弁論部員や雄

の災禍により、
日々の暮らしや経済への影響が拝察され、
予断を許さない状況が続いています。

弁会員たちを近大で迎えてくれた。この「世耕杯」は、

近畿大学ではこの事態にいち早く対応し、
自宅学修支援金の給付や、
遠隔授業・オンデマンドによる質の高い授業の実施、
また学

もちろん近大創設者・世耕弘一（1893 ～ 1965 年）にち

生および教職員等を対象とした新型コロナウイルスワクチンの職域接種を迅速に行い、
初代総長が掲げた「学びたいものに学ばせ

なんだものである。

たい」という理念のもと、
学生の皆さんへ安心・安全なキャンパスライフを提供できるよう尽力しております。また昨年に引き続
き「“ オール近大 ” 新型コロナウイルス感染症対策支援プロジェクト」では、
文系理系を問わず全学部横断的に研究・企画を募り、
技術やノウハウを実践的に社会貢献すべく、
大学を挙げて取り組んでいます。
この災禍の中無事行われた東京五輪・パラリンピックでは、
近畿大学在学生・卒業生からオリンピックに 13 名、
パラリンピック

朝日新聞記者や日本大学教授、さらに衆議院議員とし
第32 回・世耕杯争奪・全日本学生弁論大会
パンフレット

て経済企画庁長官などを歴任した世耕弘一は、若い頃か
ら自説を分かりやすく他者に語ることに注力した。日大

に 1 名が出場し、
中でも平成 19 年（2007 年）経営学部卒業生で体育会洋弓部コーチ・近畿大学職員の古川高晴さんが、
アーチェリー

在学中の世耕が雄弁会に所属し、各種弁論大会で活躍したことからも、それがうかがい知れる。自

男子個人及び団体で銅メダルを獲得しました。心からお祝いを申し上げたいと思います。

分の得た知見や知識が、演説することにより個人のものに留まらず、社会全体の共有のものとなっ

教育の面に目を向けますと、
令和 4 年（2022 年）4 月には 15 番目の学部として「情報学部」の開設を予定しています。Society 5.0

て活用される。学問と政治を志した世耕弘一は、こう考えて、若い頃から演説重視の姿勢を貫いた。

の実現に向けて第 4 次産業革命が進展する中、
社会から強く求められている AI 活用やデータ分析、
サイバーセキュリティ対策など

こうした世耕の姿勢は、
大阪生まれの福沢諭吉（1835 ～ 1901 年）のそれと通底する。英語のスピー

を扱う、
先端 IT 人材の育成をめざしています。学生募集においても優秀な学生の確保を期待しています。この少子化の中 18 歳人

チを「演説」と訳した人物としても知られる福沢は、
「学問の要は活用に在るのみ」
（『学問のすすめ』）

口は減少しておりますが、
近畿大学の令和 3 年度入試総志願者数は、
18 万 273 人であり、
一般入試においては 8 年連続「志願者数全
国１位」となりました。近年は受験生の地元志向が強まり、
多くの大学が志願者獲得に苦慮している中、
安定した志願者数を保持で
きたことは校友の皆様のおかげであると感謝申し上げます。
また、
近畿大学では建学の精神でもある「実学教育」を具現化するため、
本年 4 月に大学と企業がお互いの垣根を超え、
研究シー
ズやアイデアを持ち寄って新たな価値を創り出すモノづくり拠点となる『THE GARAGE（ザ ガレージ）
』を東大阪キャンパス
内にオープンいたしました。モノづくりのまち、
東大阪にある大学として産学連携に積極的に取り組み、
学生が商品開発に参画する
など、
文理融合の実学教育の拠点としてそれをさらに発展させ、
学生が新しい感性で試行錯誤を繰り返しながら商品開発や技術開発
をベースにした起業にも挑戦できるようにサポート体制を整えております。
このように近畿大学は、
あらゆる分野において専門家を擁す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

と力説し、読書のみにとどまらず知識を他人と交換し、よりその質を高める方法のひとつとして演
説を重視した。そして私財を投じて、
1875（明治８）年に日本初の演説・討論の実践のための施設「三
田演説館」を、東京の慶應義塾構内に開設した。
新型コロナの影響などで社会が大変動する今こそ、世耕弘一や福沢諭吉が演説を重視した本当の
意味をかみしめながら、大学人として私は言論活動（オンライン含む）に微力を尽くしたい。その
うえで、創立 100 周年へ向けた近大の重要論点の一つを強調しておく。それは、世耕イズムや私学
としての自らの来歴を追究すべき近大「不倒館」を、アーカイブズとしてどう充実させるかだ。こ
の点にもさらなる近大発展のカギがあり、別の機会に詳述予定である。

かえる諸問題に対して積極的に独自の視点から解決策を提示し続けております。創立から 96 年目を迎え、
令和 7 年（2025 年）に
創立 100 周年という大きな節目にむけて着実に歩む近畿大学。そして近畿大学校友会においても昭和 4 年（1929 年）の発足から
今年で 92 年となり、
55 万人を超える会員の皆様とともに歴史と文化を刻んでおります。
この校友会報は「実学教育」の取り組みや研究成果も盛り込み、
“ 旬の近大 ” をお届けする、
皆様との絆でございます。今回の
vol.57 は「温故知新 ～新たなる第一歩～」をコンセプトに、
卒業生と在学生の対談、
また若手卒業生の活躍をお届けし、
近畿大学及
び校友会の今と伝統を感じていただける内容となっております。ぜひご一読ください。

曽野 洋

Hiroshi Sono

四天王寺大学教授・慶應義塾
福沢研究センター客員所員

昨年に続いての災禍ではございますが、
校友の皆様と共に邁進し、
“ オール近大 ” で医学から芸術まであらゆる分野の英知を集結
してこのコロナ禍という風に立ち向かえば、
明るい未来へと繋がっていくに違いありません。
今後の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。
5

4

母校近畿大学創立１００ 周年まであと４年と迫ってまいりました。校友会としては、多様性

支部助成制度、校友会のＤＸが重要なテーマ。

支部という新たな支部区分の設立など、若手や女性会員の参加促進に向けた取り組みにも積
極的です。西村会長が見据えている校友会の未来について伺いました。

在学時の校友会認知度向上に取り組んでいきたい。

が活動しております。色んな人材の宝庫であり、その中で卒業生同士の
する時には、しっかり元通りに活動できるようにしていくことが大事だと考えま

れぞれの支部で活動が制約されているところが大半の状況です。支部活動を再開

今年度の定期総会も開催できなかったことは非常に残念に思っておりますし、そ

交流の場を提供したり、会員のネットワーク構築やビジネスに繋げてい

おります。また、全ての都道府県に支部を作りたいというのが私の目標

若い世代にもアプローチし、校友会活動に参加してもらいたいと考えて

上げていこうと取り組んでおります。その制度を大いに用いることで、

学生に向けての奨学金制度や、福利厚生サービスも新設し校友会を盛り

校友会の認知度を高めるということが一番大事だと思っております。在

女性会員が少ないことが残念でなりません。そのためには、在学時から

る中、実際に活動している若い方が少ないことが課題であります。特に

を聞きながら新しい校友会

活 か し つ つ、 各 支 部 の 意 見

までの校友会の活動実績を

が 不 可 欠 だ と 思 い ま す。 今

な ど、 校 友 会 のＤ Ｘ の 推 進

インを活用した参加者増加

い う 点 に つ い て は、 オ ン ラ

てもらうために、校友会の支部助成制度を設けております。また
コロナと
with

す。校友会としてはそうした動きにくさからの脱却、今後はもっと活発に活動し

万人を超えており、海外の支部を含め１ ５の支部

会長

万人の卒業生がい

校友会員の総数は

昭和 46 年 理⼯学部卒業

通学している現役学生に対し、食材の無償提供

を実施することを決定いたしました。

くことが校友会の一番の強みです。しかしながら、

でもあります。どこの支部も活発に活動するにはどうあるべきかという
の形を作っていければと考
えております。

校友会をもっと活用し、
メリットを感じて欲しい。

ことを、しっかり取り組んでいきたいと思っております。

新たな支部区分「多様性支部」の
新設により、若手卒業生の獲得へ。

卒業生は各分野に多数おられるので、
その分野でしっかりご活躍いただいて、

つの魅力になると思います。在学生の皆さんに

母校のブランド力向上に貢献してもらうことに期待しております。
ひいては、
学 生を 大 学に引 き 付 ける

には様々な会社経営者もおりますし、ぜひ利用してください。

ンシップを通じて仕事を体験することは有意義なことだと思います。卒業生

うに、
自分に合った仕事を見つけて欲しいと思います。そのためにはインター

ことですね。これから就職活動をする学生の皆様には、ミスマッチがないよ

トがあるということを理解してもらい、校友会に積極的に参加してもらう

は、様々な支部が活用できること、校友会と関わることでたくさんのメリッ

1

支部区分に「多様性支部」が新設されたことは、

つの区分で

大変重要なことだと認識しております。今までは
地域支部、職域支部、専門職支部の
活動しておりましたが、趣味やゼミ単位、ＳＤＧ
ｓ 等の活動を含めた、色んな支部ができればもっ
と活性化するのではないかと考えています。若い
人は特に興味があると思いますし、今後も期待し
て見守っていきたいと思います。

１００億円の目標寄附金額に向けて
大学と連携して取り組む。
創立１００周年は一大イベントになると予想して
おります。大学は１００億円を目標寄附金額に掲
げ取り組んでおりますが、校友会としても会員の
皆様に協力を呼び掛けております。その一環で、
校友会の中に創立１００周年に向けた募金委員会
を設置しております。私自身も数年前から目標を

思いです。

7

⻄ 村 松次
近畿大学校友会では、下宿など親元を離れて

55

新型コロナウイルス感染症に伴う在学生への食材支援決定 !!

6
7

決めて、毎年寄附させていただいておりまして、

少しでも未来の校友会員に支援をできればとの

55

１００周年に少しでも貢献できればと思います。

近畿大学卒業生企業による「オンライン採用説明会 & 面談会」を開催。卒業生ネットワークが、
在学生のキャリア支援につながっている。（令和 2 年度実施）

3

建設・不動産支部は「近大周辺清掃 DAY」を実
施。感染症対策を講じた上で、積極的な地域貢
献。

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、

卒業生や在学生に
さらなる価値を見出すために。
進化し続ける近畿大学校友会

校友会会長挨拶

学校法人近畿大学創立 100 周年記念事業募金概要

銘板・芳名録の掲載について

学校法人近畿大学創立 100 周年
記念事業募金概要

ご支援いただいた皆様のご協力に感謝し、記念サイトにご芳名を掲載させていただきます。
また、ご寄附の累計が下記の金額に達していれば、銘板及び記念碑にご芳名を掲載し、末長く顕彰させていただきます。

【銘板】

【記念碑】

個人様：10 万円以上

個人様：300 万円以上

団体様：50 万円以上

法人様・団体様：

法人様：100 万円以上

名

1,000 万円以上

募金目標額：

※イメージです。

※イメージです。

※芳名録等への掲載は、寄附申込書に記載いただいたお名前で掲載させていただきます。
（法人様・団体様に関しましては、法人名・団体名のみ掲載させていただきます。）なお、「掲載不可」と記載いただいた場合は、掲載いたしません。
※銘板及び記念碑の設置場所等に関しましては、設置時期になりましたら創立 100 周年記念サイトにてご案内いたします。

個人でご寄附賜りました方には、附属農場産の近大マンゴー（愛紅またはアーウィン）、近大みかんといった農産品や水
産研究所産の養殖魚の加⼯品をはじめとする特産品や産学連携商品、平成 25 年（2013 年）に開店した、
「近大卒の魚
と紀州の恵み 近畿大学水産研究所」
（大阪店及び銀座店）でご利用いただける寄附者様限定コース御食事券等、ご寄附
の累計額に応じて、近畿大学ならではの記念品を謹呈いたします。

累計 3 万円以上

募金の種類： 【個人様】1 口 5,000 円（なるべく複数口のご協力をお願いいたします。）
募 集 期 間：
申 込 方 法：

近大マンゴー

累計 5 万円以上

累計 100 万円以上

【法人様・団体様】1 口あたりの金額は特に定めておりません。

平成 29 年（2017 年）10 月 1 日〜令和 8 年（2026 年）3 月 31 日
下記をご参照ください。

団体様（支部・同窓会・クラブ OB 会等）

記念サイト内の専用ページまたは「寄附申込書兼振込用紙」
にてお申込みいただけます。インターネットでのお申込み
の場合、以下の支払方法をご利用いただけます。
「寄附申込
書兼振込用紙」については、必要部数をご準備いたしますの
で、創立 100 周年記念事業企画室へご連絡ください。
⑴クレジットカード

⑵コンビニ支払

累計 500 万円以上

法人様

の

他：

学校法人近畿大学へのご寄附は税制上の優遇措置の対象です。

創立 100 周年を機に益々発展する近畿大学をご支援ください

近畿大学病院 PET 検診

（PET/CTがん検診コース）

「寄附申込書」をお送りいたしますので、創立 100 周年
記念事業企画室にご連絡ください。記念サイトからもダ
ウンロードしていただけます。なお、校友会の各支部員
様が、各自で所属支部のお名前を付してご寄附いただく
場合は、記念サイトからのお申込みも可能です。

損金算入にあたり、「受配者指定寄付金」もしくは、「特
定公益増進法人寄附金」をご選択いただき、該当する「寄
附申込書」をご提出いただく必要がありますので、事前
に創立 100 周年記念事業企画室にご連絡ください。

累計 10 万円以上

そ

累計 50 万円以上

100 億円（内、医学部開設 50 周年事業募金で 50 億円）

近大みかん

無添加みかんジュース「100% 近大です。」

近畿大学水産研究所
寄附者様限定コース御食事券

学校法人近畿大学創立 100 周年記念事業募金

個人様

近畿大学ならではの記念品

オリジナルブックマーカー

称：

記念事業は令和 3 年（2021 年）4 月現在の計画であり、今後更に充実させていく予定です。下記使途に限らず、本法
人にご一任いただくことも可能です。その他、本学が設置する各附属学校等の教育環境整備や本法人が行う社会貢献活
動などに充当する場合があります。
学校法人近畿大学創立 100 周年記念事業
事業 No.
1. キャンパス施設設備整備の実施

事業名称

1-1 【東大阪】超近大プロジェクト（東大阪キャンパス整備計画）
1-2 【東大阪】記念会館、クラブセンター整備

※累計 1,000万円以上は
プレミアムコース
※領収書送付時には金額を問わず寄附者様全員にオリジナルグッズを同封してお贈りいたします。
※記念品は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※記念品は、ご寄附の累計金額に応じて謹呈いたしますので、複数回ご寄附いただいた場合でも該当金額の記念品のお渡しは 1 回のみとなります。
※近大みかんや近大マンゴーなどの農産品や特産品は、毎年 3 月 31 日を締日とし、締日段階でのご寄附累計額に応じた記念品を、ご寄附賜りました翌年度
の収穫時期に発送いたします。

1-3 【奈良】農学部多目的ホール「つながる館」建設

1-4 【福岡】福岡キャンパス（産業理⼯学部・九州短期大学・福岡高等学校）整備計画
1-1

東大阪キャンパス整備計画

創立 100 周年記念館（仮称）の設置
スポーツの殿堂、不倒館等、近畿大学の歴史を知ることのできる施設

サテライトオフィス 大阪センター（仮称）の設置
4. 近畿大学の在学生・卒業生の活動拠点となる施設
（就職活動支援、産学連携支援、校友会活動等の卒業生支援、本法人の教育・研究活動支援）

お問い合わせ先 学校法人近畿大学 法人本部創立 100 周年記念事業企画室
〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3丁目 4-1 TEL : 06-4307-3112 FAX：06-6723-7690
Email : 100thanniv@itp.kindai.ac.jp

9

体育館建設

医学部・近畿大学病院移転（医学部開設 50 周年事業）
2. 医学部・近畿大学病院の泉北ニュータウン（堺市）への移転及び移転に伴う施設・設備の
充実、教育研究活動支援、学生支援の充実
3.

■ 詳しい情報は、学校法人近畿大学創立 100 周年記念サイトをご覧ください。

■ 医学部開設 50 周年事業募金については、次のページ（P.10）をご覧ください。

1-5 【広島】⼯学部食堂改修計画／広島高等学校・中学校・福山校

5

世耕弘一奨学金（仮称）の創設

世耕弘一奨学金（仮称）の創設
5. 「学びたい者に学ばせたい」自ら苦学した経験をもつ創設者、世耕弘一の想いを受け継ぐ
奨学金制度の創設

8

学校法人近畿大学
創立 100 周年記念事業

医学部・病院開設 50 周年事業募金

画像はイメージであり、今後変更になる可能性があります。

近畿大学医学部は、2024 年に開設 50 周年を迎えます。2025 年には医学部・病院の泉ヶ丘移転を計画しております。
そこで医学部では、医学部開設 50 周年事業募金を立ち上げました。これは、2025 年に 100 周年を迎える学校法人近
畿大学の創立 100 周年記念事業の一環です（事業 No.2 医学部開設 50 周年事業募金）
。医学部の使命として、今後の
医学教育・研究・診療を発展させ、将来を担う人材を育成し、地域医療の充実と日本の医療の発展に貢献してまいります。
何卒、医学部 50 周年事業の趣旨にご理解とご賛同を戴き、格別のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

募金内容

⃝教育研究への寄附

⃝施設設備への寄附

⃝医療施設設備への寄附

⃝大学主催行事への寄附

最先端の研究活動を支え、未来の医療を切り開く
日々進歩する医療を学ぶ施設として、常に最新の環境を提供

キャンパス整備や施設整備など学びの場の充実
在学生と卒業生を結ぶ絆を育み、近大精神を受け継ぐ

⃝学生支援への寄附

部活動や国際交流など、学生の人格形成に有意義な学生生活を支える

医学部開設 50 周年記念募金

お問い合わせ先

近畿大学医学部・病院運営本部
総務広報課 募金係

TEL 072-366-0319

学校法人近畿大学創立 100 周年記念事業募金
学校法人近畿大学
法人本部創立100周年記念事業企画室

〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377-2
Email : syomu@med.kindai.ac.jp

お問い合わせ先

TEL 06-4307-3112

〒577-8502 大阪府東大阪市小若江 3 丁目 4-1
Email : 100thanniv@itp.kindai.ac.jp

■ 創立 100 周年記念事業募金については、前ページ（P.8 〜 9）をご覧ください。
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阪神の近大コンビが思い出を語る

現在プロ 年目を迎えた大ベテラン糸井嘉男選手、今年卒業したばかりのルーキー佐藤輝明選手の存在

卒業して良かったと思うことは何でしょ

卒業生としての近畿大学の魅力、近大を

歌 山 キ ャ ン プ を 見 に 行 っ て「 糸 井 さ ん、

ですよ。自分のマネージャーが近大の和

な、「 え ぐ い や つ が お る 」 っ て 聞 い た ん

は阪神タイガースに欠かせません。そんなお二人に在学中の思い出や二人の関係性について伺いました。

うか。
佐藤ヤバイっすよ」と。内心そんなこと

お二人はどのような学生生活を送りまし

糸井さん
糸井さん
あるかいって思っていたんですけど、そ

たか。

あまり学校には行っていなくて、野球に
う思っています。今近大って人気じゃな
こから自分も注目するようになりました

自分は単位が取れていたので

集中していましたね。スポーツ推薦は重
いですか。受験者数めちゃくちゃ多いん
ね。大学の時から佐藤は研究熱心だった

行ってよかったのは絶対にそ

宝されていたので調子に乗っていました
でしょ？
佐藤さん
月で何かめちゃくちゃ変えているん

んですよ。ドラフトかかってからの数カ

（笑）
。学食を食べに行くだけとかもあり

もあるし、
近大ってすごい有名だし、「あ、
で す よ。 本 当 は も っ と ヘ ボ

大学自体の勢いみたいなもの

佐藤さん
近大卒なんや」って言ってもらえること
かったんです。プロに

ました。
オムそばがお気に入りでしたね。

し た。 ち ゃ ん と 授 業 も 出 て い ま し た よ。
もありますね。他に近大卒の人がいっぱ

僕は学校には割と行っていま

時代とともに出席が厳しくなったのかな
対応しようって自分で

ら。 守 備 は 一 軍 で 全 然 い け る に し て も、

バットに当たる？」って言ってましたか

コーチや近大の監督なんかも「ここまで

ながら研究していました。

佐藤さん

糸井さん

す。

糸井先輩の動画なども見

打撃の構えも違うしね。

や っ て き て る。

いいるっていうことですかね。
高校どこ？と答えてもわかっ

次に、お互いの印象についてお聞かせく

ますね。

らわかってもらえるみたいなことはあり

てもらえないけど、大学は近大と答えた

糸井さん

と思いますね。

年生の春の選手権に出るこ

在学中の印象的な出来事があれば教えて

ください。

佐藤さん

ちにＴシャツを作ってくれたのです。そ
ださい。糸井選手は、佐藤選手の近大野

とになって、その時に糸井さんが自分た

んなことしてくれるんや！ってすごい印

佐 藤 選 手 が 阪 神 タ イ ガ ー ス に 入 団 後、

球部での活躍を知っていましたか。また、

糸井さん
キャンプや公式戦でのご活躍などどのよ

象に残っています。

で。あとその時の野球部が弱かったんで
うな印象をお持ちでしょうか。

バッティングはまだ未知数なとこある
糸井さん はじめはジャイアンツに

母校はやっぱり見ているの

すよね。自分がチームにできることをし
年生になってからか

糸井さん

し、粗削りでも当たったらめちゃめちゃ
行っとけよと思いましたけどね。東

特に

ただけですよ。

飛ぶんで見てたんですけど、ドラフトか
発ぐらいいくぞ

平成 16 年 商経学部卒業

えてキャンプに入って来ているのがわか

ての差がそれぐらいあるんです。色々変

感じなんですよ。動画見て、キャンプ見

来多分、球界を沸かす、選手になる

入ってきて一緒に野球ができて、将

と。 で も こ う や っ て 大 学 の 後 輩 が

佐藤さん 一番大

そうですね、大学野球を引退

と 思 い ま す し、 一 緒 に プ レ ー で き て よ

佐藤さん

逆に、佐藤選手から見た糸井選手の印象

ホ ー ム ラ ン 王 を 獲 る 」 で す。

してからキャンプの間にプロとして対応
す る た め に や っ ぱ り 色 々 変 え ま し た ね。

チームとしては優勝っていう
の は も ち ろ ん 目 指 し て や っ て い き ま す。

を教えてください。
佐藤さん

「毎年のようにホームラン王になる」そ

近大の先輩なのでもちろん

ずっと見てましたし、近大っていうより

ういう選手になるのが一番の目標です。

ラ ン ク と か だ っ た ん で（ 笑 ）。 今 こ う し

イメージで、特に肩とかパワプロでもＳ

メッセージをお願いいたします。

最 後 に、 近 畿 大 学 の 卒 業 生 に 対 し て の

（笑）
。

張ってください。

ながら、学校で学んだことを活かして頑

いると思うので、そういう縁を大切にし

佐藤さん どこに行っても近大卒の人が

ださい。

ことを乗り越えて夢に向かっていってく

ない精神力がついたと思うので、色んな

学を出られたということで、何にも屈し

糸井さん この長い人生の中で最高の大

や っ ぱ り 阪 神 タ イ ガ ー ス で、
位で進んで、日本一を目指して頑張っ

糸井さん

だけますか。

お二人の今後の目標について教えていた

す。

て一緒に話せているのも感謝していま

だったんです。走攻守すごいなっていう

小学校の時から憧れのスーパースター

前とは全然違うと自分でもそう思いま

やっぱり「個人として

りましたね。当たりやろ？

京ドームだったら

糸井 嘉男さん
令和 3 年 経営学部卒業

きな目標としては

段ぐらい上がっている

佐藤 輝明さん

かったと本当に思っています。

かって数カ月で

Itoi Yoshio
S a t o Te r u a k i

4
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て近大通りでパレードすることですね
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1

ⓒ 阪神タイガース
今回の取材のために当時のユニフォームを着ていただきました。
（令和３年７月取材）

KINDAI PEOPLE in Tigers
活躍卒業生インタビュー

Kindai Picks
この記事を

でくわしく
読もう！

学生起業家

テーマに対談していただきました。

社員

にし

社長

ベンチャー起業家

座 談 会

「大学から起業家を増やすためにはどうすればよいか」を

対談

5 年で 100 社の起業家の立ち上げを目指す近畿大学。

な つき

西 奈槻さん
すするか、すすらんか。
店長・農学部 3年生

みなと りゅう た ろ う

湊 隆 太朗さん
株式会社スマレジ
取締役副社長
平成 13年 理⼯学部卒業

Kanda Kazuchika

Murao Kazunori

Okamoto Yoshiki

職域支部の大末建設支部に伺い、社長と社員の立場から
普段は恥ずかしくて言えないようなことを、ざっくばらんに語っていただきました。

Q1 まずはお二人の現在活動されていることについてお教
えください。

Q3 そもそも起業の障害になっている原因は何だとお考え
ですか。

SaaS モデルで iPad などを使った POS レジシステ

湊さん

大学に入って企業に就職できるチャンスもある中、

ムを提供している会社を運営しています。最初に作った

自分で起業してうまくやっていけるかわからない。起

のが 10 年前、当時は iPad のレジはほとんどありませ

業することで大手に入社できなくなる不安もあるだ

んでした。そこでプログラマの駆け出しの時に POS レ

湊さん

ジを作った経験があったので、その経験をもとに手軽に使えるレジが

い。起業している人が周りにいっぱいいれば全然ハードルは高くな

あると便利だなと思い、
「スマレジ」を開発しました。最近では様々

いだろうし、困ったら相談できるので、
「起業してみよう！」とな

な場面で iPad を使ったレジが普及しているのでイメージが湧くかと

ると思う。

思いますが、レジのシステム以外にも飲食店であればオーダー管理

まさにその通りです。日本人はマジョリティが正し

だったり、勤怠管理だったりとかの事業サービスも展開しております。

いと思うし、就職する人が多いとその選択肢しか僕ら

「すするか、すすらんか。
」は学生が営むラーメン
店で、
店の看板メニューは「麻婆豆腐ラーメン」です。
西さん

大学生には見えていないと思います。就職しないって
西さん

安定する道に行け」と言われるので、自分たち世代は挑戦しにくく

いったらいいか何もわかりませんでした。そんな中、

なっていますね。今の世の中と昔とで状況は変わっているので、も

大学生が店をやっているっていうのを皆さんに知ってもらって、そ
ういうのに興味を持った大学生がたくさん来るようになり、交流会
をしたりとか、普通のラーメン屋ではないような空間を作っていま
す。今はそこに価値を見出してやっています。

う少し社会を見て子供世代に言ってほしいなと思います。

Q4 近大生の起業家を増やすためにはどうすれば良いと思
いますか。

例えば就活や卒業のタイミングで起業となればリ

Q2 現在、近畿大学は起業家を増やすチャレンジをしてい

ますが、起業やサービスをはじめる上で近大生、近大
卒業生であることをプラスに感じることはありますか。
自分がやっていることに対して共感してくれる
し、
「やわらかい」ですね。ストレートに応援して

スクは高いと思うのですが、1・2 年の時にトライし
てみて自分が向いている、向いていない、うまくやっ
湊さん

「起業して失敗したら」とリスクを感じる方も多い
る方たちに向けて、まずは短期間でもチャレンジで

西さん

たことはほとんどなかった様に思いますが、今は大学自体が起業に
対して前向きに一緒に考えてくれているのがわかりますし、とても
プラスになると思います。

村尾さん 本当は建築設計の仕事がしたくて、この会社に入

わることになりました。

ことを言わせてもらっているので非常に助かっています。

社しました。結局設計の仕事はせず、現場での施⼯管理に携
神田さん 理⼯学部ゴルフ部だったのでゴルフ場作りをした

在です。話しやすくする雰囲気作りもお上手ですし、好きな

回も配属されず、色んな管理部門に配属されており、想像と

村尾社長から見て、神田様、岡本様の凄いところや今
後期待することはどういったところでしょうか。

められると思ったら、そんなことはありませんでした（笑）
。

人の面倒見がよくて、社員が私には話さないことも彼が話を

いなと思い、施⼯管理希望でゼネコンに入ったのですが、１
全く違いますね。今は、人事担当なので、自分の配属先も決

村尾さん 神田さんは一言で「ええ奴」なんです。温厚で特に

岡本さん 自分は地元や周りが建築業の方が多かったことも

聞いてくれるということもよくあるんです。何百人もいる社

た時に営業かなと学生の頃から思っていました。

ています。これからは私の片腕になっていってもらえたらな

あり、技術職ではなく、自分に向いている仕事は何かと考え

員のことをよく把握しているので、よくアドバイスをもらっ

と思います。

神田様、岡本様から見て、村尾社長の尊敬するところ
はどういったところでしょうか。

岡本くんは私にも率直に思ったこと、感じたことを話して

くれるし、逆に彼にもこうしなさい、ああしなさいとも言え

岡本さん 最初お会いした時はツッコミが鋭くて話しやすい

るのはいい関係だと思います。
「僕がやります」とか「何でも

断が的確だと思います。村尾社長はチャレンジという言葉を

一番適しているので、若手営業の中でも先頭を走っていると

つつ新しいことにも挑戦する風に変わったんですね。新しい

なってくれるだろうと期待しています。

しい施⼯方法などに取り組めという話も出ます。その挑戦が

この記事を Kindai Picks で
くわしく読もう！

人だなと思いました。向上心が高い方だなというのと状況判

すごく発信されていまして、会社が、今あるものを大事にし

言ってください」など前向きに対応してくれます。営業マンに

思います。このまま人脈が増えていったらトップ営業マンに

ものに挑戦したらそれもちゃんと評価してもらえますし、新

無謀にならないように、状況判断をして、根拠づけもしっか

のですが、自分がいざ起業したいと思った時、大学

村尾 和則さん

がすごくバックアップしてくれるっていうのをチャレ

代表取締役社長
昭和 63年 理⼯学部卒業

ンジしないと知れなかった。だから高校生ぐらいから

知っておく必要があるかなって思います。
実は先ほど代表とも話をしたのですが、起業へのリ
スクを感じるのがネックであれば、スマレジとして、

あればと思います。大学側はそれに参画したいという企業とタイ
志す方が増えるんじゃないかと。自分自身、学生時代に起業を考え

神田さん 社長という立場ですが、偏見なく直接話を聞いて

いただき、判断も早く誘導してくださいますので、頼れる存

普通は就職するために大学に入る人が多いと思う

きる機会を提供するなどバックアップできる環境が

アップし、起業のリスクを減らす取り組みを行えば、自ずと起業を

りされているので尊敬しています。

あれば良いのかなと。

西さん

と思うので、私たち企業側としては不安を抱えてい

ていけるかどうかを探りながら、就職の道も残しつ

つというのもありなんじゃないかと思いますので、そういう機会が

くれるのはうれしいですね。

湊さん

いう道を選ぶと、
上の世代のほとんどの方は「危ないよ、

最初は友達の中でしか発信できなくて、どうやって
若者が結構来てくれて、若者が集まる場になっていったんですけど、

15

ろうし、そもそも起業している人が割合でいうと少な

学生時代に思い描いた将来と、大末建設でのお三方の
現在はいかがでしょうか。

何かあった時に近大生をバックアップすることも考え
湊さん

ています。企業として近大とタイアップして取り組ん

でいきたいですね。
この記事を Kindai Picks でくわしく読もう！

神田 和親さん
人事部副部長
平成 5年 理⼯学部卒業

岡本 幸樹さん
大阪本店営業第 2部
平成 27年 経営学部卒業

Daisue Kensetsu Co., Ltd.
14

Active graduates today

モアコスメティックス株式会社 代表取締役
昭和 56 年 理工学部卒業

ヤフー株式会社ではどのようなお仕事
ターネットショッピングを盛り上げてい

画できたこと、全国の小売事業者とイン

実際に予約したり、ものを買ったりする

たか。

どのような学生時代を過ごしていまし

く日々は刺激的でやりがいがありました。

をされていますか。
ヤフー株式会社はメディア事業だけで

Ｅコマース（電子商取引）のサービスに
「ザ！大学生」でしたね。３６０日ぐらい

なく、ユーザーがスマホやＰＣを使って

も注力しております。

イアント様の売り上げアップのお手伝い

所属し、現在は、ご出店されているクラ

会もして、たくさんの近大生と交流があり

画部にも入っていて、バイトもして、飲み

舞台芸術の授業も楽しかったですし、映

長瀬にいる感じでした。

をするコンサルティング営業本部の責任
ました。大規模な大学に通っていることを

私は入社以来ヤフーのコマース部門に

者をやっております。

今までのキャリアで一番達成感のあっ
生まれ変わっても近大に通いたいですね。

生活を送ることができたと思います。また

本当に満喫していて、ドラマのような大学

たお仕事は何でしょうか。
「Ｅコマース革命」に携われたことを誇

本のインターネットショッピングはもっ
れているんじゃないかなと思っています。

近大出身の女性はすでに十分に活躍さ

近大出身の女性がもっと社会で活躍す

と自由で開放されたものであるべきだと
女性の人数が少ないから活躍している

るために何が必要だと思いますか。

いう趣旨で、有料で展開していたＥコマー
人が少ないように感じるだけではないで

りに思っています。２０１３年に弊社会

スのシステムのほとんどを無料にしまし
しょうか。活躍されている女性の卒業生

長であった孫正義が発表したもので、日

た。日本のお買い物をもっと便利に活性
がもっと発信することで後輩たちに刺激
や勇気を与えられると思いますし、私自
身も活躍されている他の女性の皆様にた

香粧品支部長を務めていらっしゃいま

でのパッチテストや細胞テストをしてい

は 一 人 前 と い わ れ る ま で に 約 ３年 も か か

も多くいます。ところが、香粧品研究者

就職していて、第一線で活躍している人

に 提 供 で き る か を 考 え 続 け て き ま し た。

い洗浄剤を開発し、それをいかに消費者

なった時に、自分を実験台に肌にやさし

思いました。以前、洗浄剤アレルギーに

バイスができると思いますから、遠慮な

の人たちが持っている夢を実現するアド

友会を支援したい、それだけです。校友

私は、ただ近畿大学を応援したい、校

亀田様の今後の目標を教えてください。

10

17

この記事を

でくわしく
読もう！

榎本寿枝さん

ヤフー株式会社 COO ショッピング統括本部
営業 1本部 本部長
平成 11年 文芸学部卒業

私が以前からやっていることは
SDGs と同じだった。

くさんの刺激をいただいています。

会社設立当初より、肌に刺激のないシャ

すが、活動内容について教えてくださ

に気づいたのです。

ンプー、トリートメントや化粧品づくり

ますが、高い安全性が証明されています。

るため、実践に役立つ基礎知識を１から

応用化学出身者の多くが香粧品関係に

い。
時間肌につけたまま

アレルギーをお持ちの人も、健康な肌の

教えてくれる学科を近畿大学に作っても

トリートメントは

人も不平等さを感じずに、一緒の生活が

らえるように行動したのが、香粧品支部
発足の始まりです。活動としては、就職

紹介したり、香粧品支部会員が近大と連

貴社のＳＤＧｓ の取り組みと、取り組み

ＳＤＧｓ という言葉もない時代に、琵

携して商品開発をしたりなど、専門職支

のお世話をしたり、リエゾンセンターを

琶湖の水を守る取り組みに参加したのが

部にしかできないことをしています。

始めたきっかけを教えてください。

きっかけです。環境も人も守られた世界

その後、ＳＤＧｓ が世界の目標とされた

くなんでも聞いてください。今、事業準

でみんなが同じ生活ができたらいいなと

時、私がやってきたことはＳＤＧｓ 目標

ていただければうれしいですね。

ますので、役に立つ頼りになる先輩と思っ

備委員会の委員長もさせていただいてい
6

H i s a e
E n o m o t o

化するというミッションの立ち上げに参

モアコスメティックス株式会社の事業内

でくわしく
読もう！

を 行 っ て き ま し た。 当 社 の シ ャ ン プ ー、

容を教えてください。

この記事を

送れる製品だと思っています。

24

と同じだったということ

・ ・ ・
3

また生まれ変わっても
近大に通いたいですね。

亀田宗一さん
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近畿大学の建学の精神を受け継ぎ、様々な分野で活躍をする卒業生にお話を伺いました。

いま
卒業生の
活躍卒業生インタビュー

dai
Kin

Global Proj
ect

新支部
活動開始 !

海外支部・留学生イベント

近大発グローバル人材の今とこれから
登壇者

蔡淳安さん
劉慧明さん

て
に向け
バル化
グロー
を
ベント
交流イ
今後も
す
いきま
催して

司会

薬学部 5 年生
昭和 52 年商経学部卒業

汐田新介さん 昭和 60 年商経学部卒業
秋内大典さん 令和 2 年国際学部卒業

モデレーター

山本温人さん 国際学部 3 年生
ヴートゥンランチーさん

国際学部 3 年生

台湾貿易センター大阪事務所

部長

左から山本さん、劉さん、秋内さん、チーさん、蔡さん
汐田さん（モニター中央）

た

しんすけ

卒業生数 万人を超える近畿大学において、グロー

バルに活躍する卒業生との繋がりを持つため、在学中

から留学生とのネットワークを構築し、海外支部の発

やまもと は る と

展、支部新設につなげること。また、卒業生を通じて

今日は自分にとってもいい機会になって、
改めて自分が考えていること、目標を言
葉にして話すことで再認識できたのでこ
れからもこういった交流の場を作っていた
だいて話していけたらいいなと思います。

留学生の支援につなげることを目的とし、７月３日

秋内大典さん

ました。記念すべき第１回目は、行政・ビジネス分野

代表

あきうちだいすけ

でグローバルに活躍されている、ユニークな登壇者３

東邦レオ株式会社／ NGO 大和

名と国際学部の現役学生２名のトークセッションが行

※オンラインで参加

われ、終了後に感想を聞きました。

汐田新介さん
ロサンゼルスから参加できましたこと
大変嬉しく思います。
これから世界へ羽ばたく方達に少し
でもお役に立てたら幸いです。

（土）に国際交流委員会主催の本イベントが開催され

しお

55

英語村でトークセッションイベント初開催！

デルタ航空ロサンゼルスベース
国際線客室乗務員

「近大発グローバル人材の今とこれから」が催された。

今回このプロジェクトにはじめて
参加させて頂きまして後輩の皆さ
んと交流できて嬉しく思います。
これからも校友会宜しくお願いし
ます。

よろしぶ

インでの支部立ち上げの様子を取材、 女性
支部長の横尾さんにお話を伺いました。

さ い じゅん あ ん

ヴートゥンランチーさん

山本温人さん

蔡 淳 安さん

今日は先輩方からたくさんのお話を聞いて自
分がもっと勉強しないといけないとわかっ
て、グローバルで活躍するために必要なこ
とや、今から自分がやらなければいけないこ
ともわかりましたのでこれから頑張ります。

普段話す機会がない方々と話す機
会ができモデレーターとしていい経
験ができましたし、また気持ちを新
たに頑張らないといけないと思いま
した。

イベントは緊張しながら司会させ
ていただき、皆さん優しく迎えてく
ださり、いい機会・ご縁もありまし
て、また次回もお会いできればと
思います。ありがとうございました。

私 が KINDAI サ ミ ッ ト -woman of K- に
参加させていただいたのがスタートで、ОＢ
やОＧが集まっているものがあるのだという
ことを知ったのがきっかけです。若手・女性
の支部がないし、せっかく近畿大学という大
きい母体があるにも関わらず、卒業後誰とも
繋がらない。女性は特に仕事で繋がるという
こともないので、これから社会に出る若手と
何かできないかというところで支部を設立
しようかと思いました。You only live once
（人生一度きり）楽しんで活動していけたら
いいなという意味でネーミングしました。

YOLO 支部の活動内容を教えてく
ださい。
大人と学生が交流することが大事だと思っ
ており、それをメインにやっていきたいと
思っています。大人が話をするのを聞く機会
が今の若者にはあまりないので、社会人が何
を考えて働いて、何を大事に生きているのか
を肌で感じてもらう機会を作っていけたらと
考えています。ОＢ・ОＧ関係なく、得意分
野の人がセミナーなどを開催して、人との繋
がりを広げていきたいです。

YOLO 支部の今後の展望について
教えてください。
たとえ一人で入学したとしても、近大は
一人でもウェルカムな雰囲気の大学だし、
近大には面白い人がたくさんいるというこ
とを知ってもらいたいと思っており、近大に
入る１つの指標にできたらと思っています。
いいところに就職したいなら、卒業生の大
人と繋がることで自分の人生が開けるし、
学生のうちから生き方をもっと考えていく、
在学生も校友会準会員なのだと感じてほし
い。それを高校生の人たちにもっと伝えて
いって近大のイメージアップになれば良い
なと考えています。
よこ お

か

な

横尾香奈さん
19

部」が誕生しました。 コロナ禍で初のオンラ

YOLO 支部設立に至る動機や経緯
を教えてください。

りゅう け い め い

劉 慧明さん

ＹＯＬＯ支部とは？

2021 年 7月に新しい校友会支部「YOLO 支

平成 18 年 生物理工学部卒業

この記事を Kindai Picks でくわしく読もう！
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全国経済産業リーダーズクラブ

近 畿 大 学 校 友 会

近畿大学校友会

全国経済産業リーダーズクラブ

支 部 一 覧

地域支部
北海道エリア

東北エリア

・北海道総支部

【代表挨拶】

関東エリア

北信越エリア

・青森支部

・東京支部

・千葉県支部

・福井県支部

・石川県支部

・宮城県支部

・神奈川県支部

・茨城県支部

・富山県支部

・新潟支部

・埼玉県支部

校友の皆さま、お元気にお過ごしでしょうか。
近畿大学校友会全国経済産業リーダーズクラブ代表を仰せつ
かっております、昭和 51 年理工学部卒業の髙須康有（たかす
やすとも）でございます。
本クラブは、近畿大学校友会の支援団体として組織され、母校、

近畿エリア
・大阪狭山支部
・柏原支部
・大阪梅北中央支部
・川西・猪名川支部
・香芝支部
・熊野新宮支部
・和歌山県海南海草支部
・泉大津・高石支部

近畿大学との「産・官・学」連携事業や、社会の第一線で活躍
されている校友相互の親睦を深めることを目的に、全国 5 地区
（関東、東海、関西、中国、九州）にて活動しております。

が続いておりますが、アフターコロナに向けて活発な活動が展開できるよう、会員相互の継続的な交流

・貝塚支部
・赤穂支部
・奈良県北部支部
・和歌山県御坊日高支部
・和歌山県那賀支部
・京都市支部
・大阪市東成支部
・東大阪支部

・静岡県支部
・三重県支部

・香川県支部
・愛媛県東予支部
・徳島県支部

・愛媛県南予支部
・高知県支部
・愛媛県中予支部

会のネットワークは魅力ある人材の宝庫であります。全国経済産業リーダーズクラブとしましても、母
校近畿大学のさらなる発展、また将来の校友となる在学生への支援を行い、母校のブランド力を向上さ

・池田支部
・寝屋川支部
・富田林市支部
・泉南支部
・尼崎支部
・滋賀県支部
・大阪市生野支部
・大阪市阿倍野支部

・豊中・箕面支部
・八尾支部
・泉佐野支部
・河内長野支部
・神戸支部
・但馬支部
・奈良県中南部支部

中国エリア
・島根県支部
・岡山県東備支部
・広島県因島支部
・広島支部

・広島県三原支部
・広島県芸南支部
・山口県支部
・鳥取県支部

四国エリア

を図っております。
「人脈や絆」の重要性が日増しに強まる時代において、55 万人を超える卒業生を有する近畿大学校友

・高槻・島本支部
・和泉支部
・中華民国在日支部
・和歌山県紀南支部
・和歌山県橋本伊都支部
・京都北部支部
・大阪ベイエリア支部
・堺支部

東海エリア
・岐阜県支部
・愛知県支部

新型コロナウイルス感染症の拡大により、リーダーズクラブの
活動や毎年 7 月に開催しております新卒業生歓迎会も開催中止

・西宮支部
・姫路支部
・和歌山市支部
・和歌山県有田支部
・青踏女子短期大学支部
・京丹後支部
・大阪市平野支部
・岸和田・忠岡支部

・岡山支部
・広島県福山支部
・広島県呉支部
・尾道支部

・広島県瀬戸田支部
・山口県梅門会支部

九州・沖縄エリア
・大分県支部
・鹿児島県支部
・沖縄県支部

・奄美支部
・福岡支部
・長崎県支部

・北九州支部
・佐賀県支部
・熊本県支部

・宮崎県支部

海外エリア
・韓国支部
・マレーシア支部

・台湾支部
・ベトナム支部

・タイ国支部

・中国・上海支部

・アメリカ・ロサンゼルス支部

職域支部
・尼崎市役所支部

・アズビル支部

・滋賀県庁支部

・大阪青年会議所支部

・大和ハウス工業支部

・大阪府内特定行政庁ＯＢ会支部 ・行政書士支部

・和歌山県庁支部

・関西私大支部

・南海電鉄グループ支部

・三菱電機グループ支部

・トーエネック支部

・住友電設支部

・近畿地方整備局支部

・大阪府庁支部

・栗原工業支部

・コノミヤ支部

・医学部附属病院支部

・大末建設支部

・近畿郵政支部

・池田泉州銀行生駒会支部

・川西市役所支部

・丸島アクアシステム支部

主な行事

・奈良市役所支部

・会計人会支部

・きんでん支部

・摂河泉ＪＣ支部

・日経サービス支部

・東大阪市役所支部

・堺市役所支部

・大阪市小若江会支部

・三宝電機支部

・竹中工務店支部

353 名（ 関 西 157 名、 関 東 98 名、

新卒業生歓迎会（毎年 7 月開催）

・和歌山市役所支部

・高槻市役所支部

・大津市役所支部

・川崎設備工業㈱支部

・大銑支部

東海 30 名、中国 31 名、九州 37 名）

各地区リーダーズ会・懇親会（月 1 回を開催）

・奥村土木支部

・寝屋川市役所支部

・岸和田市役所支部

・大阪国税局支部

・奈良信用金庫支部

・㈱朝日工業社支部

・守口市役所支部

・司法書士支部

・岡山県梅師会支部

・橋本市役所支部

※令和 3 年 8 月現在

全国経済産業リーダーズクラブ総会（毎年 2 月開催）

・海南市役所支部

・和歌山県農協連支部

・特定郵便局近畿支部

・近大クラブ支部

・イチケン支部

・河内長野市役所ながの会支部 ・リバー産業建設支部

・農林水産省支部

・大東市役所支部

・ソネック支部

・ＬＩＸＩＬ支部

・八尾市役所支部

・奈良県庁支部

せる役割を果たしてまいりたいと存じます。
校友の皆さま、ぜひ一丸となって母校を盛り上げて参りましょう！

会員数

ゴルフコンペ・各地区ごとの懇親・交流のためのイベント（適宜開催）

・ダイキン支部

・松原市役所支部

・羽曳野市役所支部

専門職支部
・地域医療ケア支部

・技術士会支部

・建設・不動産支部

・香粧品支部

・原子力の会支部

・食品支部

・環境緑化支部

・法曹会支部

・マスコミ支部

・土地家屋調査士支部

多様性支部
・YOLO 支部

令和元年度新卒業生歓迎会様子
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入会方法

支部入会の方は右の QR コードを読み取って、フォームから申請してください。
https://kindai-koyu.jp/admission/form/
20

飲食店インタビュー

店
飲食 画
企
応援

「美味い店」物 語

Tsurumen Davis

ス

Tsurumen Davisさんのご紹介をお願いいたします。

はあまり変わっていなくて、当時は地球の歩き方っていう本を
一冊買って持っていき、ユースホステルで本の情報だけを頼り
に次の旅をする。そういう経験は今の自分に活きていると思い
ます。自分のアメリカで生きていく強さをはぐくんだのは、そ
の頃の生活だと思いますね。

ボストンという街に決めた理由は何でしょうか。

今後の展望についてお伺いしたいです。

ボストンに来たきっかけというのがラーメン店「夢を語れ」の
店主がいたのが大きいですね。日本にいた時からの知り合いで
ラーメン店起業 15 年の同期なんです。同じくらいのタイミング
で自分はハワイへ、彼はボストンでお店を始めて、色々回った
後、ボストンの彼を訪ねた時に、この街に惚れてこの街に住み
たいと思いました。古都というか 60 年代ぐらいのアメリカが
残っているような町並みに魅了されたんです。今度チャレンジ
する時は自分が住みたい場所でやろうという観点から選んだの
がボストンでした。

「全米ラーメン王に俺はなる！」ってずっと言っているのです
が、これも僕のライフスタイルで、夢って目的ではなくて人生
を楽しむための手段だと思っています。目的は今を楽しむこと。
その目的を達成する手段として夢を持つことが大切なんです。
目的は達成されているんですよ、今が楽しいので。ラーメン王
になれようがなれまいが、
それに手を伸ばす生き方を
しているので、だから全米
ラーメン王になります。

学生時代の経験が今でも活きていることはありますか。
20 歳の頃に、アメリカに一人旅をしに行った時と今の気持ち

アメリカ 420 Highland Ave
Somerville,MA 02144

店主

おおにし ます お

大西 益央 さん

「浪花そば」でも鍋料理を美味しくお召し上がりいただくため
に考案したのが「そばしゃぶ」
。細麺のそばを出汁にくぐらせる
ので、お召し上がりやすいように「振りかご」と呼ばれる小さな
かごをご用意しております。振りかごに 1 口ずつそばを入れ、
お鍋でしゃぶしゃぶしていただきます。そして和牛のお肉を
しゃぶしゃぶっとしていただいて、鰹出汁に肉汁が入ったお出
汁でお野菜を召し上がっていただくのが当店オリジナルの「そ
この記事を Kindai Picks でくわしく読もう！
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リ

ー

を喰らえ !!」に掲載されている、近大卒業生オーナー
の飲食店４店舗に取材し、お店のこだわりや学生時代
の思い出、今後の展望を伺いました。

海皇 堂島店さんのご紹介をお願いいたします。
「海皇」は昭和 49年に神戸で生まれた日本初のシーフードだけ
の中華料理屋です。中華料理にお刺身を取り入れるなど、創作的
な料理で一世風靡したお店でした。私は平成 14年まで同店で働
いて、その後、退職して難波で独立したところ、
「海皇」が倒産し
てしまい、何とかお店を残したいという思いから、平成 20年に
赤坂で再始動し、多くのお客さんから大阪にもお店を出してほし
いとのお声をいただき、現在の堂島店をオープンしました。

日本で初めてといわれる中国海鮮料理を味わえるお店ですが、
特にこだわりやいいところはどういったところでしょうか。
海皇は中国民族音楽の生演奏を入れていたお店で、赤坂店で
は月に１度のペースでクラシック音楽のディナーショーを開催
していました。また、メモリアルなお店として利用されること
も多く、約 30 年前に顔合わせの席で海皇に来たというお客様
が、その時のメニュー表を額に入れて持参されることもあった
りと、親子 2 代、3 代で利用されるお店でもあります。こだわっ
ている点としては、大阪に戻った時に作った「近畿大学」とネー
ムの入ったグラスです。これを作ったおかげか、色んな OB の
この記事を Kindai Picks でくわしく読もう！

方が足を運んでくれ、喜んでいただいております。このグラス
のおかげで校友会の繋がりも持てたと思います。

今後の展望についてお伺いしたいです。
以前と同じようにお店で生演奏をできるようにしたいです。
「海皇」というブランドを自分が続けられなくとも、誰か意志を
引き継いで守ってもらいたい。または企業さんにコンセプトを
ご理解いただきブランドを残せれたらいいなと
思っています。
大阪府大阪市北区堂島 1-4-2
ビールディング北新地 3F
Tel 06-6342-4848

あ

べ

まさひら

阿部 昌平 さん
昭和 57 年 商経学部卒業

ワッシーズ・ダイニング・スープル
ワッシーズ・ダイニング・スープルさんのご紹介をお願いい
たします。

「うどんちり」について教えてください。また、こだわりはど
ういったところでしょうか。

「そばしゃぶ」についてそばをしゃぶしゃぶするという発想は
どういったきっかけで思いついたのでしょうか。

ー

平成 12 年 商経学部卒業

うどんちり本家 にし家本店
ちり酢（自家製ポン酢）とお出汁で味わっていただく上品な味
わいの海鮮とうどんの名物鍋です。昆布を使わず、産地からこ
だわった三種の節を使った職人出汁。綺麗なお出汁が注がれた
お鍋に新鮮な山海の具材や旬のお野菜を加えて、食事を楽しん
でいただきます。お食事の〆に提供しているのが自慢の大阪う
どん。毎朝、気温や湿度によって配合を変え、熟練の職人が作っ
ています。お鍋に入れて軽く炊いて召し上がっていただきます
が、まずはざるうどんで、うどんそのものを味わっていただき
ます。お鍋の具材には豪華な山海の幸が入っていますが、この
うどんを楽しみにしておられるお客様も多いです。

ト

近畿大学×食べログのタイアップサイト「近大卒の飯

海皇 堂島店

「Tsurumen Davis」は 2018 年にオープンした、1,000 日限定
をうたったラーメン店です。1,000 日までのカウンターをお店に
設置していて 750 日を過ぎたところです。
（7 月 28 日取材）なぜ
1,000 日限定になったかというと、ハワイ、ノースカロライナと
事業的に失敗しまして、死ぬ気の本気はどうしたらいいのかと
自問自答して考えたら、終わりが見えていないとできないと思
い、ラーメンを一筋に 1,000 日間だけならできるだろうと始めた
のがきっかけです。

この記事を Kindai Picks でくわしく読もう！

近大卒業生オーナー の

元々ワインショップのアンテナショップのような形で始めたお
店です。世の中の料理ってワインに合うものばかりではないので、
自分たちが考える「この料理を食べたら、思わずワインを飲んで
しまう」っていう料理を提案して、ワインをすごく美味しいと思っ
てもらえたらいいなと。同店のショップでワインも売れるし、よ
りワインに親しんでもらえたらという想いで始めました。はじめ
はワインが飲める食堂、居酒屋のような感覚でスタートし、シェ
フも代替わりする中、レストラン形式になっていきました。経験
豊富なシェフが作るフランス料理をカジュアルな雰囲気で食べて
もらいながらワインも楽しめるのが当店の特徴だと思います。

ばしゃぶ」です。

今後の展望についてお伺いしたいです。
ここ 1、2 年で世の中の状況はガラッと変わってしまって、
色々野心もあったのですが、飲食業界は今はまず生き残ること
を第一に考えています。大阪一のうどん屋、そば屋になろうと
いうのがポリシーなので、最高のおもてなし、最高の料理を出
す、そうすれば最高の幸せが得られますよ、と社員の前でもよ
く言っています。また当店の老舗感を守って、ブランドイメー
ジを確立していきたいと思っています。

大阪府大阪市中央区
東心斎橋 1-18-18
Tel 06-6241-9221

テイクアウトの復活やデリバリーを開始するなど、時代に
沿った工夫をされておりますが、苦労された点や今後してみ
たい取り組みがあればお教えください。
洋風おせちやイベント出店などでオードブルなどを作る素地
はあったのです。コロナがきてレストランがちゃんと営業でき
ないとなって、やっぱり家庭で一番困るのが、良いワインを買っ
てきたけど、何か美味しい料理を作れないかなと思った時なん
です。うちのお店の料理をテイクアウトして帰ってもらうと、
ワインを開けて楽しんでもらえるので、Uber Eats などの導入
はスタッフには苦労をかけましたがやってよかったと思います

代表取締役社長
まんなみ とよ し

萬浪 豊司 さん
昭和 63 年 商経学部卒業

この記事を Kindai Picks でくわしく読もう！

ね。冷めてもおいしい料理の作り方はレストラン営業とは作り
方も違うし、コース料理のデリバリーオーダーが入った時は時
間に追われて非常に大変です。

学生時代に思い描いた将来と、現在の鷲谷様はいかがですか。
こういう大人になれたら楽しいだろうな！とは漠然と思ってい
ましたね。今は基本的に趣味と仕事が一致しているんですよ。そ
れって超幸せじゃないですか。自分が社長になり、自分が決めて
やったことは良くも悪くも成果として還ってくるので、やりがい
もあるし、趣味や生活をずっと続けていけるようにしようと工夫
するのは楽しいですね。ワインの世界はどんどん変わって行きま
すし、いくらでも勉強することはあります。飲んだら美味しいで
すし、一生飽きずに付き合っていける産業だと
思っています。
大阪府大阪市天王寺区
六万体町 5-13 Ｗビル ３F
Tel 06-6774-9000

店主

わしたに よしあき

鷲谷 良亮 さん

平成 5 年 農学部卒業

22

■ロゴ ̲ カラー
近大×食べログ ご案内

掲載

店舗一覧

■ロゴ ̲ カラー ̲ 英文付き

（五十音順）

鮎知
あげたち 匠の細麺 つるとんたん
あなご料理 青島食堂
天の川 なかなか
奄美
アレ×コレ
アンナの贈り物
イイエンコーヒー
伊賀牛 焼肉 えん
伊勢網元食堂
イタリアン酒場 テンパール
市島製パン研究所
いち膳
壱番亭
鰻・割烹豊りょう
えきそば
越後 叶家
エラ キンパ
お好み焼・鉄板焼 遊人里
お好み焼き なんどいや
おにぎりミーツ
おらが蕎麦
開明軒
角ハイボール酒場 ダイジェスト
雅しゅとうとう
かすみや
割烹そば 神田
かつ里
カフェ イロハコ
カミヒコウキ
ガレット
韓のおしり
北ノ酒場 TACHIPPA
きなさ
キャンパスライフ
九州の旬 博多廊
餃子鍋 A-chan 北新地
京都 中勢以 月
郷土の居酒屋 かど宗
金魚
ぎんぎん
QUAR
クィクリー
クールディーズカフェ
串揚げ居酒屋 魚武 五代目
串かつ 最善
串焼きダイニング十兵衛
ケントハウス
元禄寿司
神戸 こも亭
可緋処 雪人
コリアンキッチン シジャン
サイアムオーキッド
魚と海鮮鮨酒場 街のみなと
酒場ラジカル
酒処 色珠
酒処 角力古市
薩摩うどん
さぬき志度
讃岐製麺 麦まる
サンドウイッチ ハウス グルメ
参道テラス
シーステーション
ジービーズカフェ エリアフォー
紙音
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自家製麺 きねや
自家製麺 杵屋
自家製麺 杵屋麦丸
自家製麺処 御用
シジャン
ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ ＢＡＲ グラバー邸
しゃぽーるーじゅ
焼賣太樓
酒々菜々 遊た～ん
心斎橋ミツヤ
信州そば処 そじ坊
信州 そば野
瑞松苑
炭火串焼と旬鮮料理の店 炭火焼 炉暖
炭火バル サクラ
炭火焼肉 炎家
炭焼屋 二ノ道
スミレオオサカ
蕎麦しゃぶ総本家浪花そば
SOBA DINING 結月庵
蕎麦前処 二尺五寸
大起水産回転寿司
大起水産まぐろダイニング
大起水産 街のみなと
ダイジェスト
大衆酒場 ちょーちんスピカ
タイ料理 サイアムオーキッド
たこべー
中国料理 大成閣
辻庵
つなぐ
つるとんたん UDON NOODLE Brasserie
つるとんたん琴しょう楼
つるとんたん TOP CHEFS
ティーヌン
手打ちうどん工房 穂の香
鉄板焼 おっとう 中崎町
鉄板ラッシュ !
デリデリ
てるてるぼーず
天下の台所大起水産
天空 LOUNGE TOP of TREE
天繁
天亭
天はな
東京ベイキッチン
得正
TRATTORIA CREATTA
鶏だしおでんと干魚の店 ほし寅
とんかつすみ田
どんぶり専門店 丼丼亭
七つ家
浪花ひとくち餃子 餃々
鳴海のくつろぎ居酒屋 稲穂家
ナンタラ
肉と米 ハジメ
肉と酒 はじめ
肉料理とワイン YUZAN
にし家
二尺五寸
ヌウドン
ノクターン
のんでよし たべてよし うまいもん誠三朗
Bar karma
海皇

ハイボール居酒屋まあさん
ハイボールバー心斎橋 1923
伯備
ハラペコ 78 恵比寿
パレイヤ DELI
パロット
ハンバール
ピッコロ
日の陣
遠東
ファミリーダイニング小玉屋
ぶたまん
プノンペン
Plaiga TOKYO
ブレスカフェ
Jose Luis
穂の香
ぽろとこたん
薪焼ステーキ×イタリアン Kicori
マネキダイニング
まねきのえきそば
マミ
豆や 珈楽
まんねん
みくりやうどん
ミスターカンソ
ミスティーク
ミツケキッチン
御堂筋 ロッヂ
宮がみ屋
御幸
昔洋食 みつけ亭
六車
明月庵 ぎんざ 田中屋
麺匠の心つくし つるとんたん
めん坊
麺屋 とも吉
もりの屋
門前そば
焼き芋専門店 維新蔵
焼鳥のさくら
焼肉バル 炎家
焼肉ホルモン たろちゃん
焼肉レストラン じゅうじゅう亭
洋食勝井
寄り屋
らーめん竹馬
熱香森
りーぶるらぱん
リストランテ ペック
リベロ
龍の餃子
漁師料理海女
料亭うおとめ
料理旅館 伝洋
レイズ リトル ダイナー
レジェンド
レストラン アオイ
炉暖
ロッカーズ ダイナー
ロムレット
WINE PLANET
わかうら食堂
ワッシーズダイニングスープル

■ロゴ ̲ 白黒

■ロゴ ̲ 白黒 ̲ 英文付き

■ロゴ ̲ 白抜き
背景色が濃く、

可読性が失われる場合のみ使用

■ロゴ ̲ 白抜き ̲ 英文付き
背景色が濃く、
可読性が失われる場合のみ使用

近畿大学×食べログと
期間限定タイアップサイト
近大卒業生のネットワーク拡大を目的に、レストラン検索・予約サイトの食べログとタイアップし、
卒業生で飲食店を経営されている店舗を紹介するオリジナルページをオープンしています。
近畿大学校友会 LINE 公式アカウントを活用し、LINE 上でクーポンを発行し、画面を提示する
ことで特典サービスを受けられるなどお得なサービスとなっておりますので、ぜひ裏表紙に掲載し
ております、QR コードから LINE 公式アカウントのお友達登録をお願いいたします。
多くの卒業生にご覧いただき、新たなネットワークの構築のため今後も飲食店オーナー様を募集し
ておりますので、ぜひ下記お申込みフォームからご登録・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

近畿大学 × 食べログ
オリジナルタイアップページはこちら

飲食店オーナー様
申し込みフォームはこちら
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多賀教授と卒業生
のお二人にゼミの
研究の紹介と産学
連携の取り組みに

い の

お

にしようと思いましたか。

ば

さん

平成
平成

あつし

商経学部卒業

年 短期大学部卒業
年 経営学部卒業

平成 2年 薬学部卒業
平成 4年 薬学研究科修了

平成 28年 薬学部卒業
平成 30年 薬学研究科修了

したり、糖尿病に関しては予防の

カーを探して、病気の原因解明を

と糖尿病をメインに、癌ではマー

多賀先生 薬学の分野で言うと癌

について教えてください。

病態分子解析学研究室の研究内容

ができるメリットがあります。

商品として世に出るのを見ること

在学中に、自分が携わったものが

という期間で、運がよければ大学

化粧品や食品の場合は半年や１年

れません。一方、美容については、

抽出するなど、ＳＤＧｓ やＱＯＬ

（ 大型魚の皮 ）からコラーゲンを

で、通常であれば使われないもの

質を上げる美容とか健康の分野

）いわゆる生活の
（ Quality of life

から探したりですね。またＱＯＬ

分の会社でプロダクト開発して化

研究していた成果を活かして、自

ち起業しました。元々、研究室で

カーの研究職で３年ほど働いたの

久保田さん 卒業して化粧品メー

ください。

お二人の現在の仕事内容を教えて

Ｇｓ に貢献したことを発表する大

監物さん 朝日新聞社主催のＳＤ

ための食品や食品添加物を天然物

に貢献できるテーマという 本柱

学 SDGs ACTION! AWARDS
という大会で準グランプリを受賞

多賀先生 在学生が携わるメリッ

とはどういったことでしょうか。

リットや取り組む上で伝えたいこ

しゃいますが、在学生が携わるメ

様々な企業と共同研究していらっ

員として携わっています。女子大

会社を立ち上げまして、そこの役

式会社ＰＲｉＭＡというグループ

ているのですが、今年の７月に株

ブディレクターや営業の仕事をし

ケティングの会社にいましてウェ

います。
「この研究は何のために

久保田さん まるまる全部活きて

しょうか。

しているのはどういったところで

経験で、今でも活きていると実感

お二人が在学時に研究室で得たご

粧品の販売をしております。

トは、産学連携だと学生からも目
生のプロモーションやマーケティ

やっているの？」というのを在学

で研究しています。

標が定めやすく、見てわかりやす
ング支援事業を展開しようと思っ

中から理解できたし、アウトプッ

することができたことです。

い ゴール を 設 定 して研 究で き ま
ています。

監物さん 現在、コンテンツマー

す。薬学の癌とか糖尿病の研究だ

で、なかなか見えてこないんです。

こともありますし、卒業してからも

かった人とも繋がりを持てたりする

大の話題が出る。近大に行ってな

研究成果をプレゼンしたことです。

ことはＵＨＡ味覚糖の社長の前で

久保田さん 一番印象に残っている

印象的な取り組みは何でしょうか。

お二人が在学時の研究内容で最も

リアセンターなど学生のフォロー

設備とかはもちろんですけど、キャ

と客観的に言われることが多いので、

弟なんかと話しても「近大はすごい」

る」と思えるようになりました。

一言で「なんでも飛び込めばでき

とです。多賀先生の行ってこいの

監物さん 対応力が身についたこ

学べたことが大きいですね。

トまでトータルで見れ実践形式で

先輩からずっと受け継がれてきた

近大の恩恵みたいなもの、自分が近

アップはすごいと率直にそう思いま

とどうしても、アウトプットする

ものが、タイミングがよければ成

大を出ていたからこそ接してもらえ

す。

まで 年ぐらいのスパンになるの

果に出くわすことができるかもし

る機会が多いなと。親が卒業生とか
関係なく感じますね。

感じることはありましたか。

浩さん 自分たちの時代から時はど

ころはどこですか。

近大のここがすごい！と思うと

観把さん 繋がりをずっと大事にす

んどん流れていき、 年前くらいに

─
るっていうのが、自分が社会人に

で、定期的に昔の仲間と集まれるコ

大学の友人とも疎遠になっていく中

なって一番難しいなって思っていて、

ていく中での学校の変化がすごいと

コピーが出て、時代とともに変わっ

の受験はもうやめだ」というキャッチ

ペーパーレスでの入試、
「カミだのみ

感じました。昔は硬派スポーツの近

ミュニティがあるっていうのはいい
なと思います。

ことはありましたか。

ろはありますか。

すけど、他の大学に行っていた人や、

観把さん 近大が基準になっていま

大だったのが、広報の近大という風

い思いがありました。それに自分が

浩さん 近大で行事があったりした

浩さん 僕から見たら赤門（西門）と

に変わった気がします。

帰国子女で同級生より１年遅れて大

ら学校に行こうって誘いやすいです

本館以外は全て変わっていますね。

当時と大きく変わっているとこ

学に入学することになるので、大学

ね。

ましてやインタビューを受けている

─

受験をしないと話したのですが、父

観把さん 一回ホームカミングデー

アカデミックシアターなんて「これ

ことはありますか。

近大を卒業して良かったと思う

に行きましたよ。母も近大卒で共通

か学校の話題で会話が弾みます。

お父様は校友会活動にも積極

観把さん 「近大行ってました」と

─

─

何？」
っていうレベルですね。

親子で母校が一緒で良かった

に決めました。

の説得でしぶしぶ近大の短期大学部

さん 平成２年

ひろし

猪尾 浩

監物 杏菜さん
の話題ができるので、食事する時と

─

2

ついて、じっくり

が ん

でくわしく
読もう！
けんもつ あん な

猪尾 観把

お

この記事を
い の

Kindai Picks

観把さん 父が近大に深く関与して

ち あき
た
ぼ

聞いてきました。

ある薬学部病体分子解析学

いるから正直、近大には行きたくな

久保田 千晶さん

く

二〇二一

キャンパスや近大前商店街を巡り、語ってもらいました。

が
た

的にご参加いただいていますが、息

ご協力いただきました方にはもれなく、近大
グッズを進呈いたします。
創立 100 周年記 念事 業 企
画室までご連絡をお待ちし
ております。

潜入

東大阪キャンパス38号館に

なぜ父親と同じ大学である近大

それぞれ近大生だった時の思い出を実際に

─

2021年 8 月 3 日
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対象資料 写真・フィルム・デジタルデータ等

でくわしく
読もう！

募集する資料

多賀 淳さん

言ったら、社会に出ても何かしら近

サンセット・イン

対象年代 1970 年以前を中心にしたもの

30 28

子さんから見て刺激になったことや

は
来るの
親子で めて
はじ

この記事を

ninetenths

10

昔のメニュー
発見！

令和 2年 薬学部卒業

キッチンカロリー跡地

Kindai Picks

創立 100 周年記念事業の一環として、未来に残
すべき学園のアーカイブ ( 保存・活用するための
重要記録 ) の作成・整理作業に着手しており、
2025 年を目標に卒業生の皆様にも閲覧いただけ
る史資料作成を進めております。
卒業生、そして本学にご縁のある皆様のなかで、
昔の近畿大学・各附属学校・研究施設等がわか
る写真・資料をお持ちでしたら、是非、ご提供い
ただきますようお願いいたします。

近大親子今昔物語
あの味が
恋しい！

～キャンパスの写真募集～

近大今昔物語

10

子
父

病態分子解析学研究室
研究室をリサーチ！

薬学部
Family History
近大親子今昔物語

かつ み

しょうか。
感染者にならないようにするな

いますね。また普段から自分が

ています。大学生に対しては話

近大の同じ卒業生として、色々

ど責任ある行動をとるようにし

今回の職域接種に従事しようと

な方が協力し合って支えている
ています。

人として貢献できたらと思っ
て、関わらせていただいていま

いったところでしょうか。
外科病棟に勤めているのです
が、病気で入院してきて基本的

さんが元気になられて「ありが

ワクチン職域接種に携わる中で

か。

とう」とか「助かったよ」と声か

には手術してよくなるパターン

現役のスタッフが集まって職域

けてもらえることにやりがいを

感じること、医療従事者として

接種を担当しているということ

感じます。

が多いです。しんどかった患者

で、接種される方に安心感を与

心がけていることは何でしょう

す。

看護師としての働きがいはどう

ので、自分は医療スタッフの一

しやすい環境づくりも心がけて

附属看護専門学校卒業

思われた理由やきっかけは何で

平成 29 年

えられるようにと意識してやっ

医師

しいでしょうか。
や国際学部の学生の接種率は高

メリットがわかりやすい薬学部

率はまだ６割程でそんなに高く

近畿大学は総合大学で医学部が
いのですが、そうでない学部の

今回のワクチン職域接種の実施

ある大学は少ない中で、他の学
接種率は低いそうです。

るので、自分が最適だと思い手

園から近大にお世話になってい

機会はあまりない中、私は幼稚

近畿大学に対して直接何かする

て、高齢者や高血圧、基礎疾患

今回は商店街の方なども来られ

しょうか。

で最も大変だったことは何で

今回のワクチン接種の取り組み

況はいかがでしょうか。

他の職域接種と比較して接種状

大変でした。

すぐに調べたりすることなどが

されている薬の知識も必要で、

い所もあります。近大生の接種

務でもありますので、今回の職

許のある者でしか携われない業

務経験もありますし、薬剤師免

経験のある教員で、病院での勤

う形になりました。私は薬剤師

員と大学院生が手をあげるとい

始するにあたり、協力できる教

ら学生実習等で連携していま

私の所属する臨床部門は普段か

井上さん 近大病院の薬剤部と

ことはありますでしょうか？

近大だからこその強みを感じる

の中取り組まれておりますが、

ル近大プロジェクト等、
コロナ禍

近畿大学として職域接種やオー

れないしすごく大変でした。

域接種の依頼があった時にはや

す。コミュニケーションが取れ
ているので、今回の職域接種も

いたことが強みとなりました。

近畿大学として連携してやって
だった経験は何でしょうか。

山本さん 総合大学ということ

ているのですが、予約数が多く

だったのと、薬剤師８人で回し

なかったので、経験がなく大変

回針を刺すことはやったことが

近大の強みなのかと感じます。

ころなども大規模な大学である

ＣＲ検査を無料で行っていると

いかと思います。抗原検査・Ｐ

るスピードが速かったのではな

で医学部もあって職域接種に入

なると、 人で２００人分以上

クチンが入っている容器）に

山本さん １つのバイアル（ワ

ワクチン職域接種で特に大変

らない選択肢はなかったですね。

井上さん 近大が職域接種を開

しょうか。

接種する注射筒を準備しないと

薬剤師

2 年生
薬学研究科

今回の職域接種に従事しようと

やまもと しん や

他の大学ではまだ始まっていな

のある方もおられました。処方

をあげさせていただきました。

い参加させていただきました。

部の方々のお役に立てたらと思

ないと聞いています。接種する

医学部卒業

経緯についてお伺いしてもよろ

令和 3 年

いけなくなります。ミスも許さ

山本 真也さん

教員
医療薬学科
近畿大学薬学部

るため、近畿大学でも早い段階から職域接種を開始した。

看護師、医師、薬剤師と医療従事者でも立場・役割が違う
（令和3年7月取材）
４名に現場の生の声を聞きました。

新 型 コ ロ ナ ウ イルス
ワクチン 職 域 接 種

こ ま た に じゅん

思われた理由やきっかけは何で

いのうえ とも み

ワクチン接種に関する地域の負担軽減、接種の加速化を図

“ オール近大 ”

28
29

井上 知美さん

10

堂田 克海さん

どう た

駒谷 真さん

1

看護師

“ オール近大 ” 新型コロナウイルスワクチン職域接種

在学生ニュース

卒業生

青野さん

田中さん

石塚さん

谷口さん

石塚さん やっぱり学生はエネルギッシュだし、目はキラキ

的は何でしょうか？

自分も負けずに頑張っていかないとという気持ちになります

小谷さん 学生とクラブという新たなリソースを使ったら、

し、いつも背中を押されています。

新しいものを生み出せるのではないかという試みでインター
ンシップを始めました。

近畿大学との連携に関して、今後の展望を教えてください。

青野さん 自分は学生の頃、世界中を飛び回ってバックパッ

谷口さん テレビ中継の画質でライブ配信する JFLのクラブ

カーをしました。サッカーの技術なんかはほとんど知らない

はそうないのですが、青野さんを通じて近大ともつながれた

ですが、世界に行くとサッカーが街に根付いていて、サッカー

し、関われることに喜びを持てたので配信のことなどで近大

を中心として経済が回っているんですね。東大阪という地域

と関われたらいいなと思います。

に F.C.大阪があって、東大阪の人と出会うのを待っていたと

田中さん インターンシップはもちろん、日頃からの密な交

ころで菊池君と出会えたのです。

流によって、学生さんにもより身近な存在に F.C.大阪がなる

インターン生を受け入れてよかったことは何でしょうか？
小谷さん 受け入れてめちゃくちゃ良かったですね！地域の

株式会社 F.C.大阪
マーケティングダイレクター
平成10年 商経学部卒業

田中 直基さん

F.C. 大阪 FW
平成27 年
総合社会学部卒業

石塚 理奈さん

F.C.大阪
応援マネージャー
平成28年 文芸学部卒業

菊池 諒也さん

総合社会学部 4年生

近畿大学に入学してよかったことは何ですか？
青野さん 自分は 2部学生だったので、昼間は仕事して、夜

のが一番やりたいことでした。浸透させる上で、今回インター

は大学というので、人とのつながりをたくさん築けたんです

ン生の企画でペットボトルのキャップを集めて再利用する活

ね。社会に出たら近大でできた人脈と近大卒の方たちとのつ

動をしたのですが、地域のコンビニや駅、大学に回収箱を置

ながりだけで、世界各国どこにでも行けるというのがありま

いたりと色んな人に見てもらえたのはよかったですね。2週

すね。それは近畿大学のすごさだと思います。

間しかなかったにも関わらず、目標 3千個だったのが 1万個

谷口さん 卒業生が多い大学なので、同僚にも近大生がいま

以上集まって大成功でした。

すし、こうやって青野さんや小谷さんと知り合うことができ
たので、今になってつながったことに感謝しています。

「えふしくん」を再現しました。

株式会社 F.C.大阪
営業本部長
平成23年 経営学部卒業

青野 剛暁さん

ことでクラブの発展にも繋がると思います。

方に F.C.大阪のことが浸透する、認知してもらえるっていう

地域で集めたリサイクルキャップを使い、
モザイクアートに挑戦。
F.C. 大阪のマスコットキャラ

小谷 成太さん

ラ輝いて、何か情報を得ようという姿勢がすごく伝わるので、

解説、配信、応
、運営、
援マ
選手
ネー
ターン生の
ン
イ
て
全員
し
ジ
そ
が
近
大

ー
。
ャ
生

近畿大学と連携し、インターンシップを受け入れた経緯と目

小谷さん

近畿 大学× F.C.大阪
インターンシップ取材

ペットボトル
キャ
ッ
リサイクルプロジェクト プ
in 東
大
阪

加藤 寛乃さん

経営学部 3年生

谷口 正和さん

株式会社 ytv Nextry
ディレクター
平成10年 法学部卒業

在学生

菊池さん

加藤さん

F.C. 大阪のインターンシップをやろうと思ったきっかけは
何ですか？

近畿大学とF.C.大阪がインターンシップを実施。
卒業生と在学生が一丸となり、共にクラブ運営
に携わった今回の取り組みについて、様々な立
場からお話を伺った。
インターンシップを通じて、社会人の方と働く日々の中で気
づきや変化はありましたか？

加藤さん コロナでオンラインが多くなり、人と話す機会が

加藤さん 将来スポーツに関わる仕事がしたくて、学校から

減ったので、このインターンシップのグループワークで集

のメールで、こういったインターンシップがあるということ

まってリサイクルボックスを作ったり、人との関わりが増え

を聞いて応募しました。

て、自分の意見を言う機会ができてよかったです。

菊池さん 僕は近大の学園校友部という部署でインターン
シップをしていて、在学生と卒業生が一緒になって取り組め

今後の学生生活で活かしていきたいこと、卒業後のビジョン

る企画は何かと考えた時に、自分自身がサッカーと社会貢献

があれば教えてください。

に興味があり、そこで青野さんとご縁をいただき、はじめは

菊池さん インターン活動と同時に就職活動をしていて、お

小さな妄想だったのですが、このような 20名弱のインター

かげさまで就職内定もいただきました。広告業界で働く予定

ンシップとなりました。

なのですが、僕はサッカーが好きなので、ここで経験したこ

インターンシップではどういった業務を行っていますか？

とを活かして、広告の仕事で成長し、ゆくゆくは F.C.大阪さ
んと仕事ができるようになりたいです。

菊池さん 座席やテントの設営から始まり、スポンサーの旗

加藤さん スポーツに関わる仕事がしたいですね。一番は野

の設置や売店のお手伝い、他にはペットボトルのキャップで

球の球団職員になりたいと思っています。このインターン

F.C.大阪のマスコットキャラクター（えふしくん）のモザイク

シップでスポーツの裏側を知ることができ、裏方の人が動い

アートに挑戦しました。

ているからこそ、試合ができるんだということを実感できた
ので、参加してよかったなと思います。
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この記事を Kindai Picks で
くわしく読もう！

30

Namba Miyu

在学生ニュース

1

近畿大学はスポーツの名門校であるため、色々な競技の人からも刺激
を貰えると感じたからです。 また、オリンピックに出場するという夢を
叶えるための身体的、精神的サポートをして下さる指導者の方がおられることで
す。スポーツマネジメントコースでは、
国際社会で活躍できる英語でのコミュニケー
ションや、アスリートの身体づくりに必要なことを学べるため魅力を感じました。

2

近畿大学から 14 名の選手がオリンピック、パラリンピックに出場されるため、
とても心強く思います。また、監督がオリンピックメダリストということもあり、
学ぶことも沢山あります。
4 年間でもっと色々なことを吸収していきたいと思っています。

KINDAI STUDENT OLYMPIANS
オリンピック初出場を果たしたお二人。出場前に校友会報の取材に応じていただき、
意気込みや近大エピソードを伺いました。（令和 3 年 7 月取材）

1

中学生までは岡山で暮らしていましたが、中 3 の全国中学で強化選手の
タイムを切ることができて、オリンピックに行くためにどうしたらいい
かというのを考えた時、レベルの高い環境に身を置いてやりたいという気
持ちになり、イトマンスイミングスクールに拠点を移し、提携している
近大附属高校に入学し、近大に進学しました。

3

今は、学校に 1 度も登校できていないので、キャンパスライフにすごく憧れが
あります。色々な競技のアスリートとコミュニケーションを取りながら、人間的
にも成長していけたらいいなと思っています。また、友達と授業の休憩時間にカフェに行っ
たりと大学生活ならではの楽しみもあります。

4

競泳の入江陵介さんです。オリンピックメダリストでもあり、長年世界のトップ選
手として日本を引っ張って下さり、今回のオリンピックでもキャプテンを務められま
す。みんなから頼られる、自慢の大先輩だと思っています。競技に勝つための練習だけではな
く、人間的な魅力を磨き続ける姿に尊敬します。

2

私の所属している学科は夕方から授業が始まります。朝練をやっ
て、昼寝をして、午後練をしてから授業に向かうため、朝練も午
後練も集中してやることができる点はとてもいいと思います。

3

1 年生の時は合宿や試合で学校に行ける日が多くなくて、2
年生以降はオンライン授業になってしまったので、出来事と
いう出来事はないのですが、オンライン授業の時に、同じ授業
の皆さんからオリンピック頑張れというメッセージをいただ
いたのがとても嬉しかったです。

5

オリンピックの舞台に立つというのは、幼い頃からの夢だったので正直信じられない気
持ちでした。日にちが経つにつれ、色々な方からお祝いのメッセージをいただく中で少し
ずつ実感が湧いてきました。今まで自分がやってきたことは間違いなかったと思える瞬間でした。

6

私自身は、オリンピックが延期になったのはプラスだと
思っています。ですが、
泳げない期間は何をしたらいいか、
モチベーションの維持も難しく、初めてのことばかりで戸
惑いもありました。でも、同じ気持ちをかかえている仲
間と共有し合うことで自分だけではないと思うことがで
き、心も軽くなった気がしました。泳げない中でも、
今自分にできることを探して最大限努力するように心
がけていました。

ば

み

ゆ

〈出場種目〉
女子 400m 自由形
女子 800m 自由形
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Questions

1

近畿大学に入学したきっかけを教えて
ください。

2

近畿大学に入学して、アスリートとして
良かったことはなんですか？

き

井狩 裕貴さん
経営学部 3 年生
体育会水上競技部

〈出場種目〉
男子 400m 個人メドレー

現在、水上競技部の監督の山本貴司さんです。明るく前向
きなところにいつも元気をもらっています。現役の時は日本
代表チームの中でもムードメーカー的な存在として活躍されてて、
自分にはない部分を持っているのですごいなと思います。

延期になってから、2021 年にも本当に開催され
るのかどうか分からない状態だったので、モチベー
ションの維持が難しかったです。インカレで 3 位に
なってしまったのを機に、これではやばいと思って
スイッチが入りました。

3

競泳以外の大学生活で印象に残っている
出来事、またはコロナが収束したらどの
ような大学生活を送りたいでしょうか。

オリンンピック出場写真

7

コロナ禍で大変な中でもオリンピックを開
催していただけることに感謝して、自分のや
れることを精一杯やって、決勝進出、メダル獲
得できるように頑張りたいと思います。

I ka r i

7

ゆ う

オリンピックに行くためにずっと練習してきていたので、タッ
チして電光掲示板を見た時は、ほっとした気持ちでした。レース
が終わった日の夜は興奮が冷めず、深夜 3 時くらいまで眠ることができ
ませんでした。

夢の舞台で、自己ベスト更新と決勝進出という目標があ
ります。また、私の泳ぎを見て元気や勇気を与えられたら
なと思います。さらに今まで支えてくれた方々に感謝の気持
ちを込めて、結果で恩返しができるように精一杯頑張りたい
と思います。

経営学部 1 年生
体育会水上競技部

か り

5

7

難波 実夢さん

い

4

オリンンピック出場写真

6
な ん

競技写真：共同通信社提供

Yu k i

4

近畿大学は様々なアスリートを輩出しています。
近畿大学出身で最も尊敬する先輩はどなたでしょうか？
また、その理由を教えてください。

5

オリンピック代表内定の際の率直な気持ちをお聞かせく
ださい。

6

オリンピックの延期、自粛期間など大変な 1 年だっ
たと思いますが、最も辛かったことはなんですか？

7

オリンピックへの意気込みをお聞かせください。

To k y o O l y m p i c 2 0 2 0
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近大キャンパスニュース

Higashiosaka

全国の病院で初！ 患者様との「音声」を通じた新コミュニケーション
「近大メディカルラジオ」を配信開始

令和 4 年 4 月、15 番目の新学部「情報学部」開設
社会のニーズに応え、先端 IT 人材を育成

近畿大学病院は、令和 3 年 5 月より、患者様・地域の

令和 4 年 4 月、15 番目の学部として東大阪キャンパスに「情報学部」を開設し

皆様との新たなコミュニケーション手段として、病院とし

ます。Society 5.0 の実現に向けて第 4 次産業革命 (IoT、ビッグデータ、AI 等の

ては全国で初めて「近大メディカルラジオ」の配信を開

技術革新 ) が進展する中、社会から強く求められている AI 活用やデータ分析、サ

始しました。アプリを通じてラジオのような放送が聴ける

イバーセキュリティ対策などを扱う、先端 IT 人材の育成をめざします。学部長には、

新しい音声プラットフォーム「Voicy」を用い、毎週 1 回、

家庭用ゲーム機「プレイステーション」を開発し、世界の家庭内エンタテインメン

水曜日に配信しています。院内公募で選ばれた様々な職

トに革新を起こしたエンジニア、久夛良木健氏が就任予定。新学部の開設は、平成

種のスタッフがパーソナリティを務め、病気の予防・治療

28 年の国際学部以来 6 年ぶりとなります。

法などについてはもちろんのこと、大学・病院、そこで働
くスタッフをより身近に感じていただけるカジュアルな
テーマも含めた様々なラインナップを用意しています。患

聴取方法

者様においては、令和 2 年 10 月

Voicy アプリをダウンロードし、
「近大メディカルラジオ」をフォロー

に導入された「通院支援アプリ」

◀iOS
iOS iOS

を用いて、外来の待ち時間や入院

◀Android

Android
Android

※AppleおよびAppleロゴは、
※AppleおよびAppleロゴは、
AppleInc.の商標です
AppleInc.の商標です
。AppStoreはAppleInc.のサービスマークです。
。AppStoreはAppleInc.のサービスマークです。

※ Apple および ※Google
Appleロゴは、Apple
Inc.の商標です。App
Store
※Google
Play およびGoogle
Play およびGoogle
Playロゴは、
Playロゴは、
Google
LLCの商標です。
Google LLCの商標です。
は Apple Inc.のサービスマークです。
※ Google Play および Google Play ロゴは、
Google LLC の商標です。
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学生、教員、企業が集う実験的なモノづくり拠点「THE GARAGE」
モノづくりのまち東大阪で学生が企業に真剣勝負を挑む
令和 3 年 4 月 7 日、大学と企業がお互いの垣根を超え、研究シーズやアイ

時にも聴くことが可能です。
また、近畿大学病院 LINE も新

デアを持ち寄って新たな価値を創り出すモノづくり拠点として、東大阪キャン

@358xaeok

ア カ デ ミ ッ ク

シ

ア

タ

ー

アネックス

ザ

ガ

レ

ー

ジ

」を開設しました。
パスに「ACADEMIC THEATER Annex『THE GARAGE』

たに開始しました。日々の健康情

学生や教員が地元企業と交流し、研究シーズやアイデアを持ち寄って新しい実

報を配信しています。こちらより

験的なモノづくりを行う拠点として３D プリンターや３D スキャナー等、モノ

友達登録をお願いします。

づくりのための機械を設置しており、商品開発や技術開発をベースにした起業
にも挑戦できるようにサポートしています。学生のほか、法人会員を募集して、

世界初！ 肝機能不良の進行肝細胞がん患者に対する
免疫チェックポイント阻害剤「オプジーボ」の有効性・安全性を証明
医学部内科学教室（消化器内科部門）⼯藤正俊主任教授を中心とする

ニボルマブ
（商品名：
オプジーボ）

国際共同研究チームは、肝機能不良の進行肝細胞がん患者に対して、免
疫チェックポイント阻害剤「ニボルマブ ( 商品名 : オプジーボ )」が、肝機

バイオペイ

も肝機能良好の患者にしか使用することができず、肝機能不良の進行肝細

免疫チェックポイント阻害剤「ニボルマブ ( オプジーボ )」を投与し、肝

有効性

良の進行肝細胞がん患者の新たな治療法となることが期待されます。
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客観的奏効率

肝機能不良の進行肝細胞がん患者

病勢制御率

供するサービスで、
スマートフォンでアクセスしたサイトに「顔画像」と「クレジッ
トカード情報」を登録することにより、支払い時はタブレット端末に「顔」をかざ
すだけで、現金やクレジットカードの受け渡しをすることなく決済可能となります。

Child-Pugh 分類 B
ニボルマブ
240mg
2 週間毎投与

機能良好の患者 262 例と比較した結果、有効性が高く、安全性に問題が
ないことが証明されました。今後、ニボルマブ ( オプジーボ ) が肝機能不

バイオペイ

「BioPay」は、グローリー株式会社が提
「BioPay」の実証実験を実施しています。

際多施設共同試験により世界で初めて証明しました。承認されていながら

たが、
この問題を解決すべく、
49 例の肝機能不良の進行肝細胞がん患者に、

近畿大学で実証実験中の顔認証決済サービス「BioPay」に、
認証精度を向上したマスク対応の新エンジンを搭載
令和 3 年 4 月 7 日から日本初の試みとなる顔認証による手ぶら決済サービス

能良好の患者と同等に有効であり、かつ安全性にも問題がないことを、国

胞がん患者に対する全身化学療法は、大きな臨床的問題点となっていまし

安全講習を実施したうえで一般の方にも施設を開放しています。

Child-Pugh分類 B Child-Pugh分類 A

安全性
Grade3/4出現率

治療中止

全国的に新型コロナウイルス感染症の拡大が続くことを受けて、従来のマスク対
応顔認証システムから、顔認証の精度を大幅に向上させ、さまざまな色や柄など
のマスク着用時でも認証可能な新顔認証エンジンを開発。このように、本学はキャ

患者数 49（内ソラフェニブ投与歴無 25 名）
Child-Pugh分類 B Child-Pugh分類 A

ンパスを「仮想の都市空間」と見立て、次世代技術の社会実装の場として提供することで新技術の実用化に貢献しています。
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和歌山

奈 良

Wakayama

Nara

和歌山県警と連携し直下型地震発生を想定した
災害対策訓練を実施！
令和 3 年 3 月 10 日（水）和歌山キャンパスに

「なら近大農法」で栽培した三郷町のどか村産メロンで地域活性化
～食品ロス問題の解決、そして新商品の開発を目指して～
近畿大学は令和 2 年（2020 年）2 月、三郷町と包括的連携協定を

おいて、災害に対する意識を高め、非常時におけ

締結しました。同年 4 月からは、株式会社農業公園信貴山のどか村、

る対応力を高めるため約 100 名の教職員を対象

三郷町、近畿大学、大和信用金庫による産官学金連携事業の一環とし

に直下型地震が発生したとの想定での避難訓練

て、近畿大学農学部農業生産科学科・アグリ技術革新研究所の野々村

と、災害対策現地本部と学生消防団による放水訓

照雄教授と農業公園信貴山のどか村（生駒郡三郷町）は、県内で初め

練を実施しました。また、岩出警察署、和歌山県

て、最新の ICT（情報通信技術）を利用したなら近大農法を用いての

警機動隊および航空隊によるレスキュー車やヘリ

どか村天空メロンの実践栽培を行い、ファミリー層を対象にしたメロ

コプターを用いた救出救助訓練も実施し、和歌山

ン狩りを実施するとともに、収穫後のメロンを用いてジェラートやパ

県警の警察犬「ヨハン号」も参加しました。

フェの商品化を行ってきました。一方で、食品ロス問題を解決するた
めに、通常、栽培時に廃棄する摘果メロンを西河農園とべじたぶるぱーく株式会社（大阪府豊能郡）の協力のもと、メ
ロンピクルスに加⼯し、商品化を行ってきました。今後も、更に、地域活性化のために、新たな商品化を行う予定です。

2 年連続キングペンギンの人工授精に成功！
生物理⼯学部および先端技術総合研究所とアドベンチャーワールドは共同研究に
おいて昨年に続き 2 年連続でキングペンギンの人⼯授精に成功しました。2021 年
2 月 6 日に誕生した赤ちゃんは DNA 鑑定の結果、精子を提供したオスの遺伝子を

野生ミナミハンドウイルカの餌生物と採餌行動を水中観察で確認
準絶滅危惧種の生態解明と保全につながる国内初の研究成果

持つことがわかりました。遺伝的多様性を保ち、
種の保存への貢献につなげるため、

近畿大学大学院農学研究科（奈良県奈良市）博士前期課

今後は人⼯授精の成功の実績を活かし、エンペラーペンギンをはじめ、様々なペン

程 2 年の高橋力也（指導教員：講師

ギン種の人⼯授精にチャレンジ予定です。

酒井麻衣）は、三

重大学大学院附属鯨類研究センター、御蔵島観光協会、東
海大学との共同研究によって、伊豆諸島御蔵島周辺海域に
生息する野生のミナミハンドウイルカの 15 種以上におよ
ぶ餌生物の特定や、夜間から早朝に積極的に採餌を行う可

若手研究者に贈られる名誉ある連続受賞！

能性、日中に採餌を行う個体はメスが多いことなどを明ら
かにしました。ミナミハンドウイルカは、岸近くに生息す

2020 年 12 月生物理⼯学部 遺伝子⼯学科の宮本圭准教授が、
「日本学術振興会

る傾向が強く、人間活動の影響を受けやすいとして、国際

賞」を受賞しました。これは、人文学、社会科学、自然科学にわたる全分野におい

自然保護連合（IUCN）のレッドリスト（絶滅の恐れがあ

て日本の学術研究の将来のリーダーと期待される若手研究者を対象としたもので、
ノーベル賞受賞者も輩出しており、卓越した研究業績をあげ、世界をリードする研
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る野生動物のリスト）において「準絶滅危惧種」として記
御蔵島の野生ミナミハンドウイルカ（柳瀬美緒氏撮影）

載されています。
生存に関わる食性を明らかにすることで、

究者に贈られる大変名誉あるものです。さらに、2021 年 1 月には「第 17 回日本

ミナミハンドウイルカの生態解明と保全につながることが

学士院学術奨励賞」を受賞、今後の活躍が特に期待される若手研究者 6 名に対し

期待されます。本件に関する論文は、海棲哺乳類学の国際

て日本学士院から授与される大変名誉ある受賞となりました。

誌 “Aquatic Mammals” に掲載されました。
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Ki nd a i Ca mp us N ews

福 岡

Kindai C ampus New s

広 島

Fukuoka

H i ro s h i ma

資格取得支援のための AI を活用した
アクティブラーニングシステムを導入
産業理⼯学部電気電子⼯学科は、令和 3 年（2021 年）5 月から株式会社メディ
ア・ファイブ（埼玉県）提供の元、九州地方の大学では初となる AI を活用したア
クティブラーニングシステム「ラーニングスケルトン AI」を導入しました。電気
電子⼯学科では、就職後に役立つ電気系資格取得を促進しており、通常対面で資格
取得のための勉強会を行っていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り実施が困難な状況のため、
「ラーニングスケルトン AI」を導入することで、学生
の資格取得支援を目指しています。
「ラーニングスケルトン AI」は、AI が学生一人ひとりの学習スケジュールや学習履
歴をもとに、問題点を自動分析し、最適な問題を自動配信するなどのサポート機能
を有するシステムです。このシステムを使えば、スマートフォン、タブレットやパ
ソコンを使って、どこからでもアクティブラーニングを行うことができます。
学生は、電気系資格（第三種電気主任技術者等）や情報系資格（基本情報技術者
等）の他、TOEIC など幅広い資格教材をオンラインで学習できるほか、電子黒板のような授業サポートツールも利用
可能となっています。また、面接や SPI 対策問題が搭載されており、就活支援機能も期待できます。
どこでも自習ができ、AI による記録・管理の行えるアクティブラーニングシステムを導入することで、さらなる専

工学部史上初！ 第 48 回全日本空手道選手権大会 ( 天皇盃・皇后盃 )
男子個人組手で崎山優成選手が優勝！
続いて第 65 回全日本学生空手道選手権大会・男子個人組手でも優勝！
⼯学部情報学科 4 年（当時 3 年）体育会空手
道 部 ･ 崎 山 優 成 さ ん が、 令 和 2 年（2020 年 ）
12 月 13 日に日本武道館で開催された第 48 回
全日本空手道選手権大会（天皇盃・皇后盃）で優
勝しました。同大会は学生および社会人のトップ
クラスの選手が出場する空手道日本一を決する大
会で、崎山さんは「男子個人組手」の種目に出場
し、落ち着いた試合運びで前年度王者を破り、学
生としては史上 5 人目の優勝を果たしました。
その半年後の令和 3 年（2021 年）7 月 4 日
には、2 年振りに開催された学生の日本一を決め
る第 65 回全日本学生空手道選手権大会でも優勝
し、これも⼯学部としては史上初の快挙です。

門技術者の育成を行っています。

コロナ禍においても高大連携を推進するための新たなオンライン教育
産業理⼯学部経営ビジネス学科教授の日髙健は、複数の ICT デバイスの
組み合わせによるハイブリッド型の新たな授業方法の創造と高大連携の仕組
みづくりに取り組んでいます。今回、附属福岡高等学校の 3 年生約 40 人を
対象に試験授業を行いました。

～食堂全面リニューアル～

インダストリアルな内装の「The BASE」が OPEN!!
学校法人近畿大学創立 100 周年記念事業の一環として、令和元年度（2019 年度）
から 3 カ年計画で学生のための福利厚生施設の改修を実施しています。
令和 2 年（2020 年）9 月にオープンしたカフェに引き続き、令和 3 年 4 月に
食堂を「The BASE（ザ・ベース）
」としてリニューアルオープンいたしました。

日髙が高校の教室で対面授業を行い、大学の実験室にいる産業理⼯学部准

コンセプトとして、⼯学部らしさが溢れるインダストリアル（⼯業的）な雰囲

教授の岡伸人と zoom を繋いで授業を進行し、あらかじめ大学の実験室に

気の内装を施し、新店名の「The BASE」には『食の土台となる場所』や『学生の

て撮影した 360 度カメラの実験風景を YouTube で配信しながら、岡が

コミュニティの基盤となる場所』をコンセプトに命名いたしました。

zoom を使って実験内容の解説を行いました。
産業理⼯学部では例年、近隣の高校で出張授業を行っていますが、昨年度
から新型コロナウイルスの影響でほとんど実施することができませんでした。
対面授業、360 度カメラ映像、zoom 解説の３本柱による新たな授業方

実験や実習など身体や頭を使う⼯学部の学生にボリューム満点で日替わりにて
飽きの来ないメニューを提供いたします。
また、混雑緩和を目的にキャッシュレス決済やスマホアプリからモバイルオー
ダーでスムーズに注文できるシステムも導入しております。

法を試行し、今後は生徒による評価をもとに改善を行い、出張授業や学校に
来られない学生向けの新たな授業方法として取り入れることを検討し、教育
効果の向上を目指します。
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近畿大学 キャリアセンター
本学への求人申込みは、

求人受付 NAV I

ご利用
無料

求人受付 NAVI

2020 年度卒業生の就職・進路状況と取り組み

にてお願いいたします。
55 万人を超える卒業生が社会で活躍をいただいていることが就職支援においても近畿大学にとっては大きな財産です。
近畿大学の持つ高いポテンシャルが社会から評価され、在学生の就職・進路選択にもつながっています。さらに、
「就職
に強い近大」を目指して支援に取り組んでまいりますので、引き続き、卒業生のみなさまの学生へのご支援と、大学へ

志願者数 8 年連続日本一！

次は、
「就職力日本一」の面倒見の良い大学を目指します！

近畿大学は、様々な分野で高い評価を受け、ブランド力が上昇しています。卒業生から受け継がれた近畿大学の
ブランドイメージは、社会や企業が求める人材像とマッチしており、社会から近大生への期待も上昇しています。

のさらなるご協力を賜りますようお願い申しあげます。
また、学生たちにとってはコロナ禍での厳しい採用環境となりますが、近大生の就活支援・採用のため求人のお申し込
みをお願いいたします。

近畿大学 キャリアセンター

アウトソーシングテクノロジー
あさひ
旭化成

旭化成ホームズ
朝日⼯業社
アスクル

アース製薬

アステラス製薬
尼崎信用金庫
安藤・間

イオンリテール
池田泉州銀行
泉大津市役所
イチケン

一条⼯務店

一冨士フードサービス
伊藤園

イトーキ

因幡電機産業
ウイルテック
永大産業
エーザイ
ＳＣＳＫ

エスペック
ＮＴＮ

ＮＴＴドコモ
荏原製作所
エフピコ
大阪瓦斯

大阪市高速電気軌道
大阪市消防局
大阪市役所

大阪府教育委員会
大阪府警
大阪府庁
大林組

沖電気⼯業
奥村組
貝塚市

香川銀行
学情

科研製薬
鹿島建設
加藤産業
関西電力

関西みらい銀行
関電⼯

九州旅客鉄道
九電⼯

キユーピー
紀陽銀行
京セラ

京都銀行

京都市役所
京都府警

キリンホールディングス
近畿大学

近畿大学病院
近畿日本鉄道

きんでん
熊谷組

グローリー
グンゼ

神戸市役所
国税専門官
小林製薬
五洋建設

サイバーエージェント
堺市役所
山九

自衛隊

塩野義製薬
資生堂

シャープ
Ｓｋｙ

杉本商事
スズキ

スズケン

ＳＵＢＡＲＵ
住友化学
住友電装
住友林業

積水ハウス

綜合警備保障

象印マホービン
ソフトバンク
ソフマップ

第一生命保険
大成建設

主な就職状況

大鉄⼯業

大日本印刷

ダイハツ⼯業

大和ハウス⼯業
立花エレテック
千代田テクノル
ＴＩＳ
ＴＨＫ
ＴＤＫ

東海旅客鉄道
東京消防庁
ドウシシャ
凸版印刷
ＴＯＴＯ
豊田通商
富田林市

ナブコドア

奈良県警察本部
南都銀行

西日本電信電話
西日本旅客鉄道
ニトリ

日本アクセス
日本水産

日本生命保険

日本たばこ産業
日本通運
日本電気

日本放送協会
ノーリツ

本学では履歴書・自己紹介書のデジタル化を実施しました。
新型コロナウイルスの影響により、採用選考のオンライン化は一気に加速しました。
本学では、こうした学生を取り巻く社会の動きと学生の就職活動の状況を鑑み、
本学指定履歴書・自己紹介書のデジタル化を実施しました。

求人企業数

17,014 社

橋本市

阪和興業

卒業生

7,811人

東大阪市役所

兵庫県教育委員会

（学部卒のみ）

学生一人あたり
求人

兵庫県警察本部
富士ソフト

約

富士通

300 人（学部卒のみ）

就職率

96.4％

公立学校教員
合格者数

全国就職率 96.0%

（2021年度採用）

200 人

大学院進学者

2.7 社

722 人

（既卒者含む）

（学部卒のみ）

本田技研⼯業
マキタ
マツダ

⃝近畿大学のブランド力向上が近大生の就職支援にも繋がっています。

マツモトキヨシ
マンダム

みずほフィナンシャルグループ
三井住友銀行
三菱食品

改革力が高い大学

近畿大学の
イメージ

全

コミュニケーション能力が高い大学

三ツ星ベルト
村田製作所

関

明治

エネルギッシュである

関

山善

チャレンジ精神がある

関

山崎製パン
日本郵政グループ

1位
西 1位
西 1位
西 1位
国

※1

※2

※2

※1 大学通信「大学探しランキング
ブック 2021」全国の高等学校
の進路指導教諭が評価する大学

※2

※2 日経 BP「大学ブランド・イメー
ジ調査 2020-2021」

ユーシーシー上島珈琲
湯山製作所

⃝大学全体でキャリア醸成・就職サポートに取り組んでいます。

淀川製鋼所
ライオン

卒業生の評価／社会からの評価

楽天

りそなグループ

※1

近大人材の人物像トップ５

ワコール

他大学出身者より高く評価されたのが下の項目。誰とでも
協調できる人間性・責任感に加え、個性も支持されています。

レンゴー
（五十音順）

柔軟性がある

42.6%

意志が強い

36.3%

温厚

42.3%

個性的

34.3%

積極的

38.3%

（n＝598）

就職・採用先アンケート（2020 年）

就職サポート
就職支援イベント

良品計画

※ 1 近畿大学卒業生
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2020 年度卒業生
公務員就職者

就職先一例
アイリスオーヤマ

⃝全国就職率調査（文科省）を凌ぐ、高い就職率を誇ります。

学内企業セミナー参加社数（延べ）

社長の出身大学
（全企業）

年間

130 日以上

1,663 社・団体
西日本 1 位

※1

あなたが企業の人事担当者だとしたら
気になる私立大学

西日本

私立大

1位

※2

就職に力を入れている私立大学

西日本

私立大

2位

※3

※1 朝日新聞出版『大学ランキング 2022』
※2 大学通信『大学探しランキングブック 2021』社会人が評価する大学
※3 大学通信『大学探しランキングブック 2021』高等学校の進路指導教諭が評価する大学
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各種ご案内

近畿大学 リエゾンセンター
「産業界」との連携機会を増やす活動

リエゾンセンターによる産官学連携のご紹介

平成 29 年 4 月にオープンした「ACADEMIC THEATER」に社会に開かれた場所として開設された「オープ

ンキャリアフィールド」は、産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、
学園校友部、社会連携推進センターの機能が集まり、幅広い支援を行うことで、産業界との連携活動を円滑に取

り組んでおります。このエリアには「リエゾンセンターショールーム」が設けられ、これまでの様々な産学連携

商品を展示しており、産学連携のきっかけとして、また来校者へ本学をアピールする場として活用されています。

～建学の理念「未来志向の実学教育」の体現～

また首都圏を中心とする東日本地域の企業との連携を推進するために、平成 25 年 6 月にリエゾンセンター東
京オフィスを開設し、技術相談等に活用しております。

さらに、本学の研究のアピールとして各種展示会へ積極的に参加することにより、特徴ある最新研究を企業

の皆様にご紹介し、連携機会を充実させております。また、毎年大阪と東京で「近畿大学研究シーズ発表会」
を開催しております。令和 2 年度はコロナ禍の影響で Web での研究シーズ発表会として継続開催しました。

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。

令和 3 年度は大阪開催において対面と Web でのハイブリッド開催を試みるなど、柔軟に対応しております。
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）

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の入る
近畿大学東京センター

技術相談の受入れ、解決支援

受託研究、共同研究、
寄附研究の支援、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

なお、日ごろより近畿大学校友会全国経済産業リーダーズクラブからはご支援を頂いており、密に連携させ

ていただいております。

活動状況を示す数値
表①

特許の累計出願・登録件数
No.

最近の産官学研究成果の例
農学部の学生が栽培した酒米を使用／文芸学部の学生がラベルをデザイン

「近大酒」髙垣酒造株式会社

携帯型飛沫対策ボード

「ファイル De ガード」マツダ紙工業株式会社

大学

1

近畿大学

2

立命館大学

表②

関西の私立大学 1 位
出願件数

911

911

民間企業からの受託研究実施件数

登録件数

513

No.

機関名

件数

全国 1 位

1

近畿大学

323

458

2

立命館大学

259

3

関西大学

691

390

3

早稲田大学

212

4

同志社大学

742

369

4

慶應義塾大学

205

5

関西学院大学

187

120

5

日本大学

190

6

常翔学園※

149

79

6

山形大学

186

7

龍谷大学

226

64

7

大阪大学

164

8

大阪産業大学

91

44

7

拓殖大学

164

9

甲南大学

72

39

9

東京大学

154

10

京都産業大学

58

16

10

順天堂大学

129

（実用新案、意匠、商標、TLO 出願は除く）
（※大阪⼯業大学、摂南大学、広島国際大学）

表①
（実用新案、
意匠、
商標、
TLO出願は除く）
「特許情報プラットフォーム
（J-PlatPat）」
にて検索
表②

有機無農薬栽培の綿花を使用

「近畿大学とつくった無農薬コットン靴下」
タビオ株式会社

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）

令和3年3月31日現在 ※出願数は、
検索時の公開特許公報件数

近畿大学は理⼯学系はもちろん、薬学部、農学部、医学部等、全国でも有数の学部を備えた総合大学であり、

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。近年は学部の垣根を越えた研究活動や学生達が積極

〒 577-8502 大阪府東大阪市小若江 3-4-1

的に参加した商品開発などが行われており、総合力を生かした成果が生まれています。さらに研究成果が産業

E-mail ： klc ＠ kindai.ac.jp

関西の私立大学で第１位となっています。

Tel：06-4307-3099
HP

／

Fax：06-6721-2356

： http://www.kindai.ac.jp/liaison/

KLC 事務局：近畿大学大学運営本部
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参照：文部科学省
「令和元年度 大学等における産学連携等実施状況について」

学術研究支援部

界で有効に活用できるよう、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数を示すものであり、
近畿大学の研究に対する社会からの評価は高く、表②に示すとおり、昨年に引き続き、令和元年度も民間企

業からの受託研究実施件数は全国１位となっており、卓越した研究力と実績を誇っています。
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近畿大学
❶優秀な学力層を取り込むための入試制度変更

入学センター

令和 3 年度入試結果および
令和 4 年度入試に向けて

大学入学共通テストの開始に代表される大学入試改革が行われ、多くの受験生が翻弄されたが、国公立大学を第一志
望とする優秀な層や、大きな変化にも対応できる対応力をもった受験生を獲得すべく、本学は令和 3 年度入試におい
て「共通テスト併用方式（A 日程）
」を新たに追加。

❷コロナ禍に対応した Web での情報発信
コロナ禍においては、受験生向けに行われる対面式の入試説明会や相談会、またオープンキャンパスは軒並み中止と
なり、従来の情報発信ができなくなる事態に陥ったが、本学は他大学に先駆けて、サイバーオープンキャンパスや
YouTube での動画配信、またオンラインで過去問にチャレンジできるコンテンツなど、Web を活用した情報発信を行
い、受験生に本学の情報を届けるための施策を実施した。

（表 1）

令和 3 年度入試全体概況

本学の大学業界の常識を覆す独自性を持った積極的な広報戦略は、
「近大マグロ」以外の「マンモス復活プロジェクト」
「うなぎの完全養殖に向けた研究成果」など多くの独自性のある取り組みを世間に浸透させ、「近大ブランド」は大きく
上昇している。日経 BP の「大学ブランド・イメージ調査 2020-2021」では大学ブランド力で 3 位、その他の多数の
イメージ項目で 1 位となった。これらの結果は、受験生の大学選択に影響力をもつ高校教員や保護者の評価上昇の裏
付けであり、本学の広報活動が多数の志願者獲得や上位層の取り込みを大きく後押ししていることが分かる。

予想された大学・短大の受験者数が、全国の大学・短大が持つ入学定員を

学共通テストの志願者数は、535,245 人と前年度から -22,454 人もの大幅
な減少となった。

となる今年度は、現役生にとって強力なライバルとなる浪人生の減少が顕著

本学では大々的でインパクトのある広報活動だけでなく、全国の高等学校や予備校との信頼関係を構築するべく、地
道な高校・予備校訪問や高校生向けのガイダンスや個別相談会の実施、大学見学会の受け入れなど幅広い信頼関係構築
のための活動に積極的に取り組んでいる。コロナ禍においては、そういった活動が制限されることもあったが、高等学
校と密に連携を取り、可能な限り足を運び、本学の情報を丁寧に説明する活動を行った。こういった状況下においても、
丁寧で担当者の顔が見える地道な活動を通じて、受験生・高等学校・予備校からの信頼を獲得し、志願につなげている。
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大学・短大受験者数は予測

大学・短大の入学総定員：69 万人
（表 2）

幸いにも昨年度のような学校教育への極端な活動制限は実施されておらず、大学説明会や進学相談会なども一昨年度の
水準で実施されているため、それらの活動を通じて受験生へ本学の魅力を伝える活動を積極的に行っている。

な姿勢で受験生に寄り添い、安心して近畿大学を受験していただけるよう活動
を継続していく。
積極的な改革で、長い歴史や古い序列を超え、従来の物差しでは測ることので
きない次元の違う独自性を持った大学へと進化を続けていく。
「入試情報サイト」
はこちら

「５分でわかる！
近大入試」はこちら
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国公立大学の前期日程の志願倍率が初めて 3.0 倍を下回る事態となった。
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近畿大学の令和 3 年度入試結果

（表 4）
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に大学入試の易化が顕著となった。
（表 1・2・3）

願 者 数 を 除 い た 一 般 入 試 の 志 願 者 数 は 135,830 人（ 前 年 比
「全国統一近大模試」
はこちら
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験生の 2 極化現象」や、新型コロナウイルス感染症への感染を恐れ受験大

本学は、推薦入試および短期大学部を含むすべての入試制度の総

以上の通り、本学は急速な環境の変化に対応し、「固定概念」にとらわれない
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さらに昨年度構築した Web を活用した様々なコンテンツの提供も継続し、全国の受験生に近畿大学の情報をリアル
未だ新型コロナウイルス感染症の影響により、不安定で不確実性の高い環境が継続していることに加え、受験人口が
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令和 4 年度は、情報学部の新設や理⼯学部の学科改組など、近畿大学が進化する大きなニュースが続く。今年度は
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者確保に苦しみ、志願者が減少する中で合格者を大幅に増加させた。それで

令和 4 年度入試の展望と本学の対応
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校友会員の皆様のニーズに応える多様性ある教育研究を進めます

自宅で司書資格取得！

近畿大学大学院

近畿大学

近畿大学大学院は SDGs 達成に向けて取り組んでいます

通信教育部

コロナ禍におけるキャッシュバックキャンペーン中！
【図書館司書コースの特徴】

1. 学びやすい学費で司書資格取得
→資格取得まで 16 万円
※面接授業科目のテキスト代は別途必要

2. 自宅学習のみで司書資格取得
→全科目 WEB 学習が可能
10 研究科 24 専攻

入学試験実施中

7 月・9 月・1 月・2 月

博士後期・博士課程

10 研究科 21 専攻

3. 司書輩出人数が多い
→年間 1,000 名が資格取得

計4回

※開催期によって実施していない研究科・専攻があります。
詳しくは募集要項を資料請求にてお取り寄せのうえ、ご確認ください。

お問合せ

近畿大学大学運営本部
大学院・共通教育学生センター

詳しくはホームページをご覧ください。

TEL：
（06）4307-3036
Mail：daigakuin@itp.kindai.ac.jp

近畿大学大学院
大学院 HP

資料請求

利用できる施設の一例：アカデミックシアター

近畿大学附属幼稚園

校友会員様特別価格 4,000円【通常価格 4,212円（税込）】
配送費別途 900 円（全国一律） 常温商品
商品内容 下記 3 商品の詰合せギフトセット
近大マダイ鯛めしの素 2 合用× 1 セット
（鯛身 100g、調味だし 440g）

近大マグロ中骨エキス入り あおさのみそ汁 1 食× 4 袋
農学部共同開発商品 金賞健康米 2 合× 1 袋
熨斗対応致します

※表書き / お名前をご注文時
の「ご要望・ご質問」欄にご
入力ください
着日・時間指定可能（ご注文
日の 7 日後以降から）

校友会員様特別ページ

※専用ページで購入されない場合は通常価格でのご案内となります。

アーマリン近大オンラインショップ
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株式会社アーマリン近大

小学校から大学で学ぼう !!
～近大ネットワークの教育力～

近畿大学附属小学校

充実した学びと心ふるわせる体験が生きる力を育む
Information
令和３年度
未就学園児クラス
「つぼみ組」の詳細は
ホームページで
ご確認ください。

住
所 奈良市あやめ池北 1 丁目 33 番 3 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
https://www.fes-kinder.kindai.ac.jp/

幼稚園

近畿大学
附属幼稚園
菖蒲
上池

近畿大学
附属小学校

大阪

駅前
ロータリー

●ハーベスあやめ池店

近鉄菖蒲池駅

奈良

▲

ご注文は QR コードからどうぞ !!

■対象者
・令和 3 年度 10 月入学者
（先着 1,000 名）
・科目等履修生
（図書館司書コース全科目履修）

人に愛される人

近大の馳走詰合せ

いきいき・のびのび・わくわく
元気で楽しい幼稚園！

信頼される人

近大は美味しい

「学び直しができる
法学部・短期大学部も設置」
資料請求ページはこちら

尊敬される人になろう

近畿大学の研究成果を詰合せにした
美味しいギフトセット

4. 利用できる施設が多い
→東大阪キャンパスの図書館・電子図書館等

▲

博士前期・修士課程

近鉄奈良線

（近畿大学附属小学校・幼稚園前）

小学校

TEL 0739-42-4116
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Contact Information
おかげさまで70周年

No.07

川崎設備工業株式会社

廣江

代表取締役社長

勝志

FAX 052-222-2587
NPO法人SKC企業振興連盟協議会
船場経済倶楽部

No.09
理事長

田中

代表取締役社長

No.10

FAX 06-6261-6539

総合建設業

長谷川

博之

五洋建設株式会社

No.13

会計

植田

応援してくださっている方々に心より御礼を申し上げます。

近畿大学校友会建設・不動産支部

No.15
支部長
事務局長

TEL 06-6453-9241
FAX 06-6453-9312
E-mail tadashi.minami.tg@hitachi.com
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（平成元年

大橋エアシステム株式会社

No.14

湯浅

商経学部卒）

代表取締役社長

井上 久行

No.16

FAX 092-741-2181

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 OG・OB会 相談役

代表取締役会長

福井

昌勝

株式会社セレ・ナス（支店） 川西池田・川西多田・宝塚・
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

上野

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

No.04

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

哲男

猪尾

校友の絆・輪を
広げましょう

浩 （平成 2 年 商経学部卒）

〒 593-8303 堺市西区上野芝向ケ丘町 3-1-4

〒 810-0022 福岡市中央区薬院 2-3-41

TEL 092-781-1231

近畿大学校友会

TEL 06-6356-3388
FAX 06-6356-3788
E-mail yuasa@kza.biglobe.ne.jp

本部 参与
神戸支部常任顧問

新卒業生の皆さん、
コロナに負けないで
頑張りましょう

直彦

〒 530-0041 大阪市北区天神橋 2 丁目 5 番 28 号
千代田第二ビル８階

FAX 072-829-1555

No.03

近畿大学校友会 幹事
近畿大学校友会神戸支部 常任幹事
株式会社佐藤渡辺 近畿支店 営業部 部長

No.02

慎哉

TEL 072-829-0100

山仲 博
南 忠司

【事務局 南宛】株式会社日立ビルシステム関西支社
〒 530-0004 大阪市北区堂島浜 1 丁目 2 番 1 号 新ダイビル

長谷川

株式会社 長谷川建設
〒 572-0038 寝屋川市池田新町 11-5

恵二

Mobile 080-2406-1229
E-mail sakaifoods1@gmail.com

近畿大学校友会 常任幹事
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 事務局長

No.01

潔

FAX 03-5931-5619

酒井

有志の名刺一覧
常日頃から近畿大学校友会のさらなる発展を

校友会本部

No.12

53名の
卒業生も活躍
しています

近畿大学応援部 監督
近畿大学校友会 常任幹事
近畿大学校友会 食品支部 支部長
近畿大学校友会 豊中・箕面支部 支部長代行

UP

本年度も卒業生のみなさまからたくさんのご協賛をいただきました。

－その先の向こうへ（GOING FURTHER）－

株式会社イチケン
〒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

PIC K

山田博之 （S49 建築）
金川武雄 （H2 建築）
嶋田昌弘 （H3 法学）
塩谷知史 （H4 建築）

URL https://www.skc.ne.jp

代表取締役社長

Contact Information

URL https://www.spac.co.jp

〒 541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4
船場センタービル 4 号館 4F

No.11

邦男

立花容器株式会社
〒 714-1225 岡山県小田郡矢掛町浅海 385-1

祥宏

TEL 06-6261-8000
E-mail senba@skc.ne.jp

岡野

（昭和 57 年 商経学部卒）

TEL 0866-82-3300
FAX 0866-82-3401
E-mail okano@spac.co.jp

〒 460-0011 愛知県名古屋市中区大須 1-6-47

TEL 052-221-7700

近畿大学校友会厚生委員会 委員長
近畿大学校友会食品支部 顧問

No.08

FAX 06-6224-0827

TEL 06-6193-0222
E-mail inoo@icheer.jp

『進化そして拡充』 広げよう交流の輪・深めよう校友の絆

近畿大学校友会国際交流委員会
近畿大学校友会食品支部

No.05
代表取締役

李

忠儒

委員長
相談役

近畿大学卒業生として
誇りを持ち、決して
名を汚さないこと！

株式会社日本東泉 すしホワイトガリ・紅生姜
〒 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋 2-10-15

FAX 06-6193-0221

近畿大学相撲部OB会

No.06

会長

西野

勉

TEL 06-6682-2627
FAX 06-6682-2625
E-mail japanli@japantosen.jp
URL http://lisgroup.jp/
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Contact Information

近畿大学校友会東京支部

No.27

宮川
（昭和46年

Contact Information
おかげさまでこの道五十四年

No.28

藤岡ハウス工業株式会社

岡
岡

会長

正博

工学部経営工学科卒）

社長

利久
貴

近畿大学校友会

No.17

昭和 42 年法学卒
應援團 OB

幹事

平成 7 年商経卒
少林寺拳法部コーチ

北野

専務取締役本店長

武司

迫

〒 550-0003 大阪市西区京町堀 1-17-10
㈱正栄設備

〒 132-0021 江戸川区中央 2-31-10

TEL 03-3674-2472

FAX 03-3674-2486

京セラソーラー認定技術代理店
電気工事・太陽光発電工事・制御盤製作

No.29

有限会社ラインテック
会長

愛場

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

近畿大学校友会 常任幹事
豊中・箕面支部 支部長
近畿大学応援部OG・OB会 幹事長

No.30

文夫

荒川

〒 936-0808 富山県滑川市追分 3550-2

TEL 076-475-7692

FAX 076-475-9329

富山営業所

TEL 06-6343-0650

代表取締役

明石

勝幸

〒 590-0807 大阪府堺市堺区旭ヶ丘南町 4-3-20

TEL 072-241-3552
FAX 072-245-4465
E-mail a.katsuyuki@akashiryokka.com
URL http://www.akashiryokka.com

近畿大学校友会神戸支部

No.33
支部長
副支部長
副支部長
幹事長

三浦
登里
竹林
有川

保昌
忠嗣
秀夫
順一

東

副支部長
副支部長
副支部長
副支部長

大末建設株式会社

代表取締役社長

村尾

和則

常任顧問

TEL 06-6121-7148

FAX 06-6121-7375

URL https://www.daisue.co.jp/
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木 村
伊 藤
橋 本
長谷川
岩 田

成一
末博
六司
秀一
孝一

〒 577-0015 大阪府東大阪市長田 2-4-21

〒 538-0054 大阪市鶴見区緑 3-14-24

近畿大学校友会 常任幹事
近畿大学工学部同総会 顧問

No.21

元浜

〒701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 6410

TEL 0869-34-3335

FAX 0869-34-3700

三谷建設株式会社

竹内

代表取締役

正彦

学校

〒 731-4231 広島県安芸郡熊野町 5640-1

TEL 082-854-4000 ㈹

TEL 084-951-1254

FAX 082-854-9466
近畿大学校友会本部

No.23

幹事

ジャパンパーツサービス株式会社

石田

本 社 ・工 場

泰造

FAX 084-952-0482

No.24

医療法人

理事長

谷本

仁康会

雄謙

〒 729-2361 広島県三原市小泉町 4245 番地

TEL 0848-66-3355

FAX 0848-66-2838

URL https://www.jinkokai.jp

錦城護謨株式会社

太田

哲也

URL https://mitani-net.jp/

修

〒 541-0053 大阪市中央区本町 2 丁目 3 番 9 号
JPS 本町ビルディング 7 階
海外事業所：香港、広州、ペルー、エクアドル

No.25

三谷

〒 720-0843
広島県福山市赤坂町大字赤坂 1647 番地 1

URL http://www.jps-osaka.co.jp/

詳一

No.22

株式会社テクノ自動車学校

代表取締役会長

昭和 61 年卒）

TEL /FAX 06-6912-0198

代表取締役社長

代表取締役

弘道 （法学部

常任幹事
本部参与

著書
「梅の実文言」非売品
「これで良いのか 日本を考える」販売休刊
「世界に台頭する中国を研究」
（文芸社）
紀伊国屋書店 販売定価 1,200 円 +税 上記 3 冊は国会図書館に収納

TEL 06-6265-9368
FAX 06-6265-9369
E-mail info@jps-osaka.co.jp

株式会社 元 浜 組

近畿大学校友会
近畿大学梅友会

髙野

弘治

代表取締役会長
梅友会兵庫県
支部長

総合建設業

No.36

Challenges for
the future

〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-5-28
久太郎町恒和ビル 9 階

ご卒業おめでとうございます。
当社では営業職を募集しています。
やる気のある方
是非ご応募ください。

近畿大学校友会神戸支部

No.34

No.20

TEL 06-6782-3726

TEL 06-6722-3370
FAX 06-6729-1125
E-mail apk-osaka@azuma-jyushi.co.jp

「実学教育」と
「人格の陶治」の
実践

「大」きな安心「末」ながく

光一

参与

〒 577-0835 東大阪市柏田西 2 丁目１番 11 号

E-mail nankai3koma3@yahoo.co.jp（三浦迄）

No.35

FAX 06-6343-0661

近畿大学校友会 幹事
近畿大学校友会香芝支部 幹事
東樹脂工業株式会社 代表取締役

No.32

近畿大学校友会

No.19

E-mail toyonaka.minoo@aztk.co.jp

株式会社 明石緑化

No.31

URL http://www.masuoka-g.co.jp/

髙林

【事務局】

TEL 076-444-7692
E-mail info@e-linetech.co.jp

（近畿大学校友会幹事
昭和 49 年 理工学部卒）

TEL 082-504-5050

TEL 072-963-6470

秀次

清孝

〒 730-0045 広島市中区鶴見町 4-25

〒 578-0954 大阪府東大阪市横枕 12-10

奈良営業所

株式会社増岡組 広島本店

No.18

近畿大学応援団OB

No.26

たくさんの
卒業生が活躍
しています！

〒 581-0068 大阪府八尾市跡部北の町 1-4-25

会長

森崎

正幸

TEL 072-992-2321
FAX 072-993-7706
E-mail info_general@kinjogomu.jp
URL http://www.kinjogomu.jp/
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Contact Information

No.37

近畿大学校友会本部

近畿大学校友会本部

No.38
所長

顧問

大西

敏夫

金丸

会計監事

憲史

社会保険労務士法人 金丸労務管理事務所
〒 880-0014 宮崎市鶴島 2-13-24

TEL 0985-22-6300
FAX 0985-22-6527
E-mail sr6300@miyazaki-catv.ne.jp
URL http://www.kanemaru-roumu.jp

つけもと株式会社

No.39
代表取締役社長
本

社

松井

㬢明

FAX 0745-57-1505

〒 333-0802 埼玉県川口市戸塚東 1-13-6

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

オフィスビル・病院・ホテル・工場など、人々が生活するあらゆる建物の

電気設備・空調設備・換気設備・給排水衛生設備などの工事を通じて、

No.41

電気と空気、水の快適な環境はもとより、

2025年

副支部長

石川
辻井
牧野
木積
日吉

孝一
孝次
吉昭
一公
啓子

幹事長

大原

増夫

支部長

安心と安全を提供することが私たちの仕事です。

副支部長
副支部長
副支部長

No.43

東大阪支部

近畿大学創立100周年に向けて！

社団法人

土本

山本

近 H2 年商経

（女性部香梅会）

近 55 年理工

西口

TEL 06-6783-3339
FAX 06-6787-3319
E-mail daikatu@apricot.ocn.jp
URL http://ohara-kaihatu.jp/

No.44

（昭和 51年卒）

本社

〒 791-1112 愛媛県松山市南高井町 1337-2

TEL 089-993-7825

53

FAX 089-993-7826

近畿大学校友会環境緑化支部
支部長
副支部長
副支部長
幹事長

FAX 0868-25-0869

史訓

増夫

〒 577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東 2-4-20

宅地建物取引主任士

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

大原

不動産コンサルティングマスター

近 S55 年理工

Mobile 090-8069-2929
E-mail dai3kensetsu26@olive.plala.or.jp

No.45

有限会社大原開発

代表取締役社長

〒 708-0884 岡山県津山市津山口 171-1
（作業所）
岡山県苫田群鏡野町下原 1492-1

TEL 0868-25-0863

豊かな生活を応援します

No.42

大産建設工業株式会社

公仁

浩之

TEL 06-6641-5530
FAX 06-6641-6831
E-mail hr-domoto@nantatsu.co.jp

近 S52 年法学
近 S57 年商経

母校
校友の絆を
深めましょう！

南海ビルサービス株式会社 不動産管理部
〒 556-0004 大阪市浪速区日本橋西 1-3-19 南海日本橋ビル 5F

近 47 年理工

岡山県宅地建物取引業協会 津山支部会員
宅地建物取引業許可知事（9）第2945号

代表取締役

南海電鉄グループ支部

支部長

〒 636-0052 奈良県北葛城郡河合町長楽 89

TEL 0745-57-2251 ㈹

川口支店

No.40

奈須
田中
明石
東口

正典
康臣
勝幸
満弘

URL http://kindai-kankyo.com/
E-mail contact@kindai-kankyo.com

No.46

摂河泉 JC 支部 支部長

十場

浩弥

パラゴン株式会社
事務局 〒 590-0025 堺市堺区向陵東町 1-5-3

TEL 072-240-4000

FAX 072-240-4002

Mobile 090-8236-6759
E-mail juba@gaia.eonet.ne.jp
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卒業生の皆様へ

Challenges for the future
安心と喜びあふれる空間を創造する会社
公式ホームページはこちら
https://www.daisue.co.jp/

21CMC

21 世紀ものづくり
中小企業協同組合

とは？

の略語で、
中小零細企業者が、産官学で有機的に連携し、
大学

メーカー

＊技術支援
＊企画支援

＊商品提供
＊技術提供

官公庁

「外国人技能実習生監理団体」として、
＊助成措置

21CMC
実施主体

TEL

55

06 (7891) 5678

時代に応えるものづくり を目指しつつ、
後世に残る国際貢献を担おうと心を一に集っています。
当協同組合の
「外国人技能実習生監理団体」は当面、
ミャンマー及びラオスから技能実習生を招致します。

FAX

06 (7181) 8212

Mail

21cmc.higashiosaka@gmail.com
54

ワイシャツを特別価格でご提供

今治タオル素材使用

肌ざわりのいい素材です

〒103-0004
東京都中央区東日本橋 2-5-10 東日本橋さかえやビル 1 階
TEL : 03-6231-1748
FAX : 03-6231-1734

校友会一般会計／令和 2 年度収支決算書／令和 3 年度収支予算書
「社会貢献」「母校近畿大学の支援」を具現化することを
令和 2 年度 事業報告（令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日）「校友の絆」
目的とし、重点実施策を定め各事業への取り組みを行いました。

校友会一般会計

目的

令和３年度収支予算書

（自令和３年４月１日

至令和４年３月３１日）

収入の部

（単位

科目
繰

越

会
雑

予算額
金
費

収

小

前 受 会 費
合

計

円)

250,000,000

（単位

科目
繰

8,000 名（令和 2 年度 卒業予定者）×1 万円・
8,500 名（令和 3 年度 入学予定者）×2 万円

2,000,000 銀行預金利息・グッズ販売等
338,690,192

越

会

雑

収

予算額

決算額

差異

円)

摘要

金

118,211,311 118,211,311

費

会費収入（24 名）・令和 2 年度新入
245,000,000 251,570,000 △ 6,570,000 生（8,426 名 ）・ 令 和 2 年 度 卒 業 生
（8,281 名）

入

2,000,000

1,285,270

0

合

423,690,192

計

予算額

円)

支出の部

摘要

（単位

科目

予算額

決算額

差異

円)

摘要

4,800,000 各種会議・委員会会合費等

会 議・ 会 合 費

4,200,000

417,097

通

信

費

1,600,000 各種委員会通信費・電話料等

通

信

費

1,400,000

1,271,494

128,506 各種会議・各種委員会通知・電話料等

印

刷

費

5,800,000 会報・各種印刷等

印

刷

費

5,700,000

5,407,114

292,886 各種印刷等

広

報

費

3,800,000

1,346,125

人

件

費

14,000,000

12,394,287

1,605,713 校友会職員給与等

助

成

費

40,000,000

31,997,659

8,002,341

奨

学

金

15,000,000

品

費

200,000

124,530

費

400,000

40,931

広

報

費

人

件

費

14,500,000 出向者給与

1,800,000 ホームページ維持費等

助

成

費

卒業生記念品・各クラブ祝勝会祝金・
53,400,000
在学生サービス等

奨

学

金

15,000,000

備

品

費

200,000 収納庫等

備

費

400,000 事務消耗品費等

消

支 部・ 同 窓 会 費
出

張

費

定 期 総 会 費
電 算 委 託 費
雑

7,100,000 支部祝金・支部旗
10,800,000 支部総会出張旅費等
5,000,000 定期総会経費
5,900,000

会計処理委託費・卒業生情報データ
管理費・システム維持費等

費

4,700,000 グッズ作成代・慶弔費等

費

1,000,000

100周年寄附準備金

120,000,000

小

計

予

備

耗

品

支 部・ 同 窓 会 費
出

2,339,600

10,800,000

定 期 総 会 費

5,000,000

0

電 算 委 託 費

5,900,000

5,541,902

雑

費

4,000,000

406,690

費

1,000,000

0

小

備

計 120,500,000

2,453,875 ホームページ維持費等

75,470 ipad 等
359,069 事務消耗品費等

5,000,000 定期総会経費
358,098 データ管理・システム維持費等

61,566,389 58,933,611

75,000,000

100 周 年 積 立 金

0

0

0

100 周 年 事 業
推 進 積 立 金

100 周年 寄 附 準 備 金 120,000,000 120,000,000

0

5,000,000

100周年事業推進積立金

0 特別会計へ繰出

5,000,000

0 特別会計へ繰出

計

80,000,000

小

前受会費繰越金

85,000,000

前 受 会 費 繰 越 金 104,711,311

82,810,000 21,901,311 令和 2 年度卒業生（8,281 名）

次 年 度 繰 越 金

6,690,192

次 年 度 繰 越 金

86,690,192

合

目的

計 140,000,000 140,000,000

校友の絆の強化

1,000,000

各種事業準備積立金
特別会計繰出金

423,690,192

支部活動支援金の対象件数増など拡大を図り、既存支部への支援強化を 多くの既存支部が通常活動できない状況を鑑み、
行う。
緊急支部活動助成金制度を新設し、既存支部の
また、隣接する地域支部の統合支援を行い、支部の活性化を図る。
活動支援を行った。

女性・若手会員の増加

女性活躍委員会を設置し、女性会員の増加、活性化を図る。
青年部会など若手校友にも参加しやすい仕組みづくりを検討する。

支部が行う地域貢献

支部活動支援金を通じ、支部が行う具現化した地域貢献活動への支援を 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中
活性化させる。
止。

若手男女会員による新支部が設立され、これに
伴い若手支部の活動支援や今後の新支部設立と
既存支部の若手支部会員増に向け、プロジェク
トチームを設立。

「産・官・学」連携促進を目指し、全国経済産業リーダーズクラブとも協
校友企業 3 件の橋渡しを行った。
働の上、会員企業と大学のリエゾンセンターとの橋渡しの強化を図る。
大学主催ホームカミングデーと定期総会を同日開催し、協力支援をす 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により定
る。
期総会同様に開催中止。

キャリア支援体制の見直し

全国経済産業リーダーズクラブと協働の上、在
校友企業による就職支援と支部、全国経済産業リーダーズクラブ等によ
学生就職支援企画として、リーダーズクラブ会
る準会員向け相談窓口を設置する。
員企業による、企業説明会を 10 月と 3 月に開催。

会員データ整備及び管理

大学と協働し、既卒者名簿の整備とデータベース化を行う。
また、引続き情報管理及び管理体制の強化を図る。

準会員へのサービス

準会員の福利厚生サービスとして㈱リロクラブ
準会員向けのサービスとして、奨学金制度の創設、福利厚生サービス、 に加入し令和 2 年度新入生から開始。準会員の
団体活動支援金制度の新設を行う。
奨学金制度および団体活動支援金制度について
は、新型コロナウイルスの影響により未実施。

0

計 365,211,311 371,066,581 80,834,922

大学と協働の上、実施。
次年度以降も継続的に大学から情報を受け、個
人情報管理を踏まえ、支部入会促進活動の情報
源として各支部と共有していく。

「社会貢献」「母校近畿大学の支援」を具現化することを
令和 3 年度 事業計画 （令和 3 年 4月 1日～令和 4 年 3月 31日） 「校友の絆」
目的とし、重点実施策を定め各事業への取り組みを行います。

3,593,310 グッズ作成代・慶弔費等

15,000,000

計

既存支部強化

実施事業

社会貢献

事業計画・目標

校友会定期総会

日
場
目

支部結成促進

①地域支部は 47 都道府県全ての設置を目標とする。
②若手会員増加対策として若手男女会員による新支部の新設を支援する。

既存支部強化

支部活動支援金制度の継続とその成果の展開活動の強化、支部活動助成金制度を新設し、日常の活動支
援をする。

女性・若手会員の増加

女性活躍委員会での活動を推進し、各支部の女性部会の連携強化と若手会員支部の会員増加の支援を
図る。

支部が行う地域貢献

支部活動支援金制度を活用した活動で社会貢献を促進する。

278,960 10,521,040 支部総会出張旅費等

15,000,000

合

地域支部は 47 都道府県全ての設置を目標とし、既存支部活動の支援強 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、未設置
化と休眠支部の再活動に注力し取り組む。
地域の設立は、行えなかった。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、来場者
の安全面を考慮し、中止。

全国経済産業リーダーズクラブ 全国経済産業リーダーズクラブの支援や連携を強化し、新卒業生歓迎会に 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、来場者
参加した若手卒業生の校友会活動へ参加、各支部への入会促進を進める。 の安全面を考慮し、新卒業生歓迎会は中止。
支援と連携強化

6,760,400 支部祝金・支部旗

252,000,000

5,000,000

その他
本会目的達成
必要事業

新入生・卒業生記念品・支部活動
支援金・各クラブ祝勝会祝金等

0 15,000,000 奨学金

費

予

張

9,100,000

3,782,903 各種会議・委員会会合費等

各種事業準備積立金
特別会計繰出金

小

程：令和 2 年 10 月 4 日（日）
所：東大阪キャンパス
標：1,300 名

母校近畿大学の 学園が行う事業および行事への 100 周年事業準備委員会を設立し、学園創立 100 周年記念事業への支援 委員会活動準備中
を行う。
支援
支援
100
学園創立
周年記念募金への
100 周年募金委員会を設立し、大学の募金活動へ支援する。
委員会活動準備中
協力
（単位

品

支部結成促進

大学主催イベントへの支援

365,211,311 371,066,581 △ 5,855,270

結果

校友会定期総会

「産・官・学」連携促進

714,730 銀行預金利息・グッズ販売等

会 議・ 会 合 費

耗

社会貢献

85,000,000 8,500 名（令和 3 年度 卒業予定者）×1 万円

科目

消

校友の絆の強化

事業計画・目標
日
場
目

至令和３年３月３１日）

収入の部

摘要

支出の部
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（自令和２年４月１日

86,690,192

入
計

令和２年度収支決算書

実施事業

程：令和 3 年 10 月 3 日（日）
所：検討中
標：1,000 名

「産・官・学」連携促進を目指し、全国経済産業リーダーズクラブや校友会員企業とリエゾンセンターと
「産・官・学」連携促進
の橋渡しの強化を図る。
母校近畿大学の
支援
学園が行う事業および行事への
100 周年事業準備委員会と大学の委員会と連携して具体的な活動計画を立案する。
支援
学園創立 100 周年記念募金への
100 周年募金委員会で具体的な募金活動計画を立案し、募金目標の予実管理を行う。
協力
その他
本会目的達成
必要事業

会員データ整備及び管理

大学と協働し、既卒者名簿の整備とデータベース化を行い支部会員入会促進活動ツールとして利用出来
る様にする。また、引続き情報管理及び管理体制の強化を図る。

準会員へのサービス

奨学金制度の運用と福利厚生サービス及び団体活動の支援を行う。

全国経済産業リーダーズクラブ 全国経済産業リーダーズクラブの支援や連携を強化し、在校生や若手既卒者へのキャリア支援の強化を
支援と連携強化
図り、校友会活動の参加と各支部への入会促進を進める。
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