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平成25年期会長基本方針
1.総力結集

「母校愛」の深い校友を軸とした全校友の更なる
「校友」意識の高揚と「母校支援」を図る。

① 全校友数 約 40余万名
・住所判明校友数 30余万名
・学生会員は毎年 約6000名が増加する。

② 支部組織数 約250団体

③ 会費納入者数 約 10余万人



「母校愛」を具現化する組織の構成

① 代議員数 ～1500名
・地域支部組織、各種団体、職域、OB会等より選出の

「母校愛意識の高い校友」

② 常議員数 ～70名
本部役員役職数 会長 １名 副会長 ５名

部長 6名 副部長 18名 計30名

③ 校友評議員数 50名/97名

④ 校友・理事数 10名/36名



平成25年期・校友会活動の指針
1. 校友・理事の「母校運営参画」意識の更なる向上
2. 校友・評議員の「諮問機関」意識の醸成

評議員会：4つの小委員会（分科会）活動の充実(具体案)
① 母校財政の把握

② 少子化に伴う「高大連携策」等の深耕
③ 専門職大学院の動向
④ ＳＦ入試制度について
⑤ 母校の教職員給与の実情把握

3. 常議員の「校友会・本部事業の充実・強化」の推進
4. 代議員の「校友会・決議機関」認識の啓蒙、

地域支部活動参加・充実発展の助力
5. 校友の積極的な校友会活動への参加

6. 「母校創立130周年事業の支援」



2.熟慮断行

「校友会活動」を具体的に推進する。

① 学生会員を対象とした校友会啓蒙活動。
② 健全財政の維持。
③ 校友会年間活動行事の充実。
④ 地域支部活動支援。
⑤ 職域支部組織の充実・拡大。
⑥ 海外支部の設立支援・充実。
⑦ 母校への貢献策の検討と実施。



母校創立130周年事業の支援策

校友会130周年事業の開催

母校130周年募金事業への協賛

母校の建学の父 「児島惟謙先生」の顕彰

母校・発祥の地・「願宗寺」のモニュメント建立

 「蜂須賀・桜」の植樹活動

 「堂島川・地域フェスティバルの協賛」

 「関西大学フェスティバルin九州」

全国地域支部の130周年事業の支援



【実行計画（大要）】 予算: 40億円

1.千里山キャンパスの「知的創造空間」の創出 20億円

2.「関西大学グローバルフロンティアプログラム」

（ＫＵＧＦ）」の開発･提供による次世代グローバル

リーダーの育成 6億円

3.「関西大学なにわ大阪研究センター」の設立 5千万円

4.「関西大学イノベーション創生センター」の設立9.5億円

5.「関西大学『学縁』給付奨学金制度」の構築および校友会、
教育後援会、併設校等との連携による「オール関大」とし
ての各種事業の実施 4億円



「創立130周年記念事業」の大要-1

■千里山キャンパスに新たなアク
セス・エリアの創出〜利便性・快
適性を求めたアプローチに〜

（20億円）

「関西大学イノベーション創生
センター」の設立〜先進的な
産学官連携の共同研究拠点
に〜 （９億５千万円）



関大前駅北東側開発平面図

1. 千里山キャンパスへの新しいアクセス空間の整備

1.千里山キャンパスの「知的創造空間」の創出 20億円

緑の部分に「蜂須賀・桜」が植樹されます。

名神高速道路

千里山キャンパスに新たなアクセス

平成28年8月にはエスカレーター通路竣工予定



関大駅前バース

1. 千里山キャンパスへの新しいアクセス空間の整備

5年後には「蜂須賀・桜」が咲き誇ります



「創立130周年記念事業」の大要-2

「関西大学なにわ大阪研究セン
ター」の設立〜大阪文化の検証
と次世代への継承として〜

（５千万円）

梅田キャンパスの開設（平成28年
10月予定、大阪市北区鶴野町）＊
本事業の所用資金は、天六キャンパス売
却資金から充当します。



イノベーション・立面図

4. 産学官連携の新たな研究拠点

「関西大学イノベーション創生センター」を設立

4.「関西大学イノベーション創生センター」の設立 9.5億円

全学的なイノベーション創生センターの設立

（理工系の先端研究に加え、社会科学系の分野も配慮）



イノベーション創生センター・イメージ図

4. 産学官連携の新たな研究拠点

図書館と悠久の庭の間の斜面地に！！

平成28年9月、竣工予定



梅田キャンパス・1F



梅田キャンパス・エントランス・1Ｆ



「関西大学フェスティバルin九州」
創立130周年記念事業

地域の市民や高校生、校友や在学生
の父母に関西大学の魅力を発信し、併せ
てオール関大人の更なる交流を目的とし
た創立１３０周年記念事業の１つ「関西大
学フェスティバルin九州」が、９月27日
（日）に福岡市中央区天神のエルガーラ
ホール（第１部イベント）と、ソラリア西鉄ホ
テル（第２部交流会）を会場に開催される。
法人・教学、教育後援会、さらに九州各
支部の賛同を得てオール関大での創立

１３０周年記念事業プレイベントとして実施
される。



創立130周年記念事業の実情

記念事業総額40億円、募金目標額20億円

【募金状況・平成27年10月6日現在】
・ 申し込み金額の累計 10億2,038万円
・ 目標額に対して達成率； 51.02％

・ 校友会関係の累計 1億2,134万円
・ 校友会・目標額 6億円に対して達成率； 20.22％



常議員・総務部 12名
＜常議員＞

 草川大造（昭46学法）

 塩田貴美代（昭55学法）

 谷 真明（昭53学法）

 江原竜二（昭63学工）

 葛村和正（昭51学工）

 太平信恵（平３学法）

 辻井宏之（昭57学法）

 堤 勇二（昭54学法）

 中村 博（昭56学２経）

 林紀美代（昭56学商）

 松野千尋（昭53学文）

［副会長］
（総務担当）

北嶋弘一
（昭44Ｍ工）

〔総務部長〕

大東恭治
（昭57学法）

〔総務部長〕

大東恭治
（昭57学法）



常議員・事業部 12名

＜常議員＞

 古渕孝仁（昭55学法）

 松永 明（昭58学２商）

 馬渕純一（昭48学２法）

 籠池泰典（昭52学商）

 壽見芳正（平４学工）

 祖父江洋二郎（昭53学法）

 廣内良明（昭59学工）

 藤井喜代子（昭51学経済）

 三原秀章（昭62学商）

 森岡修司（昭61学商）

 山本伸次（昭60学商）

［副会長］
（事業担当）

渡邊泰之
（昭42学法）

［事業部長］

中井邦夫
（昭45学２法）



常議員・広報部 12名
＜常議員＞

 小坂圭一（昭55学工）
 西野京子（昭46学文）
 森本和伸（昭62学社会）
 浅田美明（昭59学経済）
 芋縄隆史（昭62学商）
 沖中龍三（昭62学社会）
 北 靖久（昭62学経済）
 中井紀子（昭45学文）
 野村正幸（平８学商）
 畑 尚樹（平８学工）
 山本淑子（昭53学文）

［副会長］
（広報担当）

三木允子
（昭42学文）

［広報部長］

岩崎圭祐
（平６学法）



常議員・組織部 11名
＜常議員＞

 近藤茂憲（昭50学経済）
 谷 康司（昭52学法）
 小川哲男（昭48学２法）
 永尾俊一（昭61学法
 中野雅夫（昭61学社会）
 古屋敷博文（平11学総合）
 本間敏司（昭61学工）
 村上康司（平６学法）
 山上珠実（昭54学２法）
 渡邊善孝（昭56学社会）

［副会長］
（組織担当）

田中義昭
（昭43学文）

［組織部長］

田中義信
（昭50学法）



常議員・財務部 10名
＜常議員＞

 田中正喜（昭51学工）

 燈田 進（昭48学法）

 別處了一（昭46学社会）

 牛島慶太（昭54学２法）

 大西康治（昭61学商）

 河嶋 達（昭56学商）

 中丁卓也（平７学商）

 中本巳知夫（昭52学２法）

 長谷川孝夫（昭52学商）

［副会長］
（財務担当）

植田芳光
（昭48学工）

〔財務部長］

玉置栄一
（昭53学経済）



常議員・学生支援部 11名
＜常議員＞

近藤正昭（昭46学法）
 笹倉淳史（昭58Ｄ商）
 岡田美由記（昭52学商）
 金子正行（平８学法）
 栗尾尚孝（昭51学法）
 高 一弘（昭52学２商）
 小早川勝己（平２学２経）
 谷口欣久（昭61学工）
 宮原田英一（昭49学社会）
 宮本忠依（昭61学商）

［副会長］
（総務担当兼務）

北嶋弘一
（昭44Ｍ工）

〔学生支援部〕

加藤安宏
（昭51学法）



［校友会監事］

石井國男

（昭45学２経）

大谷啓二

（昭39学２商）

小笹徳左衛門

（昭41学法）



交換受入留学生の修了式
29校の53人に修了証書

７月17日、交換受入留学生の平成27年度春学期修了式が挙行された。



桂文枝氏の叙勲受章記念祝賀会を開催
関大関係者230人が心から祝意

、７月17日にリーガロイヤルホテル・ロイヤルホール



「創立130周年記念事業」の大要-3
■関西大学グローバルフロンティアプログラム（ＫＵＧＦ）の開発・
提供による次世代グローバルリーダーの育成
〜国際感覚あふれるグローバル人材の育成を〜 （６億円）

■「関西大学『学縁』給付奨学金制度」の構築と奨学生会「葦の
葉倶楽部」の設立大学と地域住民が企画・運営する学社融合
型の課外活動「ＮＰＯ法人関西大学カイザーズクラブ」の設立

校友会、教育後援会、併設校等との連携による「オール関大」
としての各種事業の実施〜「学縁」をキーワードに関西大学の
絆を広げます〜 （４億円）



第105回定時代議員会開く
650余人出席 ６月13日

平成26年度事業報告・収支決算（案）を承認

校友会の奨学生証を授与

和やかに懇親会開催



31回支部対抗親睦ゴルフ大会を実施

長嶺氏が優勝、岩崎氏はエージシュート

５月18日に大阪府堺市の天野山カントリークラブで開催
団体優勝は堺支部



新緑の千里山キャンパスで教育後援会総会

「父母（保護者）の一日大学」を開催 ５月17日

平成27年度教育後援会総会が開催され、
５４００人を超える参加者があった。



＜堺・高槻 キャンパス祭＞

5回目の堺キャンパス祭

市民と一体のイベント

第1回「高槻ミューズ

キャンパス祭」に3千人

堺キャンパスで６月７日、「堺キャン
パス祭２０１５」が開かれた。人間健
康学部祭典実行委員会が企画・運
営し、今年で５回目を迎えた。

高槻ミューズキャンパスで、６月21日
に第１回「高槻ミューズキャンパス祭」
が開催され、当日は天候にも恵まれ、
約３０００人の市民や学生、生徒で賑
わった。



市民に「関西大学創立130周年」をアピール



天神祭実行委員長に就任
栗原宏武名誉教授

「盛大かつ安全に斉行し、天神祭実行
委員長に就任の栗原宏武名誉教授素
晴しい伝統を次世代に伝えたい」

女性広報部員3人で大阪天満宮へ
取材に伺った。





















フェスティバルin九州 交流会



フェスティバルin九州 交流会



第4学舎・中庭教室棟の地鎮祭
鉄骨造地上4階建てで全15教室 ５月15日

来年３月の完成予定で、主に理工系３学部の学生の
学習環境の向上に資される。



科学技術振興会創立50周年記念式典を挙行
「学の実化賞」受章の清水孝晏氏が記念講演

関西大学名誉教授・故太田鶏一先生が開発された
関大発合金「シリコロイ」を55年間に亘り試作・実用化
に携わって来られた清水孝晏氏、

同時に開催した産学連携の成果としての展示ブースでは、
会員企業関係が25ブース、本学先端機構研究員が12
ブース出展し、有効な情報交換がなされた。

５月22日に１００周年記念会館



泉州連合会の設立総会を開催
6支部の校友約50人が参加！

５月24日にホテルレイクアルスター泉大津

泉州連合会（吉田常佳会長）



海外校友会支部の現状
2015.10.1現在



関西大学台湾留学生会

83人が一堂に会して懇親台湾留学生新入生歓迎会、
５月９日に中華料理・大東洋で、台湾留学生新入生の温かく
楽しい歓迎会を開催しました



海外支部便り・台湾支部

台湾ＯＢ会（李銘坤会長）
27年度第２回例会は４月25日
台北市の彭園湘菜で開催され
た。



海外支部便り・北京-上海

届いた会旗と資料に歓声

会員募集に早速の入会も

14人でワイワイガヤガヤ

時間忘れ楽しいひととき

北京関大会 上海関大会

５月13日に日本料理の「天の川」で、
14人が参加 （横田和彦会長）

５月24日に北京関大会（三村孝仁
会長）懇親会を開催しました



海外支部便り・香港/インド

2人の初参加者迎え例会

関大の話をつまみに歓談

年内に全インド千里会を

設立に向け情報提供募る

５月30日の土曜日、インド千里会
（設立準備中）の中村美里さん
（平13学社）

５月16日に香港千里会（新井一弘
会長）例会をチムサーチョイの北京
ダックの有名店「全聚鴨店」で開催し
ました。



海外支部便り（国際インターンシップ）
ロサンゼルス／ベトナム

ロサンゼルス千里会 サイゴン千里会



海外支部の設立
ニューヨーク関大会・サンパウロ千里会



＜会長からの提言＞

21世紀総合学園を目指す、母校関西
大学の今後のご発展・活躍を祈念する
とともに、我々40余万校友はこの国の
歴史・文化を携え、且つこの国の行く
末を託せる学徒の育成を期待する。

そのため、我々は常に母校の動静を
注視し、母校の永続的な充実・発展の
ため、物心両面に渡って協力・援助す
ることを惜しまない。

平成27年10月18日

校友会 会長 寺内俊太郎


