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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

今年は任期満了による評議員・
理事の選考の年



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 校友会年間活動行事の充実。
③ 地域支部活動支援。
④ 海外支部の設立支援・充実。

母校・ハブ大学構想の海外拠点支援
⑤ 母校への貢献策の検討と実施。

130周年事業募金の増強！！



3. 母校創立130周年事業の支援

法人・教学の具体的な諸事業については

平成26年6月より開始された。

「校友会」の事業計画も130周年事業として

各位の思いを反映して、具体的な取り組みを
開始する。

各位の「創意・工夫・提案」をお願いします。



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28年3月現在】
・ 申し込み金額の累計 12億8,657万円
・ 目標額に対して達成率； 64.33％

・ 校友会関係の累計 1億4,524万円
・ 校友会・目標額 6億円に対して達成率； 24.21％



【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



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



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



第4学舎・4号館 竣工（2016.3月）

イノベーション活動の充実の一助に！！



梅田キャンパス・イメージ図
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年間活動費用支出合計
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勘定科目別推移 （平成17年～平成28年）
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第106回定時代議員会開く

平成28年度事業計画と収支予算案を承認、
創立130周年記念校友総会は10月16日（日）に開催

3月26日



ホームカミングデー

４月3日：10時～15時

「繋げよう学縁！」



第32回支部対抗親睦ゴルフ大会
２０１６年５月２０日

ＫＯＭＡカントリー



大阪、夏の風物詩、天神祭。そ
のクライマックスとなる船渡御が、
7月25日（月）夕刻から大川で行わ
れます。校友会では、恒例の奉拝
船「関大丸」の就航を予定。

華麗な花火が咲く夜空の下、
母校関西大学の看板を掲げ、夏
の夜の大川に灯をともします。

皆さま、多数のご乗船をお待ちし
ております。



「関西大学フェスティバルin九州」
創立130周年記念事業の例として

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。

四国

四国

2018年は

香川県

高松市！！















2004年・上海関大会

2013年・広東関大会

2015年・青島関大会

2013年・香港千里会

2013年・JKT千里会

2013年・パリ関大会

2013年・ロスアンゼルス千里会

2015年・サンパウロ千里会

2015年・ニューヨーク関大会

2004年・韓国同窓会

2015年・マレーシア千里会

2012年・シンガポール千里会

2012年・秦国千里会

2012年・台湾ＯＢ会

2012年・サイゴン千里会

2014年・北京関大会

2014年・シリコンバレー関大会

最近4年間の海外支部設立状況

2016年３月現在：17支部が活動



北カリフォルニアに「シリコンバレー関大会」が発足「ロ
ス千里会」国際インターンシップ参加学生と交流会

今年も母校の国際インターンシッププログラムの開催に併せて、
現役学生とロサンゼルス千里会との交流会に参加するため、
本部から北嶋副会長、事務局から奥田課長が訪米した。



南加大学同窓会対抗ゴルフ大会
ユニホーム新調し精鋭6人が参加

６月８日に23大学１５５人の出場者を得て
F o n t a n a市のS i e r r a Lakes Golf Club
で開催され、関大からは精鋭６人が参加しました。

ロサンゼルス千里会



サイゴン千里会 パリ関大会

台湾OB会



上海関大会 香港千里会

泰国千里会 広東関大会



校友会本部との交流会と校友の
在インドネシア企業・工場を視察

JKT千里会

ＪＫＴ千里会は、11月16
日（日）にジャカルタで開
催された第１回ゴルフ関
関同立戦に、精鋭14人

が新調した揃いのユニ
フォームを着て参戦。



福田さんの送別会兼ねて定例会開催
ＪＫＴ千里会、７月４日

中央ジャカルタの日本食レストラン「パサラ」で、駐在２年
目になる福田麻里さんの送別会を兼ねた定例会を開催した。



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。



インド・バンガロールで初の千里会開催

７月10日、南インドのバンガロールにて、
第１回関西大学インド千里会を開催しました。

学縁の有り難さを実感



青島関大会

「青島関大会」として
定期的活動の推進図る



海外支部だより校友トピックス

23人参集し第1回例会・新年会開く年1回の
総会は8月16日（土）に開催

塩卓悟氏送別会を開催

台湾ＯＢ会（李銘坤会長）では、２０１４年第１回例会
及び新年会を２月22日に台北市内の聚馥園餐廳で開いた。



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



サイゴン千里会
第15回目となる会合を３月４日に、支部旗が常時掲げられ聖地とも

いえる「ドラゴンホットポット」にて９人参加のもと開催した。

宗岡教授の調査に協力15回会合で懇親深める



久しぶりに7人が集う関大同窓の精神を共有

香港千里会

昨年製作された立派な会旗を間近で見るのが初めての方もおら
れ、世代は異なれど同じ大学で学んだ精神を共有できました。



上海訪問の学生と交流会
関大の絆感じながら歓談

上海関大会では、８月22日、関西大学グローバル企業体感プログ
ラムの国際インターンシップとして上海を訪れた学生ら15人との交
流会を京坊大酒店で開催、上海関大会からも14人が参加した。

上海関大会



平成27年度学部卒業式

平成27年度学部卒業式を挙行6,367人の新学士が実社会へ

平成28年3月19日



全卒業校友への機関紙配布



平成28年度・学部入学式
6,880 人の新関大生が誕生平成28年度学部入学式を挙行



7 名の教員が科学技術分野の
文部科学大臣表彰を受賞

～ 私立大学受賞者で“最多”、本学の研究業績が

さまざまな分野に貢献 ～

創立130 周年を迎える関西大学の『研究力』の成果



文部科学大臣表彰

このたび、関西大学の7 名の教員が、平成28 年度科
学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞
（開発部門1 名、科学技術振興部門2 名、理解増進部
門3 名）、若手科学者賞（1 名）を受賞しました。

今般の科学技術賞・若手科学者賞の受賞者193 名の
中、私立大学関係者は22 名でした。
そのうち、本学の受賞者が私立大学として最多の7 名
を占め、幅広い分野において本学の成果が評価される
結果となりました。



科学技術賞 開発部門
業 績 名： 直感的操作が可能なヒューマン

マシンインターフェイスの開発

関西大学システム理工学
部の田實佳郎教授は、株式
会社村田製作所、 三井化
学株式会社との共同により、
有機圧電体としてL 型ポリ乳
酸（PLLA）に着目した、直感
的な操作が可能な次世代の
ヒューマンマシンインター
フェイスの実用化の業績が評
価され、科学技術賞（開発部
門）を受賞しました。

田實佳郎教授



科学技術賞 科学技術振興部門
業 績 名： ３次元情報の利活用のための社会基盤技術の振興

関西大学総合情報学部の
田中成典教授、環境都市
工学部の窪田諭准教授
は、東京都市大学、大阪
経済大学との共同により、
我が国の道路や河川など
の高精度な３次元情報の
効率的な整備と電子国土
基盤環境の構築を可能と
する社会基盤技術の振興
に向けた業績が評価され、
科学技術賞（科学技術振
興部門）を受賞しました。田中成典教授 窪田諭准教授



科学技術賞 理解増進部門
業 績 名： 体感型理科教育による分野横断

かつ世代縦断型教育の普及啓発

関西大学システム理工学部倉田純一准教授、化学生命工学部河原秀久教授、
システム理工学部山本健准教授は、大阪医科大学、大阪薬科大学との共同によ
り、理工系と医療系を中心とした分野横断融合領域である「医工薬連環科学分
野」の構築と、その基盤となる体感型理科教育の理解増進と普及啓発に関する業
績が評価され、科学技術賞（理解増進部門）を受賞しました。

河原秀久教授倉田純一准教授 山本健准教授



若手科学者賞
業 績 名：超高速3 次元動画像顕微鏡の創成と

高機能化の研究

関西大学システム理工
学部田原樹助教は、従来
の３次元顕微鏡では不可
能であった複数試料同時
の高速３次元動画像記録
を可能とすべく、ホログラ
フィを用い、超高速３次元
動画像顕微鏡を開発し、
生体の多次元動画像可視
化を実証した業績が評価
され、若手科学者賞を受
賞しました。田原樹助教



第24回大島鎌吉スポーツ文化賞を授与
国内・世界で活躍した内外の個人・団体に

3 月10日に千里山キャンパス



国内・世界で活躍した学内外の個人・団体に

●第13回アジアシニア空手道選手権大会女子形の部優勝の
清水希容（文4）など国際大会で活躍した3人

●第88回日本学生氷上競技選手権大会女子シングル
Aクラス優勝のアイススケート部

●第60回全日本学生拳法選手権大会女子
の部優勝の拳法部など4団体

●第28回全日本女子学生ライフル射撃選手権大会
10ｍ立射40発競技優勝の奥村美夏（経1）

●第12回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会
女子75㎏級優勝の今永桃子（人4）ら個人10 人



高野芹奈がリオ五輪出場
セーリング49erFX級

3 月5 ～ 12日に
アラブ首長国連邦

（UAE）アブダビで行わ
れたセーリングSAF2016 
年アジア選手権大会。
高野芹奈が宮川恵子選
手（和歌山セーリングク
ラブ）とペアで出場。
49erFX 級で見事優勝、
リオデジャネイロオリン
ピックの出場が決まっ
た。



髙野芹奈
たかの せな

リオデジャネイロオリンピック
セーリング競技 日本代表

関大一高 卒業

人間健康学部1年生

目標は入賞です。
一つでも上の順位を目指して頑張ります！
応援よろしくお願いします！！



リオ五輪出場・高野芹奈さん （8/12-19）

リオ・オリンピックでのご健闘を祈る！！





法科大学院生数の推移（Ｈ16～Ｈ26年度）
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大学院生数は平成22年以降いろんな理由がありますが、

減少傾向が続いています。帰属収入減の原因は此処にあります。



＜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28年6月11日

校友会 会長 寺内俊太郎


