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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。



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月より開始される。

「校友会」の事業計画も130周年事業として

を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。



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

全国地域支部の130周年事業の支援

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

その他、有意義な事業



第102回定時代議員会を開催

100周年記念会館 平成26年3月29日



会長・挨拶

25年期会長の基本方針である「総力

結集」「熟慮断行」「母校創立１３０周年
記念事業の成功」と、今期執行部の活
動指針である

①常議員の校友会本部サポート強化、

②代議員の地域支部活動意識の向上、

③校友の積極的な校友会活動参加、

④母校創立１３０周年記念事業の支援、
を説明。



理事長・挨拶

２０１０プロジェクトは丸４年が経過し、
初等部で初の卒業生を出すことがで
きた。学部では、人間健康学部と社会
安全学部で１回目の卒業生を出した。

・ 「スーパーグローバルハイスクール
（ＳＧ）」の指定高校が発表され、関西
大学の高等部(高槻校)が採択された。

・ １３０周年記念事業は、校友会、教
育後援会、併設学校と連携して「オー
ル関大」としての取組みを進めていき
たい。

池内 理事長



楠見学長・挨拶
「ソチ五輪では、町田・ 高橋両選手

が５位・６位に入賞を果たした。

・約１年前の記事だが、ビジネス雑誌
の「プレジデント」がビジネスマン１００
万人を対象にして、学歴と就職、給与、
幸せ度という大学を対象とした幸福度
（満足度）を調査した関西大学は卒業
生の満足度が高く、これは、卒業生が
社会において活躍されている証である
と思っている。

今後も、社会の要請に応えるべく有為な人材を更に輩出
して、グローバル人材養成という社会からの要請に対しても、
しかりと応えていきたい。ご支援をお願いする」と挨拶された。

楠見 学長



創立130周年記念事業
「実行計画」と「募金計画」を発表

記念事業総額40億円、募金目標額20億円

いよいよ６月から募金活動開始へ

【基本方針 】
1、 基本的な考え方
2. 記念事業の基本方針
3. コンセプト～ 伝統への自信 ・未来への行動

(機関誌「関大」 5月号 を参照下さい。)



関西大学創立130周年記念事業の大要

 1. 千里山キャンパスへの新しいアクセス空
間の整備など、各キャンパスにおける「地域
連携地域貢献」を促進する様々な取り組みを
実践します。

 2. 「考動する関大人」を具現化すべく「関西
大学グローバルフロンティアプログラム

（ＫＵＧＦ）」を開発・提供し、グローバルリー
ダーの育成に努めます。



 3. 「大阪」をキーワードに「関西大学なにわ

大阪研究センター」を設立し、「総合科学」の
観点から、その成果を学内外に発信します。

 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」を設立し、最先
端の研究装置・設備群を擁する日本有数の
産学官連携・共同研究拠点を形成します。

 5. 関西大学の「学縁」を世界に広げ、奨学生

同士や卒業生・修了生との縦横無尽の交流
（縁）を創出します。



キャッチコピーと
シンボルマークが決定する



【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.「関西大学イノベーション創生センター」の設立9.5億円

4.「関西大学なにわ大阪研究センター」の設立 5千万円

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



6900余人の新関大生が誕生
平成26年度学部入学式を挙行 2014.4.1



留学生別科も入学式8カ国・地域から24人

南千里国際プラザで４
月２日に、留学生別科
26年度春学期入学式
が行われた。

アメリカ、イタリア、韓
国、タイ、台湾、中国、
ベトナム、メキシコの
８カ国・地域から24人
の新入生が入学した。



東京大学・入学式 平成26年４月１１日

産経新聞 平成26年４月２１日より



大学院が入学式を挙行
757人が入学 2014.4.2



大学院入学式当日100周年会館に国旗が掲揚
平成26年4月2日



橋・織田・町田を学長表彰
応援感謝し3人のトークイベントも 4月21日

会場では約１２００人が見守る中、緊張した面持ちの３人
に楠見晴重学長から表彰状と記念品が贈呈された。



春 の 叙 勲

◇旭日中綬章
竹中弘忠（たけなか・ひろただ＝昭36学経）75歳。
橋本昇治（はしもと・しょうじ＝昭36学経）75歳。
山田庸男（やまだ・つねお＝昭42学法）70歳。

◇瑞宝中綬章
岡田至雄（おかだ・よしお）79歳。
國府 剛（こくふ・たけし）78歳。
辻本三代太郎（つじもと・みよたろう＝昭44Ｍ法）71歳。
西田一彦（にしだ・かずひこ）79歳。



◇瑞宝小綬章
朝倉通憲（あさくら・みちのり＝昭40学２法）72歳。
尾崎 勉（おざき・つとむ＝昭41学法）70歳。
金岡 勝（かなおか・まさる＝昭40学２法）71歳。
楠 征洋（くすのき・まさひろ＝昭41学商）70歳。
坂上 博（さかがみ・ひろし＝昭41学法）70歳。
橘多加男（たちばな・たかお＝昭41学商）70歳。

◇旭日双光章
片倉道夫（かたくら・みちお＝昭25学経）87歳。
加藤博司（かとう・ひろし＝昭38学文）73歳。
宮谷昭広（みやたに・あきひろ＝昭43学２法）



◇瑞宝双光章
青木秀夫（あおき・ひでお＝昭34学２法）83歳。
小倉和美（おぐら・かずみ＝昭34学２文）78歳。
菊谷浩直（きくたに・ひろなお＝昭39学２経）72歳。
小路 清（しょうじ・きよし＝昭29学２法）85歳。
竹川 浩（たけがわ・ひろし＝昭36学法）75歳。
中川克己（なかがわ・かつみ＝昭41学文）70歳。
三浦喜光（みうら・よしてる＝昭28学２文）85歳。

◇瑞宝単光章
中務直一（なかつかさ・なおかず＝昭30高１）77歳。



危険業務従事者叙勲

◇瑞宝双光章
宇原逸郎（うはら・いつお＝昭41学法）71歳。
柏原栄俊（かしはら・えいしゅん＝昭43学２法）71歳。
谷口 治（たにぐち・おさむ＝昭44学商）67歳。
原 洋治（はら・ひろじ＝ 昭40学法）71歳。
古田 實（ふるた・みのる＝昭41学法）72歳。
前田光代司（まえだ・みつよし＝昭44学商）67歳。

◇瑞宝単光章
飯田孝治（いいだ・たかはる＝昭41学法）71歳。
岡畑真人（おかはた・まさと＝昭40学法）71歳。
小山起由（こやま・きよし＝昭42学文）70歳。



◇瑞宝単光章

西野徹夫（にしの・てつ＝昭49学２法）66歳。元大
正岡英二郎（まさおか・えいじろう＝昭51Ｍ工64歳。
松岡敏晴（まつおか・としはる＝昭40学２商）71歳。
水田謙二（みずた・けんじ＝昭46学社）66歳。
山本秀樹（やまもと・ひでき＝昭41学商）71歳。



春 の 褒 章

◇黄綬褒章

河内國平（かわち・くにひら＝昭41学法）72歳。
松原博之（まつばら・ひろゆき＝昭47学工）64歳。

◇藍綬褒章
玉里光三（たまざと・みつぞう＝昭38学２商）74歳。
吉岡孝夫（よしおか・たかお＝昭45学２商）67歳。



刀匠・河内國平氏が「正宗賞」
更に黄綬褒章受章で二重の喜び

この４月、（財）日本美
術刀剣保存協会主催の新
作名刀展において、河内
國平氏（昭41学法）出品
の作品が今年の「正宗
賞」に輝いた。
「正宗賞」とは、鎌倉時
代中期に活躍し日本作刀
史上最も著名である、作
刀家「正宗」の名前を冠
とした最高に権威ある賞
である。



2014スプリングフェスティバル
肌寒い1日ながら全国から4000人集う

各団体の総会等開催報告・多数の留学生の参加があった。

2014.4.6
多数の留学生が出席



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。



ＪＫＴ千里会

足立会長らの送別会開催宗岡教授の調査に協力も

、３月１日に、足立会長、松村氏の帰任にあたり、
ゴルフコンペおよび送別会を開催した。



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



＜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26年06月14日

校友会 会長 寺内俊太郎


