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教育後援会は学生の皆さんの
「充実した学生生活」を応援します

コロナ禍ピンチをチャンスに変えて、
さらに進化する新大学へ

会長金 児 曉 嗣
教育後援会は学生の皆さんが充実した学生生活を送ることが
できるように様々な支援活動を行っております。これらには課
外活動をより活発に行うための「クラブ・サークル活動支援」
や課外活動施設の安全性を高めるための「クラブ・サークル特
別支援」、グローバル化への学びに対して、海外留学や学会・
研究会への参加時の旅費の補助ならびに TOEIC などの語学検
定試験の受験料補助、市大の伝統行事である「銀杏祭」や「ボー
ト祭」開催費用の補助、就職活動支援、憩いと交流の場として
の施設や備品の設置、図書の寄贈など、学生生活の充実に必要
な多くの支援があります。2020 年度はこれらの支援以外に、
新型コロナウイルス感染症対策として大学が行っている「経済
的困窮学生への給付金配布」、「遠隔授業を受講するに必要な
Wi-Fi 環境の整備助成」など多くの支援事業に多額の補助をさ
せていただくことにより、「学業を断念する学生を生み出さな
い」という大学の支援活動の一翼を担うことができました。
一方、保護者の皆さまに対しまして、
「新入生保護者懇談会」、
「保護者就職説明会」や「保護者交流会」などを行い、保護者
の皆さまと大学の「架け橋」としての役割も担っています。コ
ロナ禍で「新入生保護者懇談会」と「保護者交流会」の一部は
中止となりましたが、「保護者就職説明会」は対面とオンライ
ンを組み合わせて行うことができ、コロナ禍での就活などの講
演を聴いていただくことができました。最近の調査によります
と、わが国の国公立大学の約 7 割が保護者を中心とする教育
後援会組織を有していますが、本学のように保護者を対象とし
た説明会や交流会などを行っているところは他に類例がなく、
大変好評をいただいております。
なお、2022 年 4 月より大阪市立大学は大阪府立大学と統
合し大阪公立大学となる予定です。それに伴って大阪市立大学
教育後援会は大阪公立大学教育後援会（仮称）となりますが、
これからも「学生の皆さんの充実した学生生活」の応援と保護
者と大学の「架け橋」としてさらに充実した支援活動を行って
まいります。
今後ともご支援、ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し
上げます。

大阪市立大学長 荒 川 哲 男
教育後援会の皆様には本学の大学運営や、教育研究活動、課
外活動や就職活動等への支援をはじめ在学生の教育と人材育成
のための幅広いご支援に大変尽力をいただいておりますことに
厚くお礼申し上げます。
とくに、昨年初頭から始まった新型コロナウイルス感染症の
猛威は、現在も続いています。その間、コロナ禍によって、
「ひ
とりたりとも学業を断念する学生を生み出さない」を合い言葉
に、できうるあらゆることを教職員一同が一丸となって鋭意努
力を重ねてきました。
「困窮学生への給付金配布」
「学生のメンタルヘルスチェック」
「全学的 PCR 検査」「『うつらない、うつさない、拡げない』
啓発活動」等々を、大学の中でもフロントランナーとして積極
的に行い、安心安全のキャンパスを維持してきました。これも
ひとえに教育後援会の多大なるご支援があったからこそと感謝
しております。
2022 年度には、大阪府立大学と融合し、大阪公立大学となっ
て新たな夢と希望に向かって進みますが、五代友厚公らの熱い
志で創設された本学の 140 年余の歴史と伝統は新大学に引き
継がれていくことでしょう。そして、融合によるエネルギーの
爆発が、大阪のイノベーションを加速し、世界に貢献する成果
に結実することが確信できます。
今年もコロナとの闘いは続きますが、その中にあっても、さ
まざまな学生本位の取り組みを成功させるためには、教育後援
会の会員である保護者の皆様や卒業生の方々のご協力を賜るこ
とが非常に重要です。例年開催されています教育後援会主催の
「新入生保護者懇談会」は、大学を知っていただくよい機会で
あるとともに、私どもにとっては、保護者の方々と交流を深め
る有意義な意見交換の場でもあります。平時のような形での開
催は困難であるとしても、創意工夫により、目的が果たせる交
流の機会をより多く設けていただくことで「保護者の皆様と大
学の架け橋」としての役割を果たしていただければと願ってお
ります。今後とも保護者の皆様のご理解、ご協力とご支援をよ
ろしくお願いいたします。
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学生生活での傷害や災害を保証する保険の加入料を全額負担
■「学研災」・「付帯賠責」保険の加入料負担
通学中の傷害補償付「学生教育研究災害傷害保険」（『学研災』）および「学研災付帯賠償責任保険」
（『付帯賠責』）の加入料を全額負担しています。

学生の勉学活動への支援
■TOEIC、TOEFL、IELTS、実用英語技能検定試験1級、実用フランス語技能検
定試験1級 受験料の一部補助
グローバルに活躍するためには高度な語学力が求められます。多くの市大生が英語力検定試験
（TOEIC、TOEFL、IELTS）に挑戦しています。

■優秀な学業成績を収めた学生の表彰
学修奨励賞を受賞して
この度は、栄誉ある学修奨励賞を頂くことができ、大変光栄に思います。このような賞を頂くことができたの
は、いつも丁寧に指導してくださる先生方や学校関係者、ともに学ぶ友人、支えてくれる家族など、多くの支
えがあったからです。入学してから約２年間、法学について学び、難しいと感じることもありましたが、学ぶ
うちに新しい知識を得る楽しさや、奥深さを知ることができました。３回生からは講義に加えてゼミもあるの
で、より一層学びを深めていきたいです。新型コロナウイルスの影響で今まで通りの学校生活を送ることが難
しい状況ですが、社会に貢献できる人材となれるよう努力して参ります。（法学部2回生

竹村 真実子さん）

この度は学修奨励賞という素晴らしい賞を頂くことができ、大変光栄に思います。いつも熱心に指導してくだ
さる先生方や、大学生活を充実させてくださるその他大学関係者皆様、そして家族や友人など、多くの方々の
支えのおかげでこのような賞を頂くことができました。入学してから約2年間、学べば学ぶほど知らないこと
が沢山浮き彫りになり、自分の未熟さを実感する日々でしたが、新しい知識や考え方に触れ、感動する日々で
もありました。今後も支えてくださる方々への感謝を忘れず、仲間と切磋琢磨しながら勉学に励み、社会に貢
献できる人材となれるよう努力して参ります。（工学部2回生

2019年度

2020年度

学修奨励賞授賞式

吉信 椋太さん）

学修奨励賞授賞式（学部ごとに授賞式を挙行）

（大学全体で挙行）

学生の就職活動への支援
大学のキャリア支援室が行う広範な就職支
援活動（就職セミナー、就職ガイダンス、
学内求人説明会など）をサポートしています。
さらに、就職関連図書を大学に寄贈し、教
育後援会就職応援図書コーナーに配架して
います。
また、就活時に役立つ就職活動手帳の作成
の支援もしています。

(就職支援セミナー 2019年度風景)
2020年度は全てオンラインで開催
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就職応援図書コーナー

がんばれ 市大生!
教育後援会は学生生活を全力でサポートします
学生の皆さんの社会性や人間性を育むため、
保護者の皆さんと大学の交流を深めるため、
教育後援会は様々な事業を行っています。

学生課外活動への支援

より豊かな人間性と社会性を育成するために各種課外活動に要する費用を支援しています。

■クラブ・サークル支援（クラブ・サークルの強化育成のための諸経費の支援）
私たち、大阪市立大学唯一のストリートダンスサークルSPLASHは、1995
年に誕生し、ダンスやダンスミュージックの良さを広めるべく、活動して参り
ました。しかし、2020年度は未曾有の事態に見舞われ、100人前後の部員
が集まることなく自主練習のみの活動となっておりました。しかし、教育後援
会から支援いただいたおかげで、感染防止対策がしっかりなされた会場を貸し
切ることができ、自主練習の成果を披露する場である内部発表会を開催するこ
とができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。このような時だからこ
そ、ダンスとその文化の火を絶やさぬよう、より一層活動に邁進して参りたい
と思います。（文学部3回生 SPLASH部長 小黒 莉奈さん）

■クラブ・サークルなどへの特別支援

2020年度は、大音楽練習室内小部屋と第1音楽練習室の防
音改修工事、換気面・耐震面・防音面から練習室として使用
できない第3音楽練習室を音楽系団体共有の倉庫に改修工事
を行い、音楽系クラブ・サークルが有効活用できるように整
備しました。

■全学的に行う学生行事への助成

音楽系団体共有倉庫

ボート祭、大学祭（銀杏祭）、三大学体育大会などの運営費を助成しています。

■課外活動や社会貢献活動で優秀な成績を収めた学生の表彰

ボート祭

最優秀課外活動賞を受賞して
2019年度の近畿学生野球連盟Ⅰ部秋季リーグ戦の優勝、また新人戦において準
優勝という成果のもと、2020年2月に最優秀課外活動賞という栄誉ある賞をいた
だくことができ、大変嬉しく思っています。
2020年度は、私たち硬式野球部をはじめ、多くの部活動、サークルが、新型コ
ロナウイルスの影響により満足な活動ができなかった年だったと思います。我々、
硬式野球部も数ヶ月の課外活動禁止、春リーグの開催中止、夏合宿の中止など、例
年であれば当たり前にできていたことが突如として失われてしまいました。だから
こそ、我々は、みんなと会って練習できる喜び、試合ができる喜びというのをより
一層強く感じることができました。今後もコロナウイルスの影響でどうなるかはわかりませんが、当たり前の日常、部活
動ができるという環境に感謝の気持ちを忘れずに、日本一という目標に向けて、日々全力で取り組んでいきたいと思いま
す。応援よろしくお願いいたします。（経済学部3回生 硬式野球部主将 赤木 裕貴さん）

大学院および学部学生の研究発表や短期留学のための旅費等への補助
グローバルな視野をもち、世界で活躍する人材を育てるため、本学と国際交流協定を締結している外国の
大学に留学（語学研修留学を含む）を希望する学生に海外留学傷害保険への加入支援、また勉学・研究意欲の
向上と優れた研究成果の創出を図るため、国内外での研究発表に要する旅費等の一部を補助しています。
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教育環境整備への支援
■学情センター学生選書助成支援
学術情報総合センターの学生選書助成事業としてセンターに図書を寄贈し、教育後援会寄贈図書コーナー
を設けています。

学生選書に参加して
2020年はコロナ禍でWEBでの選書となり、実際に本を手に取って選ぶというこ
とは出来なかったのですが、その分下調べなどを入念に行いました。この選書に当
たっては、これから本大学に入学してくるであろう後輩たちにも読んでもらいたい
本、という観点からも選びました。また、自分が選んだ本が大学の図書館にずっと
残り続けるということには感慨深いものを感じます。後輩たちにも是非、この学生
選書の機会を利用してもらいたいです。（法学部4回生

門林 優佳さん）

学生選書支援事業（学情センター2階）

■教育環境整備に対する支援
学生のスポーツ環境充実のために「全天候型グラウンド」の整備に対し
て助成しています。
また教育環境整備として1号館前のワシントンヤシ伐採後に新しくなっ
た「芝生広場」を憩いと交流の場にするため、学生から提案を募集して
ベンチ等の設置をはじめ工夫を凝らした「芝生広場」作りを支援してい
ます。

1号館前「芝生広場」

学生国際交流支援
外国人留学生との国際親善を深めるため、また日本人学生の国際感覚を育てるために、大学と共催で「学生
国際交流会」を開催しています。国際交流「グローバルビレッジ」に大画面のテレビセットを支援しました。

保護者会員の交流支援
■新入生保護者懇談会の開催（詳細は次ページをご覧ください。）
■保護者のための就職説明会
就活生を支援する際に役立つ「保護者のための就活応援講座」や大阪市立大学の就職状況及び最新の就活
スケジュールについて説明します。

■保護者交流会の開催
保護者の皆様が相互に親睦を図る場として、また学
長をはじめ、大学教員との交流の場として、講演会
や見学会などの「保護者交流会」を年4回開催して
います。
（詳細は6月以降に送付する「保護者交流会だより
第9号」をご覧ください。）

2020年9月26日保護者交流会
（羽曳野市「河内ワイン」にて）

2020年10月24日保護者交流会
（大阪くらしの今昔館にて）

教育後援会交流支援行事に参加して
息子が大阪市立大学に入学して驚いたこと、それは保護者の組織がこんなにもしっかりと独立性をもち、保護者行事が
活発に行われている大学はないのではないか、ということでした。教育後援会に入会してから、新入生保護者懇談会、保
護者就職説明会……とタイムリーに情報と安心を頂きました。その他、年4回、保護者同士は勿論、大学の先生方や
OBOGの方々との交流企画も開催されています。更に、私は交流委員としてお手伝いさせて頂くようになって、様々な場
で教育後援会が学生の生き生きとした大学生活を支えていること、このコロナ禍でも積極的に就学支援に関わっているこ
とにふれることができました。会員であることで、保護者としての誇りを持てた気が致します。2021年度もより多くの
会員の皆様と、この素晴らしい活動をご一緒させて頂くことが楽しみです。
（大学院工学研究科前期博士課程1回生保護者 河合 麻理さん）
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保護者と大学をつなぐ新入生保護者懇談会
新入生の保護者の皆さまに大阪市立大学をより知っていただくために、新入生保護者懇談会を大学と共催で
行います。新入生の保護者の皆さま、大学の先生や現役の学生さんと直接お話をし、大阪市立大学の良さを
身近に感じてください。
なお、今年度は2021年5月29日（土）に杉本キャンパス全学共通教育棟での開催を予定しておりますが、新
型コロナウイルスの感染状況により開催を中止する場合があります。

新入生保護者懇談会
開催日時：2021年5月29日（土）13時〜

開催場所：大阪市立大学杉本キャンパス

全学共通教育棟

プログラム
第1部

全学懇談会(13：00から) …………………………………………………

場所

全学共通教育棟 810教室

主催者挨拶：教育後援会会長

金児

曉嗣

学長挨拶

：大阪市立大学学長（教育後援会名誉会長）

荒川

哲男

講演

：大阪市立大学副学長（教育後援会副会長）

鈴木洋一郎

演題「市大の教育の特色」

講演

：大阪市立大学学生課キャリア支援室長

池山

尚高

演題「市大における就職支援の取り組み」

第2部

学部別懇談会(14：30から) ………………………………………………………………

場所

８号館各教室

：学部長挨拶、学部の特色など
懇親会(茶話会形式)(16：00から) ……………………………………………………

場所

生協食堂(北食堂）

：学部別テーブルに分かれて懇談
見学会(希望者のみ)

新入生保護者懇談会

全学懇談会

：懇親会終了後、学術情報総合センター屋上庭園見学

全学懇談会と学部別懇談会の様子

学部別懇談会（法学部）

学部別懇談会（理学部）

学部別懇談会（医学部医学科）

保護者のための就職説明会
「就職活動を応援したいけど、どのように支えてあげればいいの
かわからない」というお声をよくお聞きします。
そこで、会員の皆様対象に「最新の就活スケジュール」や「就活
中の学生の気持ち」など皆様が支援する際に役立つ情報を提供し、
どう寄り添えばいいのかを一緒に考えていきます。
また、2020年度の市大の卒業生の進路や最新の就職状況を説明
いたします。
2021年度の就職説明会の開催日、内容等の詳細は決定次第、教
育後援会ホームページに掲載いたしますのでご覧ください。
※新型コロナ感染状況により、中止またはオンライン開催に変更
する場合があります。

就職説明会
（2020年度は会場参加とオンライン配信で開催）

教育後援会URL: http://www.osaka-cu.com/
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2020年度定例評議員会
2020年度定例評議員会は6月27日(土)に開催する予定でしたが、新型コロナ感染が収束していない状況を踏まえ、感染リスク
を少なくするとともに感染拡大防止の観点から一堂に会する審議方法ではなく、書面による決議に代えて行いました。
書面決議提出評議員数が総評議員数の過半数に達したため、会則第11条4項に基づき、定例評議員会は成立し、会則第10条5項
に基づき、議長

牧野忠廣 氏を選出し書面決議回答書の確認をしていただきました。

第1号議案教育後援会役員選出の件

第4号議案令和元年度決算報告の件

第2号議案教育後援会評議員選出の件

第5号議案令和2年度事業計画案の件

第3号議案令和元年度事業報告の件

第6号議案令和2年度収支予算案の件

以上の案件はいずれも原案通り承認されました。

2019年度決算報告・2020年度予算
科目

Ⅰ

単位：円
2019年度予算額

決算額

2020年度予算額

72,710,000

74,035,634

72,900,000

300

273

300

270,000

289,248

280,000

72,980,300

74,325,155

73,180,300

60,500,000

50,686,941

71,200,000

会員サービス事業

5,500,000

2,954,405

5,000,000

入会促進・募金活動費

2,000,000

1,660,678

2,300,000

400,000

202,040

400,000

14,000,000

8,609,039

14,000,000

100,000

0

100,000

4,000,000

0

4,000,000

86,500,000

64,113,103

97,000,000

△ 13,519,700

10,212,052

△ 23,819,700

25,996,324

49,728,076

25,908,376

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（1）経常収益
会費
受取利息等
雑収入
経常収益計
（2）経常費用
大学支援事業費

会議費
一般管理運営費
什器備品減価償却費
予備費
経常費用計
当期経常増減額
Ⅲ

正味財産期末残高

大阪市立大学教育後援会

URL：http://www.osaka-cu.com

住

所：〒558-8585大阪市住吉区杉本3-3-138

大阪市立大学 田中記念館2階

電

話：06-6605‑3420（土日祝を除く9：30〜17：00）FAX：06‑6605‑3423

M a i l：jimukyoku@osaka-cu.com
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