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教育後援会は学生の皆さんの
「さらなる成長」を応援します

学長スローガン「笑顔あふれる知と健康
のグローカル拠点」の実現にむけて

会長金 児 曉 嗣

大阪市立大学長 荒 川 哲 男

学生の皆さんは、授業、課外活動やボランティア活動などに

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

おいていろいろなことを学び、そして多くの事を経験すること

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

によって成長します。教育後援会は、充実した学生生活を送っ

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

ていただけるよう様々な支援を行なうことにより、学生の皆さ

厚くお礼申し上げます。

んの「さらなる成長」を応援しています。

私が学長に就任した際に、本学の強みである健康科学分野の

学生の皆さんの社会性や人間性を育成するために、「クラブ・

研究や産学連携・地域貢献のさらなる強化に取り組むべく『笑

サークル活動支援」や、施設の安全性を高めるための「クラブ・

顔あふれる知と健康のグローカル拠点』をスローガンとして新

サークル特別支援」、さらには伝統行事である『銀杏祭』や『ボー

たな戦略を打ち出し、全力をあげて取り組んできているところ

ト祭』などの「全学行事に対する助成」を行なっています。ま

です。

た、グローバル化への学びに対する支援として、短期留学や国

2017 年度から学生にもこの取り組みに積極的に参加して

際学会などへの参加に必要な旅費補助や TOEIC・TOEFL およ

もらうべく、本学と教育後援会が主催となり「エッサヤー活動

び IELTS などの英語の能力テストの受験料補助を行なってい

支援事業」を創設しました。この事業は、学生の社会貢献活動

ます。さらに、これらの支援以外にも、学術情報総合センター

や 社 会 的 課 題 解 決、SDGs（Sustainable Development

への図書の寄贈、憩いと交流の場のための施設を整備して大学

Goals：持続可能な開発目標）実施に向けた取り組みを促進す

へ寄贈する「教育環境整備支援」、あるいは「就職活動支援」

ることにより、学生の実践力・自立心を高めるとともに、個性

など、学生生活の向上に必要な多くの支援も行なっています。

豊かな社会人材の育成を図るため、奨励金制度を創設し学生の

一方、保護者の皆さまに対しましては、大阪市立大学をより

活動を支援するものであります。10 事業が採択され各団体が

深く知っていただくために、新入生の保護者の皆さまには「新
入生保護者懇談会」を、2 回生、3 回生の保護者の皆さまには、

ユニークな活動を実施しました。
このような取り組みを成功させるためには、教育後援会の会

「保護者就職説明会」を開催しております。さらに、講演会や

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

見学会などの「保護者交流会」を年 4 回開催しております。

常に重要です。毎年 5 月に開催される教育後援会主催の「新

これからも教育後援会は、「がんばれ 市大生！ ―教育後援会

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

は学生生活を全力でサポートします―」のキャッチフレーズの

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

もと、学生の皆さんを応援してまいります。

意義な意見交換の場でもあります。教育後援会におかれまして

ご支援・ご協力の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

もこのような交流の場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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理学部学舎

医学部学舎・附属病院

学生生活での傷害や災害を保証する保険の加入料を全学負担
■「学研災」・「付帯賠償」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
帯賠償』）の加入料を全学負担しています。

学生の勉学活動への支援
■カレッジ・公開TOEIC、TOEFL、IELTS受験料の一部補助
■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
この度は学修奨励賞を頂き、大変光栄に思います。丁寧にご指導いただいております先生方をはじめ大学関係
者の皆様、互いに切磋琢磨しあえる友人、そしていつも支えてくれる家族、多くの方々のおかげで、このよう
な名誉ある賞を頂くことができました。関わってくださった皆様に深く感謝いたします。入学してから約2年
間、授業などで様々な知識や考え方を身に着けてきました。今後は、さらに勉学に勤しみ、3年次より始まる
専門ゼミを通じて、今までの学びをより深いものにし、社会に貢献できる人材となれるよう一層努力して参り
ます。（商学部2回生

城本 欣明さん）

この度は学習奨励賞という素晴らしい賞をいただくことができ大変嬉しく思います。
居住環境学科での学びにおいて必要なことは利用する人々のことを第一に考えることです。そのため住環境に
ついて詳しくなるだけでなく、それに関連する事柄をも追求していきます。常に新しいことを学び続けること
は、自分自身の成長にもつながり、とても貴重な経験をさせていただいていると日々感じます。これからも仲
間と切磋琢磨しながら、支えてくださる周囲の方々への感謝を忘れず、何事にも精進していきます。
（生活科学部2回生

貞島 涼那さん）

学生の就職活動への支援
大学の就職支援室が行な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。
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就職支援セミナー・ガイダンス

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なっています。

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）
フタマル 〜TABLE FOR TWO 大阪市大〜です。
私たちフタマルは、TFT（Table For Two：2人の食卓）という食を通した国際貢献活動を行な
うボランティアサークルです。TFTとは先進国の肥満と途上国の飢餓の問題を同時に改善しよう
とする活動です。私たちが20円の寄付金が含まれた、ヘルシーで低カロリーのTFTメニューを
先進国で1食提供すると、途上国の子供たちに1食の給食が届くという仕組みです。私たちは、よ
り多くの学生にフタマルの活動を知ってもらえるよう、大学の食堂で季節ごとにTFTメニューを
考案しています。また、市大で7月に行なわれるビアパーティーや学祭でもTFTメニューを販売しています。さらに、梅田
や天王寺、高槻などのとんかつ屋やうどん屋とコラボしてTFTメニュー開発も行なっています。12月にはTFTの活動をよ
り多くの人に知ってもらうために、1日限定でカフェを開き、ミートボールトマト煮込みとグリル野菜のベーコン巻き串の
ランチプレートを一般の方々に食べていただきました。支援金はこのカフェの材料費、準備費等で使わせていただきまし
た。ありがとうございました。今年度は、20,000食以上の給食を発展途上国の子供たちに届けるという目標を掲げて栄
養バランスのとれたTFTメニューを日々考案しています。
（生活科学部2回生 福田 有紗さん）

■クラブ・サークルなどへの特別支援

平成30年度は、大音楽練習室の防音扉および第二学生ホール共同談話室・会議室の間仕切壁（移動可）の設置を行ない、音
楽系クラブや応援団などの音出し練習や多くの学生が利用しやすいように支援しました。

■全学的に行なう学生行事への助成

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。

■課外活動で優秀な成績を収めた学生の表彰
優秀課外活動賞を受賞して

第二学生ホール共同談話室

わが部は平成28年度に新たに創部し現在部員数５名で活動しています。私がフェンシングに出会ったのは中学の部活動
で、以来、今までに9年間競技を続けております。もともと本学にフェンシング部はなかったのですが、学生の大会に出た
いという思いから部を創部し現在に至ります。
フェンシングにはフルーレ、エペ、サーブルの3種類があります。
試合はピストと呼ばれる細長い台の上で行なわれます。ピストは幅1.5mから2m、長さ14mで、両選手はピスト中央
に4mの距離をおいて構えの姿勢から試合を開始します。
全日本選手権に出場するには、関西学生フェンシング選手権大会、全国学生フェンシング選手権大会に出場し一定の成
績を収めなければなりません。関西大会で私はベスト8に入ることができ、無事全国への切符を手にすることが出来まし
た。ここで『大阪市立大学 原野選手』とアナウンスが流れたことはとても思い出深い出来事です。そして全国大会、通
称インカレに出場しました。インカレでも頑張り全日本選手権への切符を手にすることが出来ました。
さまざまな経験ができたことは今後のためにも非常に良かったなと感じております。
今後とも応援よろしくお願いいたします。（経済学部３回生 主将 原野 隼輔さん）

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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ボート祭

学術情報総合センター

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
今回の学生選書ツアーでは、参加者それぞれに5万円もの選書予算が割り振られ
ました。5万円といいますと、1,000円の本が50冊も購入できてしまう金額です。
私達参加者は、たくさんの本を選べる期待を胸に、喜び勇んでツアーに参加し、充
実した選書時間を過ごしました。しかし、交通費の支給がなかったため、教育後援
会から参加者に図書カード1,000円分を頂けたことは、ツアー参加の決め手となり
ました。教育後援会のみなさん、ありがとうございました。
（商学部1回生

土肥 成美さん）

■教育環境整備に対する支援
課外活動施設（クラブ部室）の老朽化に伴う建替えに対して助成します。
環境整備としてワシントンヤシ伐採後の1号館前を新しく「芝生広場」にし、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を設置します。

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。

保護者会員の交流事業
■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。）
■保護者対象「就職説明会」（詳細は裏表紙をご覧ください。）
保護者の皆様が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を説明します。

■保護者交流会の開催
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。
2019年度の企画
第１企画：『驚きの匠の技！』（竹中大工道具館）

2019年 6 月15日（土）

第２企画：『市大で考える「防災」・市大を観る歩く「キャンパスツアー」』 2019年10月 5 日（土）
第３企画：『上方文化を学ぶ「大阪が愛し育てた文楽と落語」』

2019年10月12日（土）

第４企画：『おとなの空港見学「伊丹空港探検‼」』

2019年11月30日（土）

（詳細は「保護者交流だより第7号」をご覧ください。）
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保護者交流会（植物園にて）

保護者と大学をつなぐ新入生保護者懇談会
2019年度の第6回新入生保護者懇談会は2019年5月25日（土）に大学と共催で、杉本キャンパス全学共通
教育棟で行ないます。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しされませんか。
なお、今年度の懇談会の詳細および申込は「新入生保護者懇談会開催のご案内」をご覧ください。

第6回新入生保護者懇談会プログラム
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）

橋本文彦

演題「市大の教育の特色」

講演

：大阪市立大学就職支援室長

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)

：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

学部別懇談会（経済学部）

学部別懇談会（生活科学部）

懇親会

昨年5月26日（土）午後1時から杉本キャンパス全学共通教育棟（8号館）において第5回新入生（2018年度
入学）保護者懇談会を行ないました。保護者の皆さんに大学を知っていただくよい機会となり好評でした。

参加者からの感想（商学部入学生の保護者）
娘が入学した大学及び学部について詳しく伺える企画があると知り、良い機会だと思い楽しみに参加しました。
プログラム第1部では全学部共通で学長先生の挨拶と市大教育の特色や就職状況の説明、第2部では学部毎に分
かれて最初に学部長のお話、そして教授のお話、更に学生さんの生の声も伺うことが出来、具体的にイメージを持
つことが出来ました。
生協食堂での懇親会では、大学側の方達や保護者の皆さんと直接交流を持つことが出来、楽しい時間を過ごせま
した。
この企画に参加した事によって市大の良さを、より身近に感じるようになりました。参加して良かったです。
「新入生保護者懇談会」を催して下さいましてありがとうございました。
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「保護者対象 就職説明会」のご案内
「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、
保護者会員の皆様対象に
「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、
昨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。
開催日は2019年7月27日
（土）
で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。
http://www.osaka-cu.com

2018年度定例評議員会開催
2018年度定例評議員会が6月30日（土）大阪市立大学学術情報

第1号議案 教育後援会役員選出の件

総合センター文化交流室で開催されました。出席者：役員22名

第2号議案 教育後援会評議員選出の件

（委任状22名）、評議員22名（委任状16名）

第3号議案 教育後援会会則の一部改正の件

開会にあたり、金児曉嗣教育後援会会長ならびに荒川哲男理事長

第4号議案 平成29年度事業報告の件

兼学長からご挨拶をいただき、その後、議長を選出して議案審議

第5号議案 平成29年度決算報告の件

が行なわれました。

第6号議案 平成30年度事業計画案の件

議長に小林恵子評議員を選出。議事録署名人2名を選出後、議案

第7号議案 平成30年度収支予算案の件

審議に入りました。

以上の案件はいずれも原案通り承認されました。

2017年度決算報告・2018年度予算
科目

単位：円
2017年度予算額

決算額

2018年度予算額

69,050,000

68,687,282

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（1）経常収益
会費
寄付金

70,050,000

0

10,000

0

300

263

300

270,000

264,904

270,000

69,320,300

68,962,449

70,320,300

59,900,000

49,841,124

60,500,000

会員サービス事業

5,200,000

3,497,897

5,500,000

入会促進・募金活動費

1,700,000

1,359,903

1,710,000

400,000

198,242

400,000

10,000,000

8,526,269

10,500,000

100,000

0

100,000

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

4,000,000

0

4,000,000

81,300,000

63,423,435

82,710,000

△ 11,979,700

5,539,014

△ 12,389,700

18,627,795

36,146,509

23,756,809
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