保護者と大学をつなぐ新入生保護者懇談会
平成30年度の第5回新入生保護者懇談会は平成30年5月26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様、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し込みは｢新入生保護者懇談会開催のご案内｣をご覧ください。

第5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

「保護者対象 就職説明会」のご案内
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「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。
開催日は平成３０年7月２８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
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保 護 者 と 大 学 を つ な ぐ
大阪市立大学教育後援会

学部別懇談会(14：00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

TEL.06-6605-3420 FAX.06-6605-3423
URL http://www.osaka-cu.com/

教育後援会は学生のみなさんの
「学ぶ喜び」を応援します

平成29年度定例評議員会が6月24日(土)大阪市立大学学術情報総

第1号議案教育後援会会則の一部改正の件

合センター文化交流室で開催されました。出席者：役員21名(委

第2号議案教育後援会役員選出の件

任状23名)、評議員25名(委任状28名)

第3号議案教育後援会評議員選出の件

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28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28年度決算報告の件

が行なわれました。

第6号議案平成29年度事業計画案の件

議長に波津加代子評議員を選出。議事録署名人2名を選出後、議

第7号議案平成29年度収支予算案の件

案審議に入りました。

以上の案件はいずれも原案通り承認されました。

科目

学部別懇談会1

学部別懇談会2

懇親会

昨年5月27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4回新入生（平成29年度
入学）保護者懇談会を行ないました。参加者は238名で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。

決算額

29年度予算額

68,050,000

67,835,500

69,050,000

（1）経常収益
会費
寄付金

雑収入
経常収益計

0

80,000

0

900,000

400,000

0

3,000

259

300

210,000

270,100

270,000

69,163,000

68,585,859

69,320,300

43,100,000

46,083,315

59,900,000

（2）経常費用
大学支援事業費
会員サービス事業

5,000,000

3,368,994

5,200,000

入会促進・募金活動費

2,750,000

1,391,974

1,700,000

400,000

194,363

400,000

10,000,000

6,929,810

10,000,000

会議費
一般管理運営費
什器備品減価償却費

100,000

7,625

100,000

予備費

1,500,000

0

4,000,000

積立金

10,000,000

0

0

経常費用計
当期経常増減額
Ⅲ 正味財産期末残高
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単位：円
28年度予算額

１．経常増減の部

受取利息等

息子が市大に入学するまでどんな大学か知らず不安で一杯でしたので入学早々の「新入生保護者懇談会」は
大変ありがたく思いました。
プログラムでは最初に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、次に学部毎に分か
れて学部長のお話、更に学科単位で教授のお話をお聞き出来、ステップを踏んで具体的にイメージを持つこと
が出来ました。
最後は北食堂にて大学側と保護者が一同に会して和やかな懇親会で締めくくられ、保護者目線で安心と理解
を提供してもらえた企画と思いました。
細やかな配慮、準備に心から感謝いたします。今後は市大ライフを子も親も満喫したいと思っております。

会長金 児 曉 嗣

Ⅰ 一般正味財産増減の部

KBSクラブ個人負担金

参加者からの感想（商学部入学生の保護者）

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

平成29年度定例評議員会開催

平成28年度決算報告・平成29年度予算

全学懇談会

発行:平成30年2月

〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138

演題「市大の教育の特色」

第2部

2018

72,850,000

57,976,081

81,300,000

△ 3,687,000

10,609,778

△ 11,979,700

16,310,717

30,607,495

18,627,795

O. C. U. Education Supporters Association Information vol.5

教育後援会は、保護者の皆様のご支援とご協力によって行
なっている様々な支援を通して、学生のみなさんの「学ぶ喜び」
を応援しています。
大学での学びの中には、講義や実習などの授業での学び以外
に、課外活動やボランティア活動などいろいろな学びの機会が
あります。教育後援会では、これらの活動をより活発に行なえ
るよう、また活動の強化育成するための「クラブ・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・サークル
特別支援」や伝統行事である『銀杏祭』、
『ボート祭』などの「全
学行事に対する助成」などの支援を行なうことにより、学生の
みなさんの社会性や人間性の育成に努めております。また、グ
ローバル化への学びに対する支援として、短期留学や国際学
会などへの参加に必要な旅費補助や TOEIC・TOEFL および
IELTS の受験料補助などを行なっています。さらに、本年度
より、学生の自主的な活動に対し助成する「エッサヤー活動支
援」も行なっています。これらの支援以外にも、学術情報総合
センターへの図書の寄贈、憩いと交流の場のための施設や設備
の大学への寄贈などの「教育環境整備支援」や「就職活動支援」
など学生生活の向上あるいは必要な支援を行なっています。
一方、保護者の皆様に対する支援として、新入生の保護者の
皆様に大阪市立大学をより深く知っていただくために「新入生
保護者懇談会」を、２回生、３回生の保護者の皆様の心配事や
悩み事におこたえするために「保護者就職説明会」を開催して
おります。さらに、講演会や見学会などの「保護者交流会」を
年４回開催しております。これらの企画はたいへんご好評をい
ただいておりますので、ぜひご参加いただき、大阪市立大学の
良さを実感してください。
これからも教育後援会は、「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―」のキャッチフレーズ
の下、学生のみなさんが多様な経験をすることによって社会性
や人間性を育み、そしてたくましく成長し、卒業後、社会のリー
ダーとして活躍できるよう応援してまいります。
ご支援・ご協力の程、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。
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
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
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
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
です。
今年度から学生にもこの取り組みに積極的に参加してもらう
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や社会
的課題解決の取り組みを促進することにより、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
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。毎年 5 月に開催される教育後援会主催の「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。教育後援会におかれまして
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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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

学術情報総合センター

けやき通り

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、
教育後援会はさまざまな事業を行なっています。

ボート祭

学生生活での傷害や災害を補償する保険の加入料を全額負担

学生の課外活動への支援

教育環境整備への支援

■「学研災」・「付帯賠責」保険の加入料負担

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。

■学情センター学生選書助成支援

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。

■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）
大阪市立大学硬式野球部です。
秋季リーグ戦を最後まで戦い抜くための体力強化に欠かせない夏合宿におけ

学生の勉学活動への支援

る諸費用を、支援金でまかなっていただき、また、グラウンドの土を替えてい

■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

結果を残すことができました。これからも教育後援会からのありがたいご支援

ただくことにより練習効率をあげることができ、秋季リーグ戦では優勝という
に応えられますよう、神宮大会優勝に向けて部員一同精進してまいりたいと思
います。ありがとうございました。（硬式野球部 マネージャー 吉良愛理さん）

学修奨励賞を受賞して
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、大変有難いです。専門の勉強は初めてのことも
多く、分からないこともありますが、それが腑に落ちた時、自分で確かめられた時の喜びは一入です。これか
らも周りの方々・自分を手放しで応援してくれる家族に対する感謝を忘れず、自分の出来ることを精一杯頑張
っていきたいと思います。（文学部人間行動学科心理学コース2年次生

辻 皓太さん）

平成29年度は球技場の土入替え、トレーニングルームの床張替え、クラブハウスの
更衣ロッカー入替えなど安全で快適にサークル活動が行なえるように支援をしました。

■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

この度は学修奨励賞をいただき、誠にありがとうございます。
私は26年間の会社員生活を経て、社会人入試で大阪市立大学医学部看護学科に入学しました。
本校で学びの機会を得て、学べることの喜びを感じつつ充実した日々を送れていることに感謝しております。
そのうえ、このような栄えある賞をいただき恐縮しますと伴に、より一層勉学に励もうという気持ちを強く致
しました。卒業後は患者さんにより添える看護師となり、自分の天職とできるよう努めてまいりたいと思って
おります。本賞を賜ったことを契機に、決意を新たに残りの２年余りについても引続き精進していく所存です。
（医学部看護学科2年次生

■クラブ・サークルなどへの特別支援

泉 眞知子さん）

優秀課外活動賞を受賞して
まずは、私の所属する馬術部の活動を紹介したいと思います。
私たちは部員18名、馬8頭で毎朝6時半から練習をしています。
馬術の競技には、陸上のハードルを大きくしたような障害をいくつか飛び越えてタイムを競う障害飛越競技と、決めら
れた箇所で決められた動きを行なって得点を競う馬場馬術競技の2種類があります。
自分の指示がうまく馬に伝わらず、思うように動いてくれなかったり、馬に勝手されて落馬してしまうこともありま
す。そうしたなかで私が大切だと思うのが、馬に乗っているときだけではなく、普段からその馬に手をかけてあげること
です。そうした積み重ねが試合の結果にもつながったと思います。また、生き物と共に活動しているので、なにかとお金
のかかる部活ではありますが、教育後援会からのご支援により、試合場に馬を運ぶ馬運車の料金や、試合着などを購入す

学生の就職活動への支援

ることができました。ありがとうございます。
今後も部員一同、馬一同、試合で良い結果が残せるように、頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

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

（馬術部 岡村季芽さん）

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。

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

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
O. C. U. Education Supporters Association Information vol.5

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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銀杏祭

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
学生選書は、必ずしも自分の好みだけでは決められない難しさも含め、有意義な
体験でした。専門とする法学の分野に、また学情センター全体として、どんな書物
が足りないだろうかと改めて考えること。1人あたり5万円もの高額予算のもと多数
の興味深い書物と出会うこと。2時間にわたり大型書店の書架の海を泳ぐこと。ど
れも時間を忘れて楽しませていただきました。
教育後援会の皆様、この度は助成支援をいただき、誠にありがとうございました。
（法学部 増井俊輔さん）

■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。
平成29年度は、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。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」
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いたしました。

■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。
平成30年度の企画
第１企画：『あなたもドクターＸ

楽しく医療体験を!』

平成30年 9 月29日（土）

第２企画：『世界文化遺産西本願寺と水木しげる 魂の漫画展』 平成30年10月13日（土）
第３企画：『Japanese Sake!!』

平成30年11月10日（土）

第４企画：『市大植物園

平成30年12月 1 日（土）

満喫!!』

（詳細は「保護者交流だより第6号」をご覧ください。）
O. C. U. Education Supporters Association Information vol.5

保護者交流会

