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　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、保護

者の皆様のご支援とご協力によって様々な支援を行ない、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以外に、課外

活動やボランテｲ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「ク

ラブ・サークル活動支援」、や「全学行事助成」などの支援を

行ない、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、短期留学や国際学会などへの参加や語学力を高め

るなどグローバル化への学びもあります。これらの学びに対す

る支援として、短期留学支援、旅費補助や TOEIC・TOEFL の

受験料補助などを行なっています。

　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。さらに、保護者の皆様

と大学との懸け橋となるべく「新入生保護者懇談会」や年４回

行なわれる「保護者交流会」などの支援事業を行っています。

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、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。

会長金児曉嗣

教育後援会は学生のみなさんの未来を
応援します

　昨年４月に学長に就任いたしました荒川です。どうぞよろし
くお願いいたします。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。
　さて、本学は、法人化以降、本学のプレゼンスを向上させる
ため、6 年間の中期目標を掲げ実現してきました。本年は、「都
市大阪のシンクタンク、都市科学分野の教育・研究・地域貢献」、

「専門性の高い社会人の育成」、「国際力の強化」を重点三戦略
に掲げた第二期中期目標の最終年に当たります。私の学長就任
に伴い、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のため『笑顔あふれる知と健康のグロー
カル拠点』をスローガンとした新たな戦略を掲げ、全学を挙げ
て取り組み、第三期中期目標への進化につなげていきます。
　2017 年度には、学生にもこの取り組みに積極的に参加し
てもらうべく、大阪市立大学学生社会活動支援事業（仮称）を
開始します。この事業は、学生主導の社会貢献活動や社会的課
題解決への取り組みを促進するもので、教育後援会からご支援
いただきます。学生の実践力・自立心を高めるとともに、個性
豊かな社会人材に育てる教育の一環でもあります。
　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。

大阪市立大学学長荒川哲男

新スローガン「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
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桜の１号館 イチダイ花壇前

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
■カレッジ・公開TOEIC、TOEFL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、ありがとうございます。大阪市立大学法学部に入学してからは、勉強、サークル活動とも
に充実した生活を送っています。専門科目の勉強は理解するのが困難な部分も多いですが、法律の勉強は奥が深く、何よ
り自分の興味のある分野なので、主体的に勉強することができ、結果としてこのような賞を頂くことができました。また、
サークル活動はボランティアを行なっており、例えば、学内のゴミ拾い、大阪市内で開催される環境イベントに参加する
など幅広く、積極的に活動しています。残りの大学生活では、勉強、サークル活動により一層励むとともに、様々な経験
を積んで、社会に貢献できる人間に成長していきたいです。（法学部 林 和磨さん）

　この度は、このような素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございます。
医師を志し、大阪市立大学医学部医学科に入学してから、約一年と半年が過ぎました。一回生の頃よりも、講義はより専
門性を増し、また解剖学実習も始まり、いよいよ医学生としての学びが本格化してきました。日々の学びの中で実感する
ことは、「良き医師」に求められる膨大な知識を身に付けるためには、今までにない努力、また勤勉さが必要であるという
ことです。医師への道は険しいものですが、いつも支えて下さる両親や学校関係者の皆様への感謝の気持ちを忘れること
なく、これからも夢に向かって邁進していきたいと思います。
　最後になりますが、今回このようなこれからの勉学の励みとなる素晴らしい賞をいただけたことを大変嬉しく思います。
誠にありがとうございました。（医学部 藤井鈴香さん）

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。
また、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。

就職支援セミナー
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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。

学生の課外活動への支援
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）

■クラブ・サークルなどへの特別支援
平成28年度は、防球ネットの整備、クラブの団旗、テント・テーブルなどの特別

支援を行ないました。

■全学的におこ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支援

■課外活動で優秀な成績を収めた学生の表彰

第92回関西インカレにおいて走り幅跳びで優勝したことを評価していただきありがとうございました。

　この大会は関西のトップを争う大会で、陸上部一同この大会に出場したい、結果を残したいと心に留め1年間練習して

おります。私のベスト記録では優勝することは難しい状況でしたが、優勝したい気持ちが誰よりも勝っていたのでこの結

果を得られたと思います。

　教育後援会の皆様から評価していただいたことは、その後のさらなる飛躍へと繋がりました。今後、この賞が多くの市

大生の励みとなりさらなる成長へ繋がることを楽しみにしております。（陸上競技部 村上隆一郎さん）

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。

こんにちは、大阪市立大学応援団です。
応援団の象徴ともいえる団旗や大太鼓を新調するには多額の費用がか
かり、貴会の御支援なしでは購入することが出来ませんでした。新し
い団旗、大太鼓と共にもっと市大生を応援して参ります。ありがとう
ございました。（応援団財務・バトン部長 田中美咲さん）

クラブ・サークル特別支援　クラブ団旗

教育後援会は学生生活を全力でサポートします教育後援会は学生生活を全力でサポートします
がんばれ 市大生!がんばれ 市大生!がんばれ 市大生!
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オープンキャンパス 銀杏祭

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。

■教育環境整備に対する支援
構内には団らんや軽食の取れるテーブルやベンチが少ないため、環境整備として憩いと交流の場のための
テーブル・ベンチを寄贈、また学生の憩いのために「イチダイ花壇」を整備しました。

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
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、新入生の保護者と学長をはじめ
大学および学部の関係者との懇談会と懇親会を開催しています。
（平成29年度は5月27日（土）午後1時より杉本キャンパス8号館で開催します。）

■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」を開催しています。
今年度（平成29年）の企画
　第1企画：『 ぴんぴん ころり!?』学長講演とトレーニング講演　平成29年7月15日（土）

　第2企画：『ワイナリーへＧＯ!!』平成29年9月30日（土）

　第3企画：『市大　今昔物語 !?』講演とキャンパスツアー　平成29年10月21日（土）

　第4企画：『貴方の知らない !? 宇治体験』平成29年11月25日（土）

　（詳細は、「保護者交流会だより第5号」をご覧ください。）

学生選書に参加して
　知的好奇心の赴くままに本を選ぶことができて、とても楽しかったです。図書館
で本を探すのも面白いのですが、書店で膨大な数の本から「おや？」と興味をそそ
られる一冊に出会うことも、また違った面白さがありました。わたしは当初、法学
に関する本を探していましたが、書店を歩き回るうちに論理学などの異分野にも惹
かれて何冊か選ばさせていただきました。
　教育後援会の皆様のお陰で有意義な時間を過ごせました。誠にありがとうござい
ました。（法学部 吉本映里奈さん）

理学部附属植物園



昨年5月28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3回新入生(平成28年度入
学)保護者懇談会を教育後援会の主催で行ないました。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。

今年度(平成29年度)の第4回新入生保護者懇談会は平成29年5月27日(土)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。

保護者と大学をつなぐ新入生保護者懇談会

第3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 先生
 講演1　　：大阪市立大学副学長(教育後援会副会長) 井上　徹 先生
 　　　　　　演題「市大の教育の特色」
 講演2　　：大阪市立大学・大学運営本部就職支援室長 岩川和朗 氏
 　　　　　　演題「大阪市立大学 就職支援の取り組み」
  司会 市大放送研究会(SHK)

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

第3部 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)　　　　第3部懇親会終了後、学術情報総合センター屋上庭園見学
  案内 平方善雄学情センター運営課長他

参加者からの感想（工学部入学生の保護者）
正直に申し上げて、市大がどんな大学か全く知りませんでした。
なので、入学早々の「新入生保護者懇談会」は大変有り難かったです。
プログラムも、まず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、それから学部ごとに分
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でき、ステップを踏んで具体的にイメージを持つこ
とができました。最後は、生協食堂で大学側と保護者が一同に会して和やかな懇談で締めくくらせて頂き、保
護者目線で安心と理解を提供して頂けた企画だったと思います。
細やかな配慮、準備に心から感謝申し上げます。
市大ライフを子も親も楽しみたいと思います。ありがとうございました。

全学懇談会 懇親会 学部別懇談会1 学部別懇談会2
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平成28年度定例評議員会開催
平成28年度定例評議員会が6月25日(土)大阪市立大学学術情報総
合センター文化交流室で開催されました。出席者：役員18名(委
任状14名)、評議員41名(委任状25名)
開会にあたり、金児曉嗣教育後援会長ならびに荒川哲男理事長兼
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が
行なわれました。
議長に小西洋太郎評議員を選出。議事録署名人2名を選出後、議
案審議に入りました。

第1号議案教育後援会会則の一部改正の件
第2号議案教育後援会役員選出の件
第3号議案教育後援会評議員選出の件
第4号議案平成27年度事業報告の件
第5号議案平成27年度決算報告の件
第6号議案平成28年度事業計画案の件
第7号議案平成28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。

平成27年度決算報告・平成28年度予算 単位：円

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 49,050,000 51,228,000 68,050,000
　　　　　　　寄付金 30,000 0 0
　　　　　　　KBSクラブ個人負担金 800,000 930,000 900,000
　　　　　　　受取利息等 3,000 2,801 3,000
　　　　　　　雑収入 100,000 215,300 210,000
　　　　　　　経常収益計 49,983,000 52,376,101 69,163,000
　　　(2) 経常費用
　　　　　　　大学支援事業費 39,200,000 35,745,290 43,100,000
　　　　　　　会員サービス事業 4,300,000 4,188,250 5,000,000
　　　　　　　入会促進・募金活動費 1,800,000 1,132,524 2,750,000
　　　　　　　会議費 600,000 155,820 400,000
　　　　　　　一般管理運営費 10,100,000 9,568,604 10,000,000
　　　　　　　什器備品減価償却費 100,000 7,625 100,000
　　　　　　　予備費 1,500,000 0 1,500,000
　　　　　　　積立金 0 0 10,000,000
　　　　　　　経常費用計 57,600,000 50,798,113 72,850,000
　　　　　　　当期経常増減額 △ 7,617,000 1,577,988 △ 3,687,000
Ⅲ　正味財産期末残高 10,802,729 19,997,717 16,310,717

科 目 27年度予算額 決算額 28年度予算額
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