
　懇親会では近大マグロや近大マダイなど、
近大魚介食材を参加者全員にご用意しています。
　その他、参加者全員に記念品として、近大グッズを
プレゼント。
令和１～３年の卒業生は会費無料（ご招待）。

　懇親会中、スライドーショーを放映します。
　ついては、放映用の写真（データ）を募集します。
　放映希望の写真があれば、下記メールアドレスまで
写真（画像データ）をお送りください。
※昔の写真をスマホで撮影したものでも OK です！
　（締め切り 9 月 30 日㈮）
メール：dousou@hiro.kindai.ac.jp

会名称：令和４年度近畿大学工学部同窓会総会・懇親会
日　時：令和４年 10 月 22 日㈯　17 時～ 19 時 30 分
場　所：リーガロイヤルホテル広島
　　　　　　■ 16 時　受付開始
　　　　　　■ 17 時　総会
　　　　　　■ 17 時 30 分～ 19 時 30 分　懇親会
会　費：７千円（同伴家族３千円（小学生以下千円））
　　　　（当日、受付にて支払い）
　　　　※令和１・２・３年の卒業生は無料でご招待
申込方法：①同封はがき
　　　　　② QR コード
　　　　　③ E メール（dousou@hiro.kindai.ac.jp）

令和４年度同窓会総会・懇親会を３年振りに開催します

学生時代の懐かしい写真を大募集！

近大マグロや近大マダイ、近大づくしで懇親会

10/ 22
開催
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学校法人近畿大学は 2025 年に創立 100 周年を迎えます

創立 100周年記念事業　記念事業募金のお願い
１．キャンパス施設設備整備の充実

２．振込方法

　創立 100 周年を迎えるにあたり、学生へのサービス向上、教育支援や研究活動のより一層の充
実を目指しております。
　これらの実現には多額の資金が必要となり、卒業生の皆さまからのご支援が大きな支えとなりま
す。今後の本法人の決意にご賛同いただき、ご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。

　広島キャンパスにおいては食堂エリアの
　リニューアルやカフェ建設などが 100 周年記念事業の
　一環として実施されています。

①インターネットによるお申込み（100周年記念サイトより）

②金融機関でのお申込み

（※募金では広島キャンパスの指定ができます）

学校法人近畿大学
創立 100 周年記念事業サイト
からお申込みいただけます。

「寄附申込書兼振込用紙」にご記入のうえ、金融機関窓口にてお振込ください。
下記指定銀行の本店、支店からのお振込、および郵便振替をご利用の場合は、振込手数料は不要です。
法人様・団体様につきましては、「寄附申込書」をご提出いただき、下記指定銀行口座へお振込ください。

※お振込後のご変更・ご返金は、原則としてできません。振込に関しては、所定の寄附申込書兼振込用紙をご利用いただき、必ず窓口にてお申込みください。

三井住友銀行【東大阪支店】	 みずほ銀行【東大阪支店】	 第三銀行【東大阪支店】
りそな銀行【大阪営業部】	 紀陽銀行【東大阪支店】

「寄附申込書兼振込用紙」により最寄りのゆうちょ銀行及び郵便局からお振込ください。
振込手数料は不要です。

指 定 銀 行
【取りまとめ店】

郵 便 振 替

インターネットでのお申込みの場合、以下の支払い方法をご利用いただけます。
⑴クレジットカード

⑵コンビニ支払

サイト内の

からお進みください。https://100th.kindai.ac.jp
学校法人近畿大学創立 100 周年記念事業サイト
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　学校法人近畿大学創立 100 周年記念事業の一環として、令和元年度（2019 年度）
から 3 カ年計画で学生のための福利厚生施設の改修を実施しています。
　令和２年９月にオープンしたカフェ「杜 cafe+ku（もりかふぇくー）」、令和３年
４月にリニューアルした食堂「The BASE（ザ・ベース）」に引き続き、B 館ロビー
をリニューアルいたしました。
　学生のための「リビング」となることをリニューアルコンセプトとし、学生交流
のためのミーティングルーム（co-lab-Space）の設置や憩いの場の拡充をいたしま
した。また、２階スペースは令和４年度入学生からの PC 必携化に伴い、特に ICT
機器を利用した自主学習が出来る環境としてコンセントを設置したブースの設置な
どあらゆる利用ニーズに対応したシンプルで明るく清潔な、誰でも心地よく使用で
きる環境となりました。
　１階のブックセンター（紀伊國屋書店）は内装を全面リニューアルし、レイアウ
トや動線も見直すことで利用者が分かりやすい配置となりました。また、学内コン
ビニについてもセルフレジの導入や公共料金が支払えるようになり、学生サービス
の向上に繋がりました。

B 館ロビーのリニューアルの完成
～学生の交流・憩いの場の拡充、ICT 機器を活用した自主学習～
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　令和４年３月 28 日㈪近畿大学と東広島市は、包括連携協
定を締結しました。以前より工学部は、東広島市と連携して
まちづくりの推進や地域社会の課題解決について取り組んで
おりましたが、協定締結により、自治体の行政資源と大学の
教育・研究資源を融合して活用することで、地元企業とのイ
ノベーション創出や、スマートシティに向けた先端技術の活
用、SDGs の推進など、持続可能な地域の発展と大学の進化
を目指すことになりました。
　今後、東広島市と近畿大学では「Town&Gown 構想」を掲げ、令和５年度の本格稼働に向け、工学部
広島キャンパス内に「Town&Gown Office 準備室」を設置し、大学の教育研究と行政の総合力を地元東
広島市の企業や市民に還元し、魅力あるまちづくりに貢献していく予定です。

～東広島市と JA 広島中央女性部から贈られた地元米を工学部生に配付～
　困窮する大学生への支援として、令和３年９月
に JA 広島中央女性部から地元米（２kg × 400 袋）
の提供を受けました。また、東広島市の大学連携推
進事業の一環として、「新型コロナウイルス感染症
対策 感謝と応援寄附金」を活用した補助金により、
学生配付分（５kg × 220 袋）と学生食堂使用分

（800kg）の地元米の追加提供を受けました。
　これら地元からの支援で提供された米を、一人暮
らしの学生のうち希望者に配付するとともに、広島
キャンパスの学生食堂やカフェにおいて、ご飯の大
盛り・おかわり無料や米を使用した一部メニューの
値下げを期間限定で行いました。
　今回、東広島市から提供を受けた
米は、東広島市産ブランド米「恋の
予感」です。学生への配付当日は、
地元米の知名度向上および SDGs
達成に向けた地産地消を推奨するた
め、東広島市農林水産課職員による
地元米の PR 活動や、工学部女子学
生が考案した「一人暮らしの学生で
も簡単に作れるレシピ」の紹介など
を行いました。

地元からの支援で学生へ食料提供

近畿大学と東広島市との包括連携協定締結について
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　近畿大学の 15 学部 49 学科の１学部である近畿大学工学部は、広島の地で創設 63 年を迎えました。
また、平成 22 年に文部科学省「戦略的研究基盤形成支援事業」の研究用施設として整備された近畿大学
次世代基盤技術研究所は、今年で開設 12 年を迎え、平成 13 年度から実施しております研究公開フォー
ラムが今年度通算 22 回目となります。
　研究公開フォーラムは、地域産業のイノベーション創出に必要な産学官の顔の見える人的ネットワーク
をつくることを目的としており、広く地域の産業界、行政、産業支援機関の方々に工学部研究者の研究シ
ーズ、さらに最先端の次世代基盤技術の情報発信の場として開催しております。
　今年度は、本学部ならびに近畿大学工学部産学官連携推進協力会会員企業・協力団体の研究シーズ、研
究報告を公開するとともに、本学学生による発表を行う予定です。
【日　時】令和４年 10月 31日㈪　13：30～ 16：30
【方　法】Webサイトからの視聴と閲覧

 ※内容については、只今検討中です。決定次第、近畿大学次世代基盤技術研究所ホームページにてお知らせいたします。

研究公開フォーラム 2022（Web 開催）について

学び直しの機会を提供します
研究室訪問、リカレント講座
を開催しています

技術相談を随時受付中です
次世代基盤技術研究所の社会連携センターが窓口となり、技術
的な相談を受け付けています。
工学部の研究者と一緒に問題
を解決していきましょう！

～ はじめませんか？　産学官連携 ～
研究者や他の企業との交流を通してビジネスの輪が広がります
企業・研究者・官公庁が集う交流イベントを開催しています

「次世代基盤技術研究所」より
「技術相談」へアクセス

次世代基盤技術研究所 検索

近畿大学工学部研究シーズ集を公開しました
近畿大学工学部の研究成果や研究者が持つ知識
をわかりやすくまとめたページです。ぜひご活
用ください。

入会案内

※ 複数口のご入会も可能です。法人会員は、法人単位でどなたでもご利用
いただけます。個人会員はご本人様のみのご入会、ご利用となります。

会費 会員種別 入会金 年会費
法人会員 無料 一口：5,000 円
個人会員 無料 一口：2,000 円

関係協力機関
（自治体、公的機関等） 無料 無料
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　工学部では、大学公認の課外活動団体である「学生起業同好会」が新たに発足しました。
　学生起業同好会は、起業活動を通じて学生の企画・制作力を向上させるとともに、起業家精神を養い、
同じ志を持つ仲間を増やして学生生活をより豊かにすることを目的に活動しています。
　今回は、工学部ボードゲーム同好会と共同で、カードゲーム「団子屋くぅ」を制作しました。ゲームの
ルールはボードゲーム同好会の学生が考案し、資金調達や制作等を学生起業同好会が担当しました。課題
であった制作費はクラウドファンディングを通じて調達し、目標設定額 87,000 円を超える 130,493 円
を集めました。
　学生起業同好会では今後、大学や自治体、工学部の自治会や各クラブなど幅広い人たちと交流しながら、
新企画の立案、イベント運営や商品開発などを行っていきます！

　工学部ロボティクス学科３年生の萬崎 優也さんが、第 28 回
ひろしまベンチャー助成金の学生枠でひろしまヤングベンチャー
賞（商業・生活文化分野）金賞を受賞しました。
　「ひろしまベンチャー助成金」は、公益財団法人ひろしまベン
チャー育成基金が主催となり、受賞したプランにはアイデア実現
のための助成金が支給されます。
　この度の金賞獲得プランは BBMBeef or Chicken or Bugs?　
未だ国内での認知度が低い昆虫食について着目し、美味しさと見
た目を改善するために、最近話題の大豆ミートのような代替肉と
してミルワークを用いた昆虫代替肉を製作・販売し、貧困や格差、
フードロスの問題を解決するための昆虫食を日本国内に普及させ
ることを目指します。

工学部ロボティクス学科 3 年生の萬崎 優也さんが金賞を受賞 !!

工学部学生起業同好会がカードゲーム「団子屋くぅ」を開発！

第 28 回ひろしまベンチャー助成金のひろしまヤングベンチャー賞

金賞：http://www.hiro-venture.or.jp/topics/news.html
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８年振り 10 回目の第 52 回明治神宮野球大会に出場
　令和３年度広島六大学野球秋季リーグ戦に優勝し、中国・四国地区大会に進んだ工学部は中国地方最大のライバル校である環太
平洋大学に勝利し、８年振りの明治神宮野球大会に出場しました。
　初戦は仏教大学と対戦し０対５で敗退しましたが、多くの選手が初めての全国の舞台を経験し、今後に繋がる大会となりました。

うめの辺祭でみんなの笑顔を最高の一笑に！
　令和４年 10 月 29 日㈯に開催予定の第 64 回近畿大学工学部うめの辺祭のテーマは「最高の一笑に」です。まだまだ日常生活
で新型コロナウイルス感染症の影響は大きいですが、少しずつ感染拡大前の日常が戻りつつあります。そのような中、嬉しいこと
に 3 年ぶりに対面で開催できる運びとなりました。
　感染拡大前の日常に戻りつつある今、来場者を在学生に限定した形での開催ですが、それで
も最高の笑顔を作りたい、そしてそれが
一生の思い出になるようにと思い、「最
高の一笑に」というテーマにしました。
　また豪華ゲストもお迎えし、在学生の
皆さんに楽しんでいただける時間を提供
します！　何度見ても感動する、フィナ
ーレの打ち上げ花火も行う予定です。新
型コロナウイルス感染が収束し、完全な
対面開催の大学祭となった際は、卒業生
の皆様も是非「うめの辺祭」にご参加く
ださい！

※ 今年度のうめの辺祭は対面での開催となりますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、原則として本学部在学生のみ参加可能となり
ます。また、新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて開催方法が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

２季連続５３回目のリーグ優勝。９年振りの全国大会初戦突破。
　令和３年度秋季リーグに続き、令和４年度春季リーグを制し３年振り 30 回目の全日本大学野球選手権に出場しました。初戦で
千葉経済大学と対戦、５対３で勝利し、９年振りの初戦突破となりました。２回戦では名城大学に０対１で惜敗し、惜しくもベス
ト８を逃しました。また、今秋のプロ野球ドラフト候補に石伊捕手（近大高専出）が挙がっており、今後の活躍に期待です。
　なお、今回の全国大会へは近畿大学（大阪）も出場し、９年振りのアベック出場となりました。

硬式野球部　秋季・春季と２季連続の全国大会出場

３年ぶりの対面大学祭‼　※ 10/29 ㈯開催
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　工学部空手道部・崎山 優成選手（情報学科４年）が令和３年 12 月 12 日㈰に日本武道館で開催された、第 49 回全日本空手道
選手権大会 ( 天皇盃・皇后盃 )・男子組手個人戦で優勝し、見事２連覇を果たしました。同大会は学生および社会人のトップクラ
スの選手が参加して空手道日本一を決する国内最高峰の大会です。昨年は同大会において、本学部初の優勝を成し遂げ、今年度は
昨年王者として臨んだ大会でしたが、堂々の２連覇を達成しました。
　なお、崎山選手は令和４年４月より近畿大学職員として工学部学生センターに勤務し、工学部空手道部コーチとして後輩の指導
にあたりながら、選手としても全日本３連覇、世界選手権優勝などの目標を掲げ、日々精進しています。

　東京オリンピック後、全日本（JAPAN）新監督として工学部空手道部監督の松元和昭が就任しました。
　工学部空手道部監督として、全日本大学選手権大会準優勝２回、世界学生チャンピオン３名輩出、令和３年全日本学生チャンピ
オン・崎山優成 ( 現工学部職員 ) が国内最高峰の天皇盃全日本選手権大会２連覇中など実績を上げており、残すは悲願の全日本大
学選手権大会制覇と国内では最も勢いのある大学として注目を浴びています。

【プロフィール】
氏　　名：松元　和昭　（まつもと　かずあき）
生年月日：昭和 43 年（1968 年）６月２日（54 歳）
出 身 地：鹿児島県鹿屋市
経　　歴：昭和 62 年 3 月　鹿児島県立鹿屋工業高等学校卒業
　　　　　昭和 63 年 3 月　福岡大学経済学部卒業
　　　　　昭和 63 年 4 月　全日本ナショナルチーム入り
　　　　　（以降 11 年間） 国民体育大会無差別級　優勝
 第 10 回世界選手権大会無差別級　第４位
 第 13 回世界選手権大会 75㎏級　第３位
 第５回ワールドゲームズ 75㎏級　第３位
 第１回アジア選手権大会 70㎏級　優勝
 第３回アジア選手権大会 75㎏級　優勝
　　　　　平成８年４月 近畿大学工学部空手道部監督就任
　　　　　平成 17 年４月 広島県空手道連盟強化委員長（現職）
　　　　　平成 23 年４月 全日本空手道連盟強化委員
　　　　　平成 27 年４月 全日本ジュニア監督（初代）
　　　　　令和３年９月 全日本監督（シニア・ジュニア全権）

工学部空手道部の崎山 優成選手が全日本空手道選手権大会（天皇盃・皇后盃）
男子組手個人戦で堂々の２連覇を達成

『公益財団法人全日本空手道連盟ナショナルチーム（JAPAN）監督に、
近畿大学工学部空手道部・松元和昭監督が就任』

【松元監督のコメント】　�この度、近畿大学と下花健男空手道部 OB 会長の永年のご支援とご理解のお蔭で、全日本監督を
拝命致しました。理事会に於いて「覚悟」と「責任」を持ち強化スタッフ・選手との信頼関係を
築き世界一を目指すとご挨拶致しました。また目標は日本がこの 50 年成し遂げていない「団体
組手世界一」を掲げています。近畿大学工学部空手道部からより多く日本を背負う選手が出たら
最高ですが、学生には「素直で」「堂々と」人格を磨き「幸せな人生」を歩んでいける様、共に
精進して参りたいと思います。
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　近畿大学（大阪府東大阪市）の、令和４年度（2021 年度）入試では、９年連続志願者数日本一となりました。
　コロナ禍で２年目を迎えた大学入試。推薦入試を含めない、一般入試志願者数は 157,171 人で４年ぶりの増加で、過去最多の
人数でした。
　全学的なコロナ対策支援プロジェクトの取り組み等により「社会に役立つ大学」としての認識が高まったことに加え、受験生に
人気の高い情報系の学部「情報学部」を新設したことが志願者獲得に繋がりました。
　工学部では、総志願者数（延べ）は 9,957 人（昨年度比 +1,249 人）で、大学全体の傾向と同様、増加となりました。また志
願者数の多い都道府県では、地元・広島県を中心とした中四国エリアや、兵庫県、大阪府、福岡県といった西日本一帯のエリアか
ら志願者が集まっています。

　令和４年度オープンキャンパスは３年振りに対面で開
催し、７月 24 日㈰、８月６日㈯、８月７日㈰の３日間
開催しました。
　また、今年度は新しい広報企画として、連続 TV ドラ
マを放映しました。中国放送（RCC）の協力の下、７
月 19 日㈫より毎週火曜日 22 時 57 分～ 23 時までの
３分間のミニドラマを全９回放送する企画です。
　この内容は工学部 HP からも配信してますので、ぜひ
ご覧ください。

令和４（2022 年度）入試、工学部総志願者数 9957 人

工学部 OPEN CAMPUS 2022

志願者数の多い県（延人数）
順位 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度
1 位 広島 広島 広島 広島 広島
2 位 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫
3 位 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪
4 位 岡山 岡山 岡山 岡山 岡山
5 位 愛媛 愛媛 愛媛 愛媛 愛媛
6 位 香川 香川 香川 香川 香川
7 位 福岡 山口 愛知 福岡 山口
8 位 愛知 愛知 山口 山口 愛知
9 位 静岡 徳島 徳島 愛知 徳島
10 位 山口 福岡 福岡 徳島 福岡
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求人社数、求人倍率、就職内定率、進路決定率
などあらゆる実績で全国トップクラス！
毎年とても多くの企業から求人をいただいています。これは、「近
畿大学」というブランドが企業へ浸透していることの証。すなわ	
ち近大生に対する大きな期待の現れです。工学部独自のきめ細か	
い就職指導を行うことで、就職内定率だけでなく、進路決定率も全	
国トップクラスの水準を誇っています。

就・職・状・況

全国に広がる就職実績企業とOBの活躍が認知
近畿大学独自のネットワークと工学部の専門性を活かし、企業と
のパイプづくりを推進。学生のニーズに合わせた就職支援をして
いるからこそ、就職後の活躍が認められ、卒業生や近畿大学への
信頼に繋がっています。

 就職先本社所在地  ※ 2021年度

【 数|字|で|み|る|就|職|実|績 】

東京
31.8％

1位 近畿
23.5％

2位 広島
21.6％

3位

就職サポートは、全国規模で展開！

求人社数 13,935社
求人倍率 33.8倍

就 職 内 定 率
民間企業への就職希望者に
占める内定者の割合

進 路 決 定 率
全卒業生に占める進路決定者
（大学院進学者を含む）の割合

就職者（412人）＋大学院進学者（69人）
全卒業生（504人）

=  95.4％
（2021年度）

民間企業への内定者（399人）
民間企業への就職希望者（409人）
※就職希望者とは、卒業年度中に就職活動を行い、
大学卒業後速やかに就職することを希望する者。

=  97.6％
（2021年度）

●�上場企業　占有率�
一部・二部上場、�
ジャスダック・マザーズ

37.8％
●優良企業　占有率�
一部・二部上場、�
ジャスダック・マザーズor
資本金1億円以上

68.8％

就 職 満 足 度

=  95.2％
2021年 12月実施

就職内定者によるアンケート調査 /回答率62.4％

求人／就職希望者

福興商事株式会社
高圧ガス全般・溶接溶断機器・機械工具
アーク、マテハンロボット・レーザー加工機
呉市広本町 1-2-18　TEL：0823-71-8515
東　忠昭　昭和 56 年・工業化学科卒

もの造りと　ともに

「安全」　「品質」　「環境」

三 谷 建 設 株 式 会 社
　　　　　　　   
　　　　　　　    http://mitani-net.jp

https:

株式会社広成産業
〒730-0029　広島市中区三川町2-6
（くれしん広島ビル10階1002号）

TEL082-542-6551

協賛広告

①　学内合同業界研究会・330 社の参加によりオンラインで開催
　学生の企業研究の場として、毎年 2 月に企業を招聘して開催している学内合同業界研究会は、コロナ禍のため前年度に引き続
きオンラインで午前の部と午後の部で 3 日間実施しました。上場企業、地域の優良企業など広島県外からの参加も多く、全体で
330 社の企業に参加していただきました。オンラインとしては対面に近い感覚のシステムを採用し、学生も延べ約 1700 人が参
加し熱心に耳を傾け、満足度の高い研究会となりました。例年民間就職希望者の約半数の学生が、この研究会の参加企業から内定
をいただいています。特に、卒業生が在籍している企業は、近畿大学工学部学生に注目していただき、積極的に継続採用していた
だいています。これもひとえに卒業生の活躍が各企業から高い評価を受けている証です。今後も継続して学生と企業が出会う機会
をつくっていきたいと考えています。

②　就職状況概況
　2022 年卒の採用活動スケジュールは、前年と変更はなく、企業の広報活動が 3 月にスタートし、6 月に選考活動が始まるとい
う流れでした。新型コロナウィルス感染症の影響もありましたが、前年に比べオンラインでの説明会や選考なども定着してきてお
り、学生も対面とオンライン併用の就職活動に対応し、しっかりと取り組んでいました。2022 年 3 月卒業生の民間企業内定率は
97.6％、進路決定率 95.4％、学生の就職した企業への満足度も 95.2％と高い数値となりました。地元企業以外にも、関東、東海、
関西方面の優良企業からも多く内定をいただいており、近畿大学のなかでも就職に強い工学部として、知名度がアップしている状
況です。
　2023 年卒は、例年どおり 2 月に開催した学内合同業界研究会から本格的に就職活動をスタートさせました。しかし、企業の採
用活動は早期化の傾向が顕著で、3 年生の秋から冬にかけてもインターンシップを実施し、参加学生を対象とした「早期選考」と
いった言葉も聞かれるようになりました。新型コロナウイルス感染症については少し落ち着きを見せており、比較的順調に採用活
動・就職活動が進んでいます。工学部の学生の状況は 6 月末で内定率が 70％を越え、ようやくコロナ前のペースに戻りつつあり
ます。学生の満足度の高い就職を維持するためにも引き続き教職員一丸となって学生達への就職支援に全力を尽くしてまいります。
　求人等のご依頼は就職担当まで是非ご一報ください。卒業生の皆さまにおかれましては、本学部の就職に対し、引き続きご支援、
ご協力を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

 ■ ■近畿大学工学部同窓会報

10

工学部 ニュース



福興商事株式会社
高圧ガス全般・溶接溶断機器・機械工具
アーク、マテハンロボット・レーザー加工機
呉市広本町 1-2-18　TEL：0823-71-8515
東　忠昭　昭和 56 年・工業化学科卒

もの造りと　ともに

「安全」　「品質」　「環境」

三 谷 建 設 株 式 会 社
　　　　　　　   
　　　　　　　    http://mitani-net.jp

https:

株式会社広成産業
〒730-0029　広島市中区三川町2-6
（くれしん広島ビル10階1002号）

TEL082-542-6551

協賛広告
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　工学部同窓生の皆様には、益々ご健勝にてご活躍のこと
と、お慶び申し上げます。
　昨年度の我が国経済は一昨年に続き、新型コロナウイル
ス感染症の収束気配も見られず、全国で緊急事態宣言やま
ん延防止等の重点措置の発令により、地域経済や社会活動
に大きな影響をもたらしました。また、今年２月になって
ウクライナ情勢の緊迫化などが懸念材料となり、景気の先
行きが見えない状況となって参りました。
　しかしながら、明るいニュースとしては 2020 年開催
予定の東京オリンピック・パラリンピック大会が１年後に
異例の開催となりましたが、日本人選手の活躍など盛り上
がりを見せて成功裡に終わりました。海外でも日本人スポ
ーツ選手の活躍が目立った年でした。
　我が近畿大学工学部でも今年、空手道部が西日本大学選
手権で優勝し、全日本選手権での活躍が大いに期待されま
す。また、野球部も広島六大学春季リーグで優勝を決め、東
京ドームでの全日本大学選手権で一勝をあげてくれました。
　広島で開催される工学部同窓会の総会・懇親会は、全国
の同窓生にとっては直接参加が難しい面もあります。しか

しながら、同窓生の皆さんに同窓会の存在を認識して頂き、
母校近畿大学の絆をいつまでも気持ちに秘めて戴くために
大切な活動と考えています。
　コロナ惨禍で昨年、一昨年と２年間空いてしまいました
が、前回開催は令和元年の工学部創設 60 周年記念、あの
カープの新井さんのトークショーを行った時です。
　令和４年は、今年こそという願いで実行委員会を作り、
盛大なイベントを準備しておりましたが、一旦収束してい
たコロナ禍が７月初旬辺りから、感染拡大第７波という過
去にない新規感染拡大の様相に成って参りました。せっか
く３年ぶりに盛大な同窓会総会懇親会を開催し、同窓生に
喜びの輪を感じてもらえるようにと考えていましたが、こ
の状況では縮小開催する方向に舵を切ることとやむなしと
いう判断を行いました。十分な感染対策を行ったうえで、
集まれる皆さんと顔を合わすことを第一義として開催いた
します。
　10 月 22 日土曜日、リーガロイヤルホテル広島で午後
５時より総会と懇親会を開催しますのでご参加、宜しくお
願いいたします。また、懇親会の模様はホームページにて
後日報告いたします。
　来年は校友会の地方総会が広島で開催されます。我々工
学部同窓会としても、開催の中核支部の校友会広島支部や
県内各支部と連携をとり、「盛大に！」を合言葉に準備を
進めたいと思います。とにかく、全国の同窓生に元気にな
ってもらえる同窓会を目指します。
　最後になりますが、同窓生の皆様のご健康とご安寧を祈
念いたしまして挨拶といたします。

工学部同窓会会長
　　　  藤田　博久

（昭和 51 年経営工学科卒）

会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。第 25 号をお届けします。
会報をお楽しみいただけましたでしょうか。
先日、久々に桃李橋にある「李の木」を見て参りました。
幹が太くたくましく大きく育っています。
会報にもありますように学生たちは皆頑張っています。
また、B 館のリニューアルをはじめ工学部の一部施設は新しく改
装されています。
このように工学部は「李の木」の幹のごとく太く大きく成長して
います。
末筆ながら、皆様のご健勝をお祈りいたします。
 大田和彦

『工学部同窓会　次への躍動を期して！』

編 集 後 記

同窓会 50周年記念樹「李の木」
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Eメール：dousou@hiro.kindai.ac.jp
近畿大学工学部（広島キャンパス）
〒739-2116広島県東広島市高屋うめの辺1番TEL（082）434-7002／FAX（082）434-7011


