
『KINDAI FAMILY』は保護者の皆
様と近畿大学をつなぐ情報誌です。
より役立つ誌面づくりのため、ア
ンケート（所要時間：5～10分程
度）にご協力ください。お答えい
ただいた方の中から抽選で10名
様に薬学部×フェザー（株）による
マリンコラーゲン配合のハンドケ
ア美容液をプレゼントします。
締切：平成30年4月30日（月）

読者アンケートのお願い

  回答・応募はこちらから！

http://www.kindai.ac.jp/family/
※右のQRコードからもアクセスできます。

国内外から注目を浴びる、今もっ
とも熱い大学、近畿大学。その
背景を近畿大学改革の仕掛け人
が初めて語ります。10年で志願
者数倍増！４年連続志願者数日
本一となった理由がここに。

近畿大学関連書籍のご案内
５名様に
プレゼント！

定価：1,300円（税別）
発行：産経新聞出版
全国書店等で好評発売中！

『近大革命』

志願者数（　　　  ）平成29年度
一般入試志願者数

4年連続

全国1位

改革力が高い大学 全国1位
クラリベイト・アナリティクス
論文引用度指数（臨床医学）

民間企業からの
受託研究件数

進学ブランド力調査
●教育方針、カリキュラムが魅力的
●活気がある感じがする
●学校が発展していく可能性がある

●キャンパスがきれい
●学生生活が楽しめる
●クラブ、サークル活動が盛ん

全国2位

全国2位
外部資金
（受託研究費）

一級建築士（国家
試験）合格者数 西日本1位
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読者アンケートにお答えいただ
いた方の中から抽選で５名様に
この書籍をプレゼント！左記アド
レスよりご回答・ご応募ください。

保護者と大学をつなぐ vol.8
2018保護者の方にお渡しください！

KINDAI student サミット開催！
就職読本 ～内定者に聞きました！  勤務地にこだわった企業選び

国際学部1期生、留学プログラムを終え帰国！

考動力を、超えていく攻動力

PRESENT

ハンドケア
美容液を
10名様に

日本屈指の評価と実績！

各種調査から見えた近大の力
４年連続志願者数日本一、全国の高校教諭た
ちからも「改革力No.１」と評価されている本
学。クロマグロの完全養殖など、水産研究所
の研究成果を筆頭に研究力の高さには定評が
あり、研究論文の引用数でも全国２位にラン
キングされています。また、産学連携商品や
開発数は他大学に比べて圧倒的に多く、民間
企業からの受託研究件数も全国２位。実学教
育の理念が世間にも認められています。
さらに、2018年３月卒業予定の高校３年生
の大学に対するイメージを調査した「進学ブ
ランド力調査」では、14項目で全国１位。現
役高校生にも教育方針・カリキュラムの魅力
や、学校の活気、発展性が伝わっているよう
です。きれいなキャンパスで学校生活やクラ
ブ・サークル活動を楽しみたい、そんな高校
生が今年もたくさん志願してくれるでしょ
う！いま、各方面から評価されている近大。
真の日本一をめざして、邁進し続けます。

※「進学ブランド力調査」はリクルート調べ、「志願者数」は「大学通信」、「改革力
が高い大学」は「大学探しランキングブック資料集ver.2017」（大学通信）、「民
間企業からの受託研究」は「平成27年度大学等における産学連携実施状況調査」

（文部科学省）、その他は「大学ランキング2018年版」（朝日新聞出版）より。

平成30年度前期スケジュール　　●各キャンパスによって日程が異なります。　●履修登録期間や学費納入期限などの重要な日程は、保護者の方もご確認ください。

東大阪 奈良 大阪狭山 和歌山 広島 福岡
入学式 4/1 4/1 4/1 4/1 4/6 4/5

前期授業開始日 4/5 4/5 4/2 4/6 4/9 4/6

前期履修登録期間 4/5～（予定） 4/5～（予定） − 4月上旬～4月下旬 4/3～4/14 4/13～4/20

定期健康診断
4/10～4/23
※学年により日程
　が異なります。

２年：4/14
１・3・４年：4/21 4/25～4/28 4/2～4/3

4/2～4/7
※学年により日程
　が異なります。

4/7

奨学金申込期間 4月上旬 4月上旬 4月中旬 4月上旬～4月中旬 4月上旬 4月上旬

学費分納・延納受付期間 4/9～4/21 4/16～4/21 ～4/27 4月中旬 4/13～4/27 4/11～4/24

前期学費納入期限 5/14 5/14 5/14 5/14 5/14 5/14

前期試験日 7/25～8/2 7/25～8/2
　　１年：7/25～8/2
２～４年：ユニット・コースごとに試験
　　５年：8/25
　　６年：3/31～7/7

7/26～8/4 7/27～8/3 7/26～8/1

夏期休暇 8/3～9/12 8/3～9/12
　　１年：8/3～9/8
２～４年：7/30～8/18
　　５年：8/2～8/24
　　６年：7/9～8/11

8/5～9/13 8/4～9/11 8/4～9/11

前期成績通知日 9月上旬 9月上旬 後期にまとめて通知 8月下旬 8月下旬 8月下旬
※日程は変更になる場合がありますので、ご注意ください。

ピュエリー 
ハンドケアエッセンス

（30ml）

来春の就職活動の成功を祈願し
て行われた「就職活動決起大会」。
理事長、学長をはじめお笑い芸
人・銀シャリのお二人から就活
生に熱いエールが送られました。
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東大阪キャンパス 
ACADEMIC THEATER

未来のビジネスリーダーをめざして
　2017年９月東大阪キャンパスにて「KINDAI student サミット」
を開催しました。「KINDAI student サミット」は、文理様々な分野
の近大生と、ビジネスリーダーとして活躍する卒業生の出会いの場
です。今年も全国６つのキャンパスから、約300人の学生が参加し、
第一線で活躍する近大卒のリーダーと、ビジネスについて熱い議論
を交わしました。今年のテーマは「考動力を、超えていく攻動力」。
ＩＴ技術の革新によって約半数の職業が機械やＡＩ（人工知能）に代
替される未来を見据え、攻撃的に行動し時代を切り開く力「攻動力」
を学生たちに身につけてもらい、次世代のリーダーになる志を醸成
するものです。
　０→１を生み出し、社会に新しい価値をもたらす『ゼロイチ力』
をテーマに行われたワークショップでは、【起業して社長になる】

【就職して社長になる】【国民を支える】【学問を究める】というグ
ループに分かれ、グループごとに考えをまとめ、自分たちの行動宣
言についてディスカッションしました。ビジネスリーダーとして活
躍する卒業生から真のビジネスマインドを学んだことで参加した学
生からは、「高い起業意識が必要なことを痛感した」という声や、「志
の高い仲間に刺激を受けた」という感想が聞かれました。
　より多くの近大生が、これからの社会で一流のビジネスリーダー
として活躍することが期待される機会となりました。

テーマ：「就職、起業、関係ない！価値あるビジネスのためのゼロイチ力
　　　　～ステージ０「ゼロイチ力」の重要性～」
登壇者：経営学部４年山田良治さん（Apple開発者会議「WWDC16」スカラシップ獲得）、
　　　　経営学部４年岩谷紗江さん（富士通（株）内定）、
　　　　薬学部６年西井香織さん（学生起業家）

ＩＴ技術の進歩やグローバル化による情報の共有化が進んだ世の中では、
知識量の豊富さや答えを導き出す力だけでは時代の変化に対応できなく
なっています。今日、日本の再生と日本企業存続のキーとなる、新しい価
値を創り出す力「ゼロイチ力」とは何かについてディスカッションを行いま
した。

テーマ：「就職、起業、関係ない！価値あるビジネスのための
　　　　ゼロイチ力～ステージ１「ゼロイチ力」が創りだした価値～」
登壇者：リノベる（株）代表取締役・山下智弘氏（平成９年理工学部卒業）、
　　　　sawada coffee　オーナーバリスタ・澤田洋史氏（平成４年商経学部卒業）、
　　　　YJキャピタル（株）代表取締役社長・堀新一郎氏、
　　　　近畿大学経営学部 教授・廣田章光

第一線で活躍する近畿大学の卒業生たちは、世の中をどのように変
化させたのか。ビジネスの世界、教育の⽴場から信念をもって世の
中の変化に⽴ち向かっている先駆者が、学生に自身の経験を踏まえ
たエールを送りました。

テーマ：「30歳のときにあなたは
　　　　どんな「ニンゲン」に
　　　　なっていますか？」
起業して社長になる、就職して社長
になる、国民を支える、学問を究め
るの４つのグループに分かれて、自
分が考える将来像について熱くディ
スカッションを行い、グループごと
に考えをまとめ発表を行いました。

「起業家育成プログラム受講学生ビジネスプランコンテスト」
参加５チームによる成果発表
アントレプレナーシップ（起業家）教育プログラムを受講している学
生が、自ら考えたビジネスプランを発表しました。薄型コンパクト
なペットボトル、服の貸し借りアプリ、就活生専用スケジュール管
理アプリなど、約４か月間にわたり学んだ経営理論や実践手法をふ
んだんに生かしたプレゼンに対し、経営者らからは多数の質問コメ
ントが挙がり、大いに盛り上がりました。

“普通”は普通ではなかった
就活を始めるまでは、企業に就職することが当然だと考えていまし
た。しかし、就活を進める中で、起業も一つの選択肢であると気付
き、そこでこのイベントを知り、参加しました。結果、起業家や、
意識の高い同年代とのグループワークを通して彼らの考えているこ
との深さや、幅の広さを実感し、もっと早い学年から参加すればよ
かったと後悔するほど、大きな刺激を受けることができました。同
年代の人でも既に起業している方は多くいま
す。学部など狭い世界の中での“普通”が普
通であると思ってはいけない。考えの違う人
と関わることで、違う刺激を得ることが多く
あると感じました。

イベント参加者から主催する側に
サミットに参加して、近大には自分の知らない面白いことをしている
人がたくさんいることに気付きました。そこで、そうした面白い人
たちを巻き込みながら、さらに面白いことができたらいいなと思い、

「KINDAI SUMMIT 〜Next Place〜」という学生の交流会を開きま
した。自分自身がイベントを主催する側に⽴つことで、今まで考え
もしなかったことを考えられるようになり、以前よりも視野を広げ
ることができました。studentサミットで受
けた刺激の強さ、それに触発された自分自身
に驚くとともに、確実に昨日の自分より成長
しているなと感じています。これからもこう
したイベントをしていきたいと思っています。

挑戦意欲を得たKINDAI student サミット
私が参加を決めた理由は、自ら何かに挑戦したいと思ったからです。
サミットでは上級生が多く、いつもと違うキャンパスの雰囲気で不
安な気持ちの中、学生同士のグループディスカッションが始まりま
した。当たり前のように意見交換が行われ、私も自分の意見を言わ
ないといけないと思いましたが、知識不足でうまく発言することが
できませんでした。しかし、同じ大学の中でも様々なことに挑戦し
ている方がたくさんいることを実感し、私も
何かに挑戦したいと強く思わされたことは、
大きな収穫となりました。自分の足りなさを
感じさせてくれると共に、やる気を起こさせ
てくれるサミットでした。

学部を越えた交流に刺激を受けました
工学部はキャンパスが単独で広島にあり、他学部生と話す機会が少
ないので、このような機会があることを本当にうれしく思います。
サミットでは多くの他学部生や卒業生の方と意見交換をすることが
でき、貴重な経験ができました。今回、工学部から参加した28人
皆がディスカッションを通して多くの衝撃を受け、「攻動宣言」を実
行し、周りの人を巻き込める人間になっていきたいと決意しました。
今後もっと多くの学生が参加し、近大にしか
できない、学部やキャンパスにとらわれない
つながりや交流を、より一層盛り上げたいと
思いました。

生物理工学部 人間工学科 ４年
小坂 凌也さん

経営学部 経営学科 １年
八木澤 雄一さん

農学部 バイオサイエンス学科 １年 
久野 早紀さん

工学部 情報学科 ４年
山本 華帆さん
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勤務地にこだわった
企業選び

保 護 者 の た め の

就職先を考える際、企業の将来性、職場の雰囲気、給与・待遇
など様々な希望条件がありますが、「勤務地」も軽視できないポ
イントの一つ。実家から通えるか、今の生活圏内か、入社後転
勤があるのか、など求める条件は様々ですが、場合によっては
その勤務地で老後まで過ごすことにもなるので、しっかり考え
たいものです。ここでは、勤務地を意識して就職活動に取り組
んだ４人の学生を紹介します。これからの本格始動に向けて、
企業選びのポイントの一つとして、ご参考にしてください。

就 読職 本就職活動決起大会開催！

今年（2019年春入社）就職活動を始める学生を対象に、１月20
日、東大阪キャンパスにて「就職活動決起大会」が行われました。
昨年同様、３月からの企業エントリー、６月からの企業選考開
始に向けて、近畿大学の総力（就活生、理事長、学長、教職員）
を結集し、士気を高めました。

学生のＵ・Ｉターン就職を支援
　勤務地が入社前に知らされる場合もありますが、入社後
の研修を終えてから配属が発表になる企業もあります。勤
務地にこだわりのある人は、その地域でしか展開していない
企業を検討するか、本社所在地以外にいくつかの拠点のあ
る企業においては、しっかりと勤務地を確認することが大切
です。また、親元を離れて暮らしている人にとっては、地元
に帰るＵターン就職という選択肢もあるでしょう。ほかに
も、生まれ育った故郷以外で就職したり、都市部に住んで

　私の就活は３年生の８月頃から金融業界を中心に、
就職情報サイトを通じてインターンシップに参加する
ことから始まりました。結果的に７社に絞って採用試
験を受け、すべての会社から内定をいただきました。
その７社はインターンシップ中から手応えがあったの
を覚えています。私は、あえて大手企業にこだわって
就活を行いました。大手企業に入社し、近大の卒業生
として結果を残し、近大に通う学生の目標になりた
かったからです。そのため、将来的に社長をめざせる
職種、勤務地は全世界としていました。
　父が転勤族だったためか、勤務地を全世界にするこ
とに不安はありませんでした。その父からは勤務地を
はじめ、就職について特に言われたことはありません
でした。ただ、後悔だけはするなと。万全の態勢で臨
めるよう、資金面で支援してくれた両親には感謝しか
ありません。

　岡山県出身の私が近大に進学を決めた理由の一つは、
都会への憧れがあったからです。そのため、当初は地
元の岡山に戻らず大阪で就職するつもりで、興味のあ
る企業を手当たり次第に受けていました。しかし、な
かなか結果が出ず、就活も中盤に差し掛かった４月、
もう一度両親と話し合いました。そこで、自分の就活
を見つめなおし、地元に目を向けることにしました。
また、女性が長く働きやすい環境が整っている銀行業
務が向いているのではないかと、金融関係の業界に絞
り活動を再開。キャリアセンターに通い、Uターン就
職の情報を得たり、地元の企業が開催する説明会に積
極的に参加したりしました。
　地元を離れ一人暮らしをしながら近大で学んだ４年
間は、私の人生の大きな財産になりましたし、この経
験を地元の企業で生かしていきたいと感じるようにな
りました。

　２年生の春休みに、フィリピンで水不足に苦しむ
人々のために井戸を作る、という海外ボランティア活
動に参加しました。そこで、貧困に苦しむ人々の生活
を目の当たりにし、ボランティアではなく、ビジネス
として世界中の人々の豊かな暮らしに貢献していきた
いと考えるようになりました。
　インフラに関わるメーカーに絞ったのは４年生の４
月。両親は大阪での勤務を希望していましたが、私は
世界を舞台に活躍したいと思っていました。なぜなら、
富士通のパームセキュアという世界で初めて手のひら
認証を成功させた認証システムを、現在のスマート
フォンと同じくらい人々の生活になくてはならないも
のへと普及させたい、と思ったからです。内定を得た
今は、ＩＣＴの技術を駆使し、世界中の人々の暮らし
をより豊かにしたいと思っています。

　面接では必ず「この会社で何がやりたいですか」と聞
かれます。だからこそ、就活生には希望する会社に
入って成し遂げてみたいことは何なのか考えてほしい
なと思います。そこから将来がはっきり見えるように
なると思います。そして、そのためのベースづくりと
して、就活までの間にぜひ何か思い切ったことに挑戦
できるように背中を押してあげてください。

　就活では周りに流されず自分の軸をしっかりと持ち、
活動することが大切だと思います。しかし、就活中は
思うように進まないことがあり、想像以上に大変です。
これからの人生を左右する大きな分かれ道だけに、自
分のことを一番よく知る両親からのアドバイスやサ
ポートに、とても救われました。

　お子様が近大生であることに自信を持たせてあげて
ください！近大にはブランド力をはじめ、キャリアセ
ンターや先輩、就活をするうえでの強い味方がいます。
それらを全力で活用し、自らが活躍する場所を掴んで
ほしいです。

　一つでも情熱を注いだものがあれば面接で大きな武
器になります。それを黙って見守ってくれた両親には
感謝しています。

　住み慣れた愛着のある地元・大阪に街づくりという
形で貢献したかったため、都市計画や道路事業に携わ
れる大阪府職員の採用試験を受け、内定をいただきま
した。そもそも街づくりに興味をもったのは、中学生
の頃、兄が通う大学に展示してあった模型の街を見て、
自分が考えた街が実現したら素晴らしいな、と思った
ことです。
　この思いを実現できた最大の勝因は、入学後新しい
趣味を見つけて打ち込んだことです。それは、サッ
カーのリフティングの技術を進化させたフリースタイ
ルフットボールというスポーツです。始めた当初は思
い通りの動きができず投げ出しそうになる時もありま
したが、そこで諦めずに、試行錯誤をくり返した結果、
今では、地方のイベントでパフォーマンスを披露した
り、１対１のバトル形式の大会にも参加したりするほ
どになりました。このスポーツを通じ、難しいことに
も粘り強く挑戦し続ける力と、どうすれば上手くでき
るかを分析する習慣が身につきました。このことが面
接でのアピールポイントになったと思います。

生物理工学部 
生物工学科 ４年
佐藤 航大さん文芸学部 

英語コミュニケーション学科 ４年
武田 理瑚さん

経営学部 
商学科 ４年
岩谷 紗江さん

フィリピンのボランティアで宿泊先の
家族と（前列右から２番目が岩谷さん）

仲間と⽴ち上げたサッカー・
フットサルサークルで活躍

フリースタイルフットボールの
パフォーマンスシーン よさこいソーランの大会での１枚

理工学部 
社会環境工学科 ４年 
仲井 洋介さん

希望勤務地は
全世界

大学での経験を
地元企業に
生かしたい

世界規模で
ビジネスを

地元大阪の
街づくりに
貢献したい

株式会社ワコール 内定
勤務予定地：
日本各地、中国・アジア、
米州、欧州  他

株式会社中国銀行 内定
勤務予定地：岡山県内

富士通株式会社 内定
勤務予定地：
日本各地、コロンビア、
ニューヨーク、ロンドン　他

大阪府職員 技術職土木 内定
勤務予定地：大阪府内

いた人が地方で就職したりするＩターン就職も増えています。
　本学では、地域経済の活性化を担う人材の確保を図るこ
とを目的に、下記の地方自治体と連携・協力して就職支援
に関する協定を締結しています。これにより、学生には協定
締結県の求人情報や、Ｕ・Ｉターンセミナー等の情報提供を
行い、協定締結県へは学内企業説明会への出展や、イン
ターンシップ受け入れ企業の紹介を行うなどして、学生の
就職活動を支援しています。

三重県、香川県、徳島県、山口県、高知県、島根県、福岡県、愛媛県、鳥取県、和歌山県、広島県、石川県協定締結県
（2018年１月現在）
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TOEICスコアアップの
 理由がココに！

　「１年次後期から全員海外留学」という全国でも珍しいカリキュラムを持つ国際
学部が2016年４月にスタート。その１期生528人が海外での１年間の留学プロ
グラムを終え、日本に帰国しました。
　国際学部は、グローバル社会で即戦力として活躍できる人材育成を目標に設立
された学部です。中でも特徴的なのが、語学力の徹底。世界最大級の語学学校の
ベルリッツと提携したカリキュラムが組まれ、１年次後期から２年次前期に留学
が必修化されています。
　１期生の留学先は、アメリカ、中国、韓国、台湾にある31の大学。ホームステ
イ先や大学の寮から語学学校に通いながら、１年間語学を学びました。
　留学の成果は顕著で、学生たちは帰国後に受けたTOEICでスコアが大幅にアッ
プ。留学前と比べて平均点で約230点伸びています。中には、400点から925点
に点数が伸びた学生もおり、留学の成果がうかがえます。
　留学を含むと入学後からの１年半で、約1000時間、少人数での語学授業が行
われ、しっかり語学力の土台を築いたうえで、２年次後期からはさらなる英語習
得プログラムや英語での専門知識を積み上げていくカリキュラムとなっています。
　今後の彼らのさらなる語学力・コミュニケーション力の向上に注目ください。

　TOEICのスコアは、就職試験などでも英語力を測るものとして利用され、就活時のエントリーシートにはTOEICスコアを記入
する欄があることも多くなっています。その背景にTOEICスコアは、英語力だけでなく、グローバルな視野をもって将来を考え
ているという気構えや、グローバル社会への対応力、目標達成への実行力の指標にもなっているといわれています。
　本学では、こうした社会背景を鑑み、全学的なグローバル化に取り組み、TOEIC受験をサポートしています。

■実施日程：７月、10月、12月、２月
■申込方法：申込期間内に証明書自動発行

機で申請書を出力後、キャリ
アセンターへ提出。

■受 験 料：3,100円（税込）

滋賀県湖南市では、化石燃料からの脱却をめざし、子ども
から大人まで参加できる再生可能エネルギー発電計画が進
められています。その一つとして、市民でつくる「こなん
イモ・夢づくり協議会」は、生物理工学部生物工学科の鈴
木高広教授が５か年計画で実用化を研究する「イモ発電」
に取り組んでいます。限られた耕作地で収穫量を増やす

「空中栽培法」で、サツマイモを国内大量栽培すれば、日
本の年間消費
エネルギーを
毎年供給でき
ると、有望視
されています。

工学部電子情報工学科の藤野貴之准教授と工学部学
生５人と職員４人が2018年３月末までの任期で、「広
島県警察サイバー防犯ボランティア」に参加していま
す。任務の内容は、サイバーパトロールで違法有害
情報の発見・通報に協力するほか、学内でのサイ
バー犯罪被害防止講座も行います。さらに学生たち
は、工学部で
の学びを生か
して、SNSか
らの通報を容
易にするソフ
トウェアの開
発にも協力す
る予定です。

本プロジェクトは、産業理工学部経営ビジネス学科の長谷川直
樹准教授が発起人代表となり、飯塚市内の大学や企業が連携し
て地域交流の場をつくろうと始まった産学連携の取り組みで
す。経営ビジネス学科は授業の一環で商店街を訪問し、より活
性化するためのアイディアなどを報告会で発表。地元企業や各
種団体などから幅広い賛同を得ることができました。その第一
弾となるのが、「つなぐカ
フェ＠飯塚」。学生、企
業が交流する場として、
飯塚の地域を振興するの
に大きな効果があると期
待されています。

TOPICS
ワンランク上の保湿力。
ハンドケア美容液発売

農学部開発メロンが
奈良の特産品に

７大学連携　個別化がん医療
実践者養成プラン始動！

サツマイモ発電が
日本を救う！？

サイバー防犯
ボランティア拝命

商店街を活性化
「つなぐカフェ＠飯塚」
プロジェクト

薬学部医療薬学科の多賀淳准教授とウィッグメーカーのフェザー（株）
が技術協力し、ハンドケア美容液を発売しました。発売元のフェザー

（株）が、配合する成分を国産、天然由来であることにこだわり、ハン
ドケアに最適なコラーゲンを探す中で、薬学部が開発したマリンコ
ラーゲンに着目。肌本来の機能を大切にし、

『与える保湿から育む保湿へ』を考えたワン
ランク上の保湿力が期待されています。今
後も、フェザー（株）と共同でシルクとコ
ラーゲンの技術を活用した商品をシリーズ
化していく予定です。

農学部農業生産科学科の野々村照雄教授と種苗会
社の（株）松井農園が、産学連携で新品種のメロン

「バンビーナ」を開発しました。奈良のシカにちな
んで名付けられた「バンビーナ」は、長年メロン農
家を悩ませてきたフザリウム病に強い新品種のメ
ロン。フザリウム病菌はカビの
一種で、感染すると導管内に菌
糸がまん延し、植物が枯れてし
まいます。2016年４月から共
同研究を重ね、昨年７月に初め
て収穫しました。また、「バン
ビーナ」は、病気に強いだけで
なく、糖度16以上という濃厚
な甘みが特徴です。

国民の２人に１人が罹患し、わが国の死因第１位の疾患である
「がん」。国全体での対策が急がれています。それを受け、2017
年９月、近畿大学医学部を中心に７大学９学部が相互連携し、
多様化する新ニーズに対応した「個別化医療」を実践できる「が
ん専門の医療人」を養成する取り組みを始めました。このプラン
は、ゲノム医療、希少がん及び小児がん、ライフステージに応
じて生じる様々な課題に取り組む３つのプロジェクトチームか
らなり、それらが
密接に関係を持つ
ことによって、患
者に合ったがん専
門の医療人の養成
をめざします。

NEWS

　　　　　TOEICを受験しよう！

英語力UPはもちろん、自分の将来
と向き合うことで、他の人たちよ
り一歩も二歩も人生の先手を打て
る無駄のない国際学部の留学プロ
グラム。それらを体験し、一回り
も二回りも成長した学生たちの姿
をぜひご覧ください！

上のQRコードから
もアクセスできます。

http://kindaipicks.com/article/001300

※東大阪キャンパスでは、学部独自の受験日程がある場合があります。詳しくは各学部事務部にお問い合せください。

薬学部

農学部

医学部

生物理工
学部

工学部

産業理工
学部

PRESENT

ハンドケア
美容液を
10名様に

読者アンケートにご協力いただいた
方の中から抽選でハンドケアエッセ
ンスをプレゼント！最終ページ掲載
のURLにアクセスください。

ピュエリー ハンドケアエッセンス（30ml） ¥3,456（税込）
オンラインショッピングモール「ヤマダモール」、
フェザー（株）オンラインショップで販売中 サツマイモ収穫祭の様子

つなぐカフェ＠飯塚  第１回準備会の様子

サイバー防犯ボランティア委嘱状交付式

７大学連携会見

農学部学生による作業風景（下）と「バンビーナ」（上）

東大阪キャンパス

大阪狭山キャンパス

和歌山キャンパス

広島キャンパス

福岡キャンパス

奈良キャンパス
TOEFLのみ１年生全員に実施
■実施日程：４月、２月
■対　　象：１年生全員
■受 験 料：無料

■実施日程：７月、12月
■申込方法：申込期間内に事務室の自動発

行機で申込書を購入後、就職
情報室へ提出。

■受 験 料：3,000円（税込）

■実施日程：７月（３年）、12月（２年）
■申込方法：申込期間内に所定の用紙を就

職室へ提出。
■受 験 料：無料
　　　　　  （上記日程の対象学年のみ）

■実施日程：７月、１月
■申込方法：申込期間内に証明書自動発行

機で申請書を発行し、学生支
援課へ提出。

■受 験 料：3,000円（税込）

■実施日程：６月、12月
■申込方法：申込期間内に証明書自動発行

機で申請書を出力後、学生支
援課へ提出。

■受 験 料：3,100円（税込）

１年間でTOEIC 平均230点UP！



『KINDAI FAMILY』は保護者の皆
様と近畿大学をつなぐ情報誌です。
より役立つ誌面づくりのため、ア
ンケート（所要時間：5～10分程
度）にご協力ください。お答えい
ただいた方の中から抽選で10名
様に薬学部×フェザー（株）による
マリンコラーゲン配合のハンドケ
ア美容液をプレゼントします。
締切：平成30年4月30日（月）

読者アンケートのお願い

  回答・応募はこちらから！

http://www.kindai.ac.jp/family/
※右のQRコードからもアクセスできます。

国内外から注目を浴びる、今もっ
とも熱い大学、近畿大学。その
背景を近畿大学改革の仕掛け人
が初めて語ります。10年で志願
者数倍増！４年連続志願者数日
本一となった理由がここに。

近畿大学関連書籍のご案内
５名様に
プレゼント！

定価：1,300円（税別）
発行：産経新聞出版
全国書店等で好評発売中！

『近大革命』

志願者数（　　　  ）平成29年度
一般入試志願者数

4年連続

全国1位

改革力が高い大学 全国1位
クラリベイト・アナリティクス
論文引用度指数（臨床医学）

民間企業からの
受託研究件数

進学ブランド力調査
●教育方針、カリキュラムが魅力的
●活気がある感じがする
●学校が発展していく可能性がある

●キャンパスがきれい
●学生生活が楽しめる
●クラブ、サークル活動が盛ん

全国2位

全国2位
外部資金
（受託研究費）

一級建築士（国家
試験）合格者数 西日本1位

常勤教員数 西日本私大1位

ALL
下記項目

全国1位

西日本私大1位

発行　近畿大学総務部広報室　〒577-8502 大阪府東大阪市小若江3-4-1　TEL（06）4307-3007
KINDAI FAMILY　第８号　平成30年２月発行

バックナンバーをWEBで公開中！ http://www.kindai.ac.jp/kindaifamily/

●知名度　●志願度

読者アンケートにお答えいただ
いた方の中から抽選で５名様に
この書籍をプレゼント！左記アド
レスよりご回答・ご応募ください。

PRESENT

ハンドケア
美容液を
10名様に

日本屈指の評価と実
績！

各種調査から見えた近大の力
４年連続志願者数日本一、全国の高校教諭た
ちからも「改革力No.１」と評価されている本
学。クロマグロの完全養殖など、水産研究所
の研究成果を筆頭に研究力の高さには定評が
あり、研究論文の引用数でも全国２位にラン
キングされています。また、産学連携商品や
開発数は他大学に比べて圧倒的に多く、民間
企業からの受託研究件数も全国２位。実学教
育の理念が世間にも認められています。
さらに、2018年３月卒業予定の高校３年生
の大学に対するイメージを調査した「進学ブ
ランド力調査」では、14項目で全国１位。現
役高校生にも教育方針・カリキュラムの魅力
や、学校の活気、発展性が伝わっているよう
です。きれいなキャンパスで学校生活やクラ
ブ・サークル活動を楽しみたい、そんな高校
生が今年もたくさん志願してくれるでしょ
う！いま、各方面から評価されている近大。
真の日本一をめざして、邁進し続けます。

※「進学ブランド力調査」はリクルート調べ、「志願者数」は「大学通信」、「改革力
が高い大学」は「大学探しランキングブック資料集ver.2017」（大学通信）、「民
間企業からの受託研究」は「平成27年度大学等における産学連携実施状況調査」

（文部科学省）、その他は「大学ランキング2018年版」（朝日新聞出版）より。

平成30年度前期スケジュール　　●各キャンパスによって日程が異なります。　●履修登録期間や学費納入期限などの重要な日程は、保護者の方もご確認ください。
東大阪 奈良 大阪狭山 和歌山 広島 福岡

入学式 4/1 4/1 4/1 4/1 4/6 4/5

前期授業開始日 4/5 4/5 4/2 4/6 4/9 4/6

前期履修登録期間 4/5～（予定） 4/5～（予定） − 4月上旬～4月下旬 4/3～4/14 4/13～4/20

定期健康診断
4/10～4/23
※学年により日程
　が異なります。

２年：4/14
１・3・４年：4/21 4/25～4/28 4/2～4/3

4/2～4/7
※学年により日程
　が異なります。

4/7

奨学金申込期間 4月上旬 4月上旬 4月中旬 4月上旬～4月中旬 4月上旬 4月上旬

学費分納・延納受付期間 4/9～4/21 4/16～4/21 ～4/27 4月中旬 4/13～4/27 4/11～4/24

前期学費納入期限 5/14 5/14 5/14 5/14 5/14 5/14

前期試験日 7/25～8/2 7/25～8/2
　　１年：7/25～8/2
２～４年：ユニット・コースごとに試験
　　５年：8/25
　　６年：3/31～7/7

7/26～8/4 7/27～8/3 7/26～8/1

夏期休暇 8/3～9/12 8/3～9/12
　　１年：8/3～9/8
２～４年：7/30～8/18
　　５年：8/2～8/24
　　６年：7/9～8/11

8/5～9/13 8/4～9/11 8/4～9/11

前期成績通知日 9月上旬 9月上旬 後期にまとめて通知 8月下旬 8月下旬 8月下旬
※日程は変更になる場合がありますので、ご注意ください。

ピュエリー 
ハンドケアエッセンス

（30ml）


