（要領）

五代友厚記念事業プロジェクト寄付のお願い

ご賛同下さる方は
第二回

専用の払込取扱票（赤色）がお手許にない場合は、郵便局備え付けの払込取扱票（青色）
を使って、郵便局から下記口座にご送金ください。

記念事業内容について

刊行
五代友厚の足跡・業績などを史実に基づいて正しくご理解
いただくために、また、より多くの人に知ってもらうために
在学生や市大卒の若い層を中心に、一般の方々にも
読みやすく分かり易い書物として刊行します。

刊行は大学創立 140 周年記念に合わせて、
2020 年 11 月予定です。

＊写真はイメージです。

度より開講済み。

（2018 年夏季、香港・タイに各２名派遣済）
海外インターンシップ報告会（平成 30 年 11 月 3 日）

第 二 回 五 代 友 厚 記 念 事 業寄付者ご氏名

卒業学部
件 数
金 額

工学部
60件
860,000円

医学部
23件
340,000円

看護学科
16件
300,000円

生活科学部
38件
480,000円

顕彰について

（順不同、平成 30 年 10 月 31 日現在）

旧大阪商大（4名） 竹俣 正孝（S.28） 小出
勲（S.28） 山縣 一晃（S.27） 石野 喜次（S.28）
商 学 部
田 俊雄（S.40） 岩佐 孝彦（H. 5 ） 羽原 顕三（S.38） 大西 基勝（S.52） 上村 修三（S.53） 渡辺 敏一（S.36）
（50名）
末村
亘（S.46） 中田 弘美（S.50） 武部
弘（S.30） 堀江
亘（S.35） 金澤 昌俊（S.58） 繁
幸江（H.12）
久保田千鶴（H.25） 大手
祟（S.28） 徐
龍達（S.32） 吉田 幸雄（S.33） 藤田 武司（S.33） 前田佳稔夫（S.35）
池永 英夫（S.35） 松永 和泰（S.36） 杉森 道弘（S.37） 窪田 雄一（S.37） 藤原
謙（S.37） 鈴木 重喜（S.37）
橋本 正昭（S.37） 新居 周三（S.38） 立石 益得（S.39） 成山 正博（S.40） 玉置
昭（S.41） 中内 哲夫（S.41）
宮髙 智彦（S.42） 吉原 幸一（S.42） 坂口悰治朗（S.42） 下田 裕久（S.42） 小角 勝次（S.43） 鈴木 章彦（S.43）
奥田 政一（S.46） 楠本 安男（S.46） 梶原 謙治（S.46） 日
大吉（S.47） 河田 行隆（S.50） 吉備 文昭（S.51）
植嶋 平治（S.51） 亀井 信吾（S.52） 貫名
徹（S.53） 吉武 一郎（S.54） 水谷 雅英（S.56） 福嶋幸太郎（S.58）
冨藤
泰（S.58） 山口 高志（S.63）
金森 靖紏（S.46） 林
昌夫（S.35） 齋藤 三朗（S.34） 山科 吉弘（H.17） 竹内 真理（S.61） 前田 和彦（S.56）
経 済 学 部
（50名）
河﨑
清（S.29） 奥平 曻郎（S.38） 宮崎 憲司（S.40） 八木 孝昌（S.41） 清成 真一（S.53） 石黒 直文（S.29）
横山 修一（S.30） 石原 靖造（S.32） 上村 正昭（S.33） 柏木 敏治（S.33） 嶋田
繁（S.33） 植田
一（S.34）
柴山 道夫（S.35） 古家
章（S.35） 中井 敏男（S.36） 坂
弘志（S.37） 宮澤 博臣（S.37） 寺田 正博（S.37）
小林 保司（S.37） 森
武義（S.39） 池澤
猛（S.39） 久保
昭（S.40） 島 征一郎（S.40） 蔵岡 一彦（S.40）
食満 厚造（S.41） 齋藤晃一郎（S.41） 網島 邦三（S.41） 鈴木 莞爾（S.41） 出原 康雄（S.42） 平田 義継（S.43）
辻
幹彦（S.43） 牧野 忠廣（S.44） 参鍋 洋三（S.44） 芦原
健（S.46） 尾川 賢吉（S.46） 中村 忠夫（S.47）
伯井惠之助（S.47） 瀧川
実（S.49） 松浦 康裕（S.50） 山本
博（S.51） 宮永 昭弘（S.55） 伏見 隆晴（S.57）
前野 博生（S.60） 須谷 尚史（S.61）
植田 浩吉（S.44） 松原健士郎（S.45） 岡田 昭年（S.36） 加藤
修（S.43） 原田 紀敏（S.46） 田中 達三（S.48）
法 学 部
三崎 一彦（S.37） 西﨑 光彦（S.51） 湯崎 一子（H. 2 ） 上田 陽通（S.32） 涌嶋 俊計（S.34） 中川
（38名）
清（S.35）
河野
修（S.35） 周藤
弘（S.36） 梅原
勲（S.38） 石黒 作一（S.38） 大川秀二郎（S.39） 堀田 建夫（S.40）
香村 雄司（S.40） 米田 尚實（S.41） 河野
猛（S.42） 小林 正典（S.43） 小林 俊介（S.44） 齋藤 郁朗（S.44）
猿渡 久二（S.44） 樋上 晴雄（S.45） 中井 敬三（S.49） 西本 佳照（S.50） 吉本 義人（S.51） 松田 雅三（S.51）
大迫 修一（S.53） 清田 祐二（S.53） 宮里 保男（S.53） 竹内 秀夫（S.55） 田中 正宗（S.58） 南雲 正明（S.56）
轟 昌一郎（S.57） 日下 雅己（S.57）
福井 康子（S.35） 福田 八郎（S.37） 中塚 英子（S.36） 森本
喬（S.36） 浦﨑 芳子（S.54） 北野 好浩（H.2）
文 学 部
梅原ちづこ
（19名）
（H.14） 中村 祐子（H.27） 東野美智代（S.33） 阪田
弘（S.33） 奥田幸治郎（S.34） 清水 正和（S.34）
髙井二千六（S.38） 相
益代（S.38） 出立 欣次（S.39） 河野富士夫（S.42） 山元 良平（S.48） 河崎 良二（S.54）
齋藤
仁（S.60）
理 工 学 部
杉浦 重光（S.30） 笹部 良信（S.29） 木村 力男（S.30） 萩
武文（S.31） 玉井 義弘（S.32） 永嶋 司郎（S.33）
（8名）
岩田 賢造（S.34） 小濱 太郎（S.34）
理 学 部
児玉 隆夫（S.41） 横田修一郎（S.46） 佐々木義人（H.28） 上田 信夫（S.51） 藤﨑
忍（H. 6 ） 荒木 彩人（H.22）
（26名）
譲原 浩貴（H.29） 山口 喜一（S.36） 水谷 信雄（S.36） 法西皓一郎（S.37） 楠森
昭（S.37） 山本 高義（S.37）
森野 奎二（S.37） 松本 守平（S.37） 佐藤
清（S.38） 木村 一昭（S.39） 奥田喜代子（S.43） 宅
康次（S.48）
八田 守可（S.48） 山本 益資（S.48） 仲本 徳尚（S.50） 立川 隆洋（S.51） 沖津由紀子（S.51） 寺本 辰美（S.51）
筒井 康行（S.52） 西村
勇（S.57）
工 学 部
佐野 嘉彦（S.43） 竹中 和幸（S.49） 宇野 勝久（S.49） 大東 清四（S.25） 大塚 忠弘（S.42） 近藤 信勝（S.29）
（60名）
中西 宏之（S.36） 角井 嘉美（S.41） 北村 英隆（S.46） 桂
洋介（S.51） 鈴木 勢治（H. 3 ） 梅谷 敦士（H. 6）
松尾 純也（H. 7 ） 森下 英利（H. 8 ） 松本
崇（H. 8 ） 苅谷
顕（H.11） 野田 知哉（H.12） 丹下 俊彦（H.15）
倉本
亘（H.21） 廣藤 貴浩（H.30） 嶋
經夫（S.31） 中島 光夫（S.32） 福本
寛（S.32） 松本
亘（S.33）
佐藤
孝（S.35） 山田 祐造（S.35） 塩飽
弘（S.36） 近藤 紘一（S.37） 山内 静三（S.37） 浅原 浩介（S.38）
浜田
勝（S.38） 林田 博光（S.39） 岩崎 隆一（S.41） 望月 秋利（S.42） 森本 幹雄（S.42） 吉原 正邦（S.43）
水原 和夫（S.43） 端山 英孝（S.44） 桝井 利英（S.44） 福森俊一郎（S.45） 山本
孝（S.45） 神門
登（S.45）
田村 博美（S.45） 杉岡 泰蔵（S.46） 峯山多喜次（S.46） 藤井 俊秀（S.47） 岡山 保美（S.48） 浅井 真一（S.48
望月
博（S.50） 高島佐太重（S.52） 針田 一朗（S.52） 池田 博英（S.53） 田中 三郎（S.53） 松田
浩（S.53）
永島 敏郎（S.55） 中塚 弘敬（S.55） 笹部
徹（S.56） 田邨 裕幸（S.59） 上田 和弘（S.61） 三品 文雄（S.50）
医 学 部
山田 忠尚（S.44） 塚崎 義人（S.29） 裏辻 康秀（S.45） 前田 泰生（S.29） 大道
彰（S.41） 辺見
茂（S.60）
（23名）
安永 千尋（H. 3 ） 佐井 吉永（H. 4 ） 松村
昭（H. 9 ） 加賀慎一郎（H.18） 藤森
貢（S.30） 三好
宏（S.35）
鈴木
隆（S.36） 曽和 悦二（S.41） 庄司 昭伸（S.43） 山戸 庸光（S.44） 桑島 士郎（S.45） 平松多喜男（S.50）
荒川 哲男（S.50） 小森 忠光（S.51） 木村
進（S.52） 荒木 良彦（S.54） 寺井 岳三（S.59）
看 護 学 科
上久保陽子（S.51） 高橋かおり
（S.55） 山脇 康江（S.49） 安東満里子（S.25） 岡田 京子（S.29） 山根 悦子（S.33）
（16名）
黒木 節子（S.36） 村上 周子（S.36） 三島 雅代（S.37） 三時 瑞子（S.38） 磯田 玲子（S.44） 安田惠津子（S.50）
石原 明美（S.51） 林 和華枝（S.55） 山田 早苗（S.48） 杉山 芳子（S.44）
生活科学部
河合 照幸（S.33） 木下 信枝（S.16） 源
照代（S.19） 藤石 照子（S.38） 金澤 栄子（S.41） 三木 孝子（S.44）
（38名）
山本 祥子（H. 1 ） 岡田 直人（H. 6 ） 上田 静子（S.16） 鈴木 鈴子（S.20） 橋本 久子（S.25） 前田 和子（S.26）
中院 秀久（S.28）
原 民子（S.28） 中元 妙子（S.31） 斉藤 蔦子（S.33） 井上佐知子（S.34） 並川 貞子（S.35）
津田つる子（S.35） 古屋せつ子（S.37） 佐藤 昌子（S.38） 竹森 培子（S.39） 竹田 紀子（S.39） 木下 洋子（S.40）
手塚千恵子（S.42） 兵庫 宏昭（S.42） 萩原 嘉子（S.43） 木下 清美（S.48） 岡田 佳子（S.48） 野上 洋子（S.48）
辻野 早苗（S.48） 新井 律子（S.49） 曲田 清維（S.52） 上原かすみ（S.53） 小前 昌子（S.53） 円谷 陽一（S.54）
吉村 智子（S.55） 阪口登志子（S.58）
創造都市（2名）
山﨑 英彦（H.20） 新出嘉一郎（H.24）
その他（8名）
京都市上下水道局あびんこ会 木原 寿代
舘野 羊一
上村八重子
有限会社テル・クリエイト
鶴長 洋一
鵜飼 武彦 匿名希望者
※平成 30 年 10 月末現在
●学部別寄付状況
卒業学部
商学部
法学部
文学部
理工学部
理学部
旧大阪商大
経済学部
件 数
50件
38件
19件
8件
26件
4件
50件
金 額
1,280,000円
620,000円
310,000円
90,000円
420,000円
90,000円
740,000円
創造都市
2件
20,000円

その他
8件
153,000円

計
342件
5,703,000円

今回、10 万円以上ご寄付の方は、五代友厚銅像建立時と同様、五代スクエア内
に新たに設置する「五代友厚伝（仮称）刊行記念碑」の背面、銘板にお名前を刻
み、末永く顕彰いたします。
＜前 面＞
GODAI

＜背 面＞

SPIRIT

五代友厚伝
刊行記念
（イメージ）

寄付（1 口 1 万円以上）頂いた方に、
「五代友厚伝（仮称）
」1 冊を進呈致します。
（寄付者全員のご氏名一覧表を添付）
（学術情報総合センター 1F の「五代友厚展示コーナー」での顕彰を上記に変更）

