
ご芳名 受信日時 メッセージ

山本 泰弘 様 2017/8/21 23:09 初等部の教育研究促進にお役立て下さい。

山田 匡章 様 2017/6/25 12:52 関西大学の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

匿名 2017/6/17 9:32 留学生への支援を拡充してください

匿名 2017/6/13 11:59
初等部在学生の保護者です。「日本一」を目指します！の先生方の「志」がいつ
も伝わってまいります。親も、日々、子供とともに成長させていただいておりま
す。ありがとうございます。

大東 将之 様 2017/5/29 20:58 わずかですが、関西大学のご発展に寄与したいと思います

酒谷 幸典 様 2017/5/29 15:27 息子をよろしくお願いします。

匿名 2017/5/21 11:45
関西大学体育会スキー競技部OGです。暑い中の練習、大変だと思います。熱
中症等にならないよう気をつけて頑張って下さい。

匿名 2017/4/24 16:31 漕艇部の益々の発展を祈念しております。

河野 正年 様 2017/3/31 10:17
関西大学が今後も、一生懸命頑張る若者を応援する学校であり続けますよう
に。

関西大学校友会
北支部

様 2017/3/30 0:00 これからの益々のご発展を祈念しております。

下田 直美 様 2017/3/26 21:59
"関西大学"といえば、長きに亘って活躍された高橋大輔さんのイメージが強いで
す。今後も、フィギュア選手・OBが益々活躍されるよう応援しています。

匿名 2017/3/26 21:32
今後も関大スケート部から高橋大輔さんのような優秀な方々が出てこられるのを
期待しております。

匿名 2017/3/20 13:51
高橋大輔選手（当時）を通じて、フィギュアスケートを応援するようになりました。
自身と大学とは関連はございませんし、わずかな募金になりますが、気持ちを送
らせていただきます。

後藤 拓真 様 2017/3/19 16:52
多くの方々に支えられている関西大学が発展していける力になれればと思いま
す

匿名 2017/3/19 11:35 関西大学スケート部のご活躍を期待し応援しております。

匿名 2017/3/26 0:00
高橋大輔さんらフィギュアスケートの貴重な活動拠点としてのサポートに感謝と
応援を。

匿名 2017/3/14 17:06 関西大学の末長い御発展を願っております。

片岡 準一 様 2017/3/11 16:06
防衛省の研究費制度への応募を認めない方針をいち早く決定した我が母校を
尊敬し、この大学を卒業したことを誇りに思います。

匿名 2017/3/6 0:00
関大アイススケート部を応援しています。これからもよろしくご支援お願いいたし
ます

奥村 恵子 様 2017/3/6 10:00 フィギュアスケートを応援しています。

宮崎 裕介 様 2017/2/22 20:40
両親も関西大学工学部(電気工学科、管理工学科）のOBで、「関西大学硬式テ
ニス同好会(SLTC)」のOBでもあります。関西大学もSLTCも更に発展されますよ
うお祈りしております。

寄付者様からのメッセージ一覧（2017年８月末まで）
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匿名 2017/2/23 0:00

いつもお世話になっております。毎日元気に登校し充実した学生生活を送ること
ができているのも学校と先生や職員の方々のおかげです。130周年事業のパン
フレットを読み見てますます期待も高まりました。これからもどうぞよろしくお願い
します。フィギュアスケートも欠かさずテレビ観戦して応援しております。

匿名 2017/2/13 11:45 関大生の末永い活躍を期待しています

田中 恵美 様 2017/1/31 2:57 関西大学を応援しています。

兵動 亘 様 2017/1/15 21:52 これからも頑張って下さい。

匿名 2017/1/9 21:24
貴学の「軍民両用技術（デュアルユース）に関する研究費に係る方針」に賛同い
たします。

佐々木 弥生子 様 2016/12/28 20:23
御校のスケートリンクからこれからも素晴らしいスケーターが生まれることを願っ
ています

匿名 2016/12/22 19:12
高橋さんだけでなく、連綿と続く世代の絆はすばらしいものだと思います。どうか
今後もこの伝統を紡いでいってくださいませ。

匿名 2016/12/19 17:11
野球部部員の保護者です。神宮で感動を頂きました。野球部のさらなる飛躍を
応援しています。

小石 巌 様 2016/12/16 16:05 関西大学サッカー部OBです、OB会副会長兼関東支部長をしております。

松村 吉信 様 2016/12/14 14:01 ベスト４惜しかったですね。次に活かしてください。

匿名 2016/12/10 12:29 より良い研究の一助になればと思い、少額ですが寄付させていただきます。

田尻 淳二 様 2016/12/10 10:42 サッカー部のOBです。活躍を期待しています。

吾妻 重二 様 2016/12/9 0:23 サッカー部の活躍、応援しています。ぜひ優勝を目指してください。

石川 三郎 様 2016/12/7 11:20 応援団ＯＢ・ＯＧ千成会です。決勝まで進んでください。

孕石 泰孝 様 2016/12/6 20:32 選手のみなさん，精一杯，悔いないようがんばってください。

大西 英治 様 2016/12/6 10:32
野球部ＯＢです。このたびの活躍に奮い立たされる思いでした。ありがとうござい
ます。

小野 吉永 様 2016/12/6 9:53
選手・スタッフおよびサッカー部OB・OGおよび関係者の皆様、ご出場おめでとう
ございます。練習の成果が遺憾なく発揮されることを祈念いたしております。

赤田 和之 様 2016/12/5 21:41 関西大学の益々のご発展を祈念いたします。

藪田 和広 様 2016/12/5 8:44 熱戦に期待しています！

鶴田 廣巳 様 2016/11/29 0:00 明治神宮野球大会での関西大学野球部の躍進を期待しています。

竹中 敏治 様 2016/11/26 12:36 野球部の今後益々の躍動を期待しています。

匿名 2016/11/22 12:21
フィギュアスケートファンです。いつも大輔さんや知子ちゃんの演技を見て元気を
もらっています。貴大学のスケートへの取り組みは素晴らしいと思います！ます
ますのご発展をお祈り申し上げます。

匿名 2016/11/20 11:02 文武両道、頑張ってください。

匿名 2016/11/20 10:42
高橋さんが在籍されてなくても存在を大事にされていることが伝わります。高橋さ
んと関大の良き関係が今後も続きますように。

藤田 明子 様 2016/11/19 0:00
高橋大輔さんのファンです  手厚いサポートに感謝しております  アイススケート
部応援しています  頑張って下さい
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匿名 2016/11/19 9:41
関西大学が英断されたスケートリンクが現在の日本のフィギュアスケートを発展
させたと思っております。これからも頑張ってください。

岸本 隆仁 様 2016/11/19 7:22
関東在住の卒業生です。神宮球場で母校の選手・.学生の凛々しい姿に感激しま
した。再び神宮球場での応援を楽しみに、今後の活躍を祈ってます。

匿名 2016/11/18 22:29

フィギュアスケーターの高橋大輔さんをずっと応援しております。現役引退後も変
わらぬバックアップを続けて下さる関西大学には、ファンとしても心から感謝した
いと思っております。今回記念のDVDに高橋さんの映像を起用された事も、大変
嬉しく思います。今後の高橋さんとスケート部のご活躍を心よりお祈り致します。

堺 精一 様 2016/11/18 16:58 東京在住なので、毎年の神宮大会出場を願っています。

匿名 2016/11/18 14:50
関西大学スケート部のなおいっそうの活躍と関大アイスアリーナの盛況を願って
ます

匿名 2016/11/18 13:35 フィギュアスケート部の発展をお祈り致します。

寺田 進 様 2016/11/17 16:33 器械体操部OB・OG会　会長です。期待しています。

杉本 仁嗣 様 2016/11/17 10:55 ますますのご活躍を祈念いたします

孕石 泰孝 様 2016/11/16 22:43 選手のみなさん，悔いないよう，大いに力を発揮してください。

匿名 2016/11/16 19:50 たくさんの若い方たちが夢に向かって充実した学生生活を送れますように

匿名 2016/11/16 18:58 高橋大輔さんへの長きに渡る温かいサポートに心より感謝いたします。

匿名 2016/11/15 11:13
フィギュアスケートファンです。関西大学アイスアリーナで練習に励んでいる選手
の皆様のご活躍を楽しみにしています。

匿名 2016/11/15 9:40
高橋大輔ファンです。彼を愛し育んでくれた関西大学様に感謝を込めて募金させ
ていただきます。

匿名 2016/11/15 0:23 高橋大輔さんの大ファンです。これからも応援をよろしくお願いいたします。

匿名 2016/11/15 0:16
関大スケート部の活躍を祈っております。卒業後も高橋大輔さんを大事にしてく
ださる関大が好きです。

匿名 2016/11/14 22:03
これからも、御校のスケートリンクから素晴らしいスケーターが生まれますよう
願っています。

布施 信夫 様 2016/11/14 16:27 東京へ何度も来て下さい。

川端 泰三 様 2016/11/14 15:11 いつも応援しています。益々の発展を祈念しています。

藪田 和広 様 2016/11/10 17:58 ドラフト選手の多い明治大学、敵に不足なしです。ご健闘を祈ります！

西野 重明 様 2016/11/9 13:32
初戦の明治大に勝利すれば、全国制覇も見えてくる。あと３連勝してくださ
い！！！

釜我 健一郎 様 2016/11/8 20:29
関西大学文化会ユースホステルクラブOBです。現在は地元を離れ、名古屋暮し
ではありますが、関西大学・文化会ユースホステルクラブ共にさらなる発展を祈
念しております。

曽根 由美子 様 2016/11/7 0:18
フィギュアスケーター高橋大輔さんのファンです。今後も高橋大輔さんが関西大
学アイスアリーナで練習出来ます様にスケーターとして躍進出来ます様に、並び
に関西大学所属のスケート選手が躍進するように応援しています。

藤原 滋子 様 2016/11/7 11:27 高橋大輔さんを応援していますのでフィギュアスケートを応援します。

山本 和良 様 2016/10/22 15:22 教育後援会役員として、関大の発展を応援しています。
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山本 和良 様 2016/10/22 15:17 教育後援会役員として、関大の発展を応援しています。

橋本 幸治 様 2016/10/18 18:01
息子二人も関西大学にお世話になっております。ますますのご発展を祈念しま
す。

堀田 誠 様 2016/10/6 22:49 関西大学の益々の発展を祈ります。

匿名 2016/9/26 14:22 関西大学ＯＢです。関西大学を応援しています！

千賀 邦弘 様 2016/9/17 0:00 応援団本部吹奏楽部のOBです。今後の活躍を期待します。

匿名 2016/8/25 21:20 総合関関戦の負け越しが続いています。強い体育会の復活を期待しています。

植野 光作 様 2016/8/21 12:52
甲子園球場での関関戦を同期友人と観戦。選手の活躍と応援団の皆さんの躍
動に

匿名 2016/8/18 2:14
高野選手の御活躍と2020年の東京オリンピックに向けた益々の飛躍を祈念して
おります。

中澤 孝 様 2016/8/16 16:23 関西大学の心理学教育学研究部ＯＢです。今後も頑張って下さい。

小林 多 様 2016/8/15 12:16 リオオリンピツクがんばって下さい。

岡本 光浩 様 2016/8/12 23:04 関西大学体育会ヨット部OBです。高野芹奈さん頑張れ！

杉浦 美恵子 様 2016/8/4 8:30 世界に羽ばたく芹奈さんの躍進を心より応援しております。

伊藤 義博 様 2016/8/4 0:11 関西大学ヨット部OBです！目指せ金メダル！！！

市川 剛 様 2016/8/3 22:28 リオオリンピックでのご活躍をお祈りしています。

納戸 留美子 様 2016/8/2 0:32
ヨット部OGです。高野さん、オリンピック出場おめでとうございます。楽しみにして
います。

森田 弘之 様 2016/7/25 17:20 一高野球部の甲子園出場を夢見ております。

中村 祐介 様 2016/7/24 11:50 これからも、良い人の縁、連鎖を作るステージであり続けてください

西野 重明 様 2016/7/23 9:32 思う存分楽しんできてください

匿名 2016/7/16 9:52 事故や怪我、病気などなく健康な心身で勉学に励んでください。

藪田 和広 様 2016/7/14 18:08 ご活躍を期待しています！！

匿名 2016/7/12 12:16 頑張れ！！

匿名 2016/7/6 22:01
体育会アメリカンフットボール部OBです。甲子園ボウル出場するよう応援してい
ます。

新留 研二 様 2016/7/3 22:04 より発展されることを期待しております

植野 祐介 様 2016/6/26 23:44
経済学部の良永ゼミ卒業生です。今後とも後輩達の活動をサポートしていけたら
と思います。

横山 隆太 様 2016/6/24 7:59
リオオリンピック、ご出場おめでとうございます。本大会でのご活躍を心より祈念
しております。今回のご経験を活かされて、関西大学学生のフロントランナーとし
てさらに飛躍されることを祈念しております。

能勢 雄章 様 2016/6/18 0:33 応援団吹奏楽部OBです。ますますの発展を期待しています。

松本 真 様 2016/6/10 10:52 学の実化 考える達人を応援しています。

小山 英信 様 2016/6/9 20:15 関西大学の成長をお祈りします！

増田 肇 様 2016/6/5 14:00 校友会南勢支部の副支部長をしております。

小笠原 環 様 2016/6/5 12:34 フィギュアスケート応援しています
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匿名 2016/6/5 10:05 世界に羽ばたけるグローバルな人材育成に期待しています。

柳川 洋子 様 2016/5/31 20:38 関西大学の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます

土居 豊太郎 様 2016/5/25 16:53 これからも優秀な人材を輩出することを祈ってます。

田中 英聡 様 2016/5/22 0:38 我ら二八の夢に酔う

匿名 2016/4/9 8:53 サッカー部のネクタイ更新に使用してください。

石原 隆行 様 2016/3/30 9:14 これからも頑張ってください！

金田 真司 様 2016/2/2 22:48 在学生保護者です。貴校の更なる発展を期待いたします。

匿名 2016/1/21 11:22  充実した大学生活を過ごしてるようで感謝しております。

三舩 正喜 様 2016/1/5 7:55
関西大学で知への探求心と学びの喜びを得ました。日本を代表する大学として、
世界の関大へと躍進すること祈念しています。

藤原 誠二 様 2016/1/2 11:09
関西大学の体育会サッカー部のOBです。
各クラブが今後も躍進するよういつも応援しています。
頑張れ関大！みせろ関大魂！！

野辺 紀子 様 2015/12/29 11:21
ケガをしませんように
いい試合ができるよう応援しています。

匿名 2015/12/28 8:49 関西大学のラグビー部ＯＢです。応援してます！

匿名 2015/12/26 22:39
体育会ラグビー部OBです
まだまだ道半ばだと思います。今後も頑張ってください。

北野 正人 様 2015/12/25 21:08
ラグビー部の全国大会出場への寄付となります。あと1試合ですが、緊張感を楽
しんでもらえればと思います。

乾 貞人 様 2015/12/24 22:17 応援しています。

北村 潤 様 2015/12/24 13:18
ラグビー部OBです。ここまで強くなったチームを誇らしく思います。
来年以降も今年同様、OBに夢を見させてください。

匿名 2015/12/21 21:03
ラグビー部の益々のご活躍を期待しております。
魂のタックルで粉砕！！

島貫 るり子 様 2015/12/21 16:34
47年ぶりの全国大学ラグビーフットボール選手権大会へのご出場
おめでとうございます。
ご活躍を願っています。がんばってください。

藪田 和広 様 2015/12/18 16:52 ４７年ぶりの大学選手権出場、誠におめでとうございます

関西大学体育会
射撃部 ＯＢ・ＯＧ
会

様 2015/12/18 16:02 関西大学体育会射撃部ＯＢ・ＯＧ会です。今後のご活躍をお祈り致します。

金子 一弘 様 2015/12/12 12:12
今年で国連を定年しますが、日本人の国連職員に関大卒業生が少ないことを嘆
いています。

中川 雄弘 様 2015/12/11 20:27 桑原監督がんばれ！

匿名 2015/12/11 0:55 化学工学科卒です。理系学部がんばれ！！

山口 靖人 様 2015/12/10 10:50 最強の挑戦者として、関大旋風を巻き起こしてください！

匿名 2015/12/1 18:42 関西大学体育会漕艇部のOGです。今後の躍進を期待しています。
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村上 晃一 様 2015/11/29 23:05 漕艇部のＯＢです。関西大学漕艇部が今後も躍進するように応援しています。

西村 憲 様 2015/11/30 21:26 「関西大学の千里山キャンパスを中心にした創造的な発展を期待します。」

野村 和史 様 2015/11/28 18:52 元気な校友の輪が拡がることを期待します。

武田 充 様 2015/11/28 2:18
関大で文系と理系、二つの学部を卒業しました。関大は私の人生の礎。関大が
これからも学術とスポーツで活躍し、社会に貢献していくことを願っています。

広瀬 貴晴 様 2015/11/27 10:30 女子クルーの一層の努力と活躍を期待しています！

河津 博史 様 2015/11/25 12:55 史学科のOBとして、歴史を学ぶことの大事さを、実感する今日この頃です。

小野 大樹 様 2015/11/25 9:11 関西大学のますますの発展と、学生が青春を謳歌することを応援いたします。

福島 達郎 様 2015/11/24 12:03
最近、近畿大学が人気を集めています。わが関大もスケート以外に世論にア
ピールできる何かを構築してください。

渡邉 えりか 様 2015/11/23 14:40 インカレ頑張ってください！！

若山 聡満 様 2015/11/23 12:48 グローバルに活躍する人材を輩出する大学になることを期待しております。

匿名 2015/11/23 12:42
伝統にあぐらをかくのではなく、１３０周年を契機として常に改革、常に前進し、新
生していくことが重要です。新たな知を創造して世界に発信していけるよう期待し
ます。

水野 敏博 様 2015/11/22 22:40 92代一同からです。艇は大事に使って下さい！

西川 雅彦 様 2015/11/22 18:49 頑張れ！ALL KANSAI UNIVERSITY

中村 真 様 2015/11/21 9:30 母校の益々のご繁栄をお祈り致します。

後藤 泰之 様 2015/11/21 2:03 遅ればせながら女子新艇購入募金です。頑張れ漕艇部！！

曽根 由美子 様 2015/11/19 0:25

関西大学アイスアリーナ創設10周年記念エキシビション（仮称）の開催を楽しみ
にしてます。
体育会アイススケート部が今後も躍進するように応援しています。
卒業生のフィギュアスケーター高橋大輔さんが今後もアイスアリーナを使えるよ
う支援をお願いします。
アイスアリーナにて行った、関西大学創立130周年を記念する高橋大輔さんによ
る撮影したＤＶＤを、平成28年11月４日開催の記念式典に参加出来ない一般人
にも観る機会を頂きたくご検討お願いします。

水野 吉将 様 2015/11/15 13:28
お世話になりました。関大の体育会であることに誇りを持って、頑張って下さい。
期待しています！

烏山 洋美 様 2015/11/15 11:06
男子バスケットボール部、５年振りインカレ出場おめでとうございます！   関西よ
り熱い応援を送っております。

仲木 威雄 様 2015/11/10 10:20 関大バスケ部OBです。（平成13年度卒）インカレ頑張ってや！！

梶原 忠之 様 2015/11/9 21:47
第67回全日本大学バスケットボール選手権大会出場おめでとうございます。
関西大学バスケットボール部　部員全員が100％完全燃焼して、悔いのない試合
をしてください。

河村 敬一郎 様 2015/11/8 11:59 拳法部OBです。今後も躍進するように応援しています。

吉川 和代 様 2015/11/8 8:57 高橋大輔さんのその後が気になっています。

吉川 勲 様 2015/11/8 8:42
今一度、学是である「学の実化」に立ち返り、社会問題の具体的解決策や将来ビ
ジョンを提言できるような研究機関、教育機関になる方針を強化して欲しいもの
です。

山下 宏樹 様 2015/11/7 14:57 全日本大学駅伝で、上位に躍進出来るように応援しています。
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石川 南平 様 2015/11/7 9:41 インカレがんばってください！上海から応援しています！

西野 重明 様 2015/11/6 17:40
全国大会初出場おめでとうございます。新たな歴史の１歩を踏み出し、悲願の１
勝目指してがんばってください!!!

横澤 史人 様 2015/11/6 16:38 バスケ部ＯＢです。インカレでの活躍期待してます。

村岡 治道 様 2015/11/5 13:55
男子部も女子部も強くなっているようで楽しみです。
男子部が東京で暴れてくることを期待しています。　村岡(チビ)

平松 主 様 2015/11/2 1:08
このたびの男子バスケットボール部のインカレ出場、おめでとうございます。今後
のご活躍を楽しみにしております。頑張ってくださいね！

匿名 2015/11/1 20:22 祝バスケットボール部インカレ出場！

西岡 開平 様 2015/10/30 15:06
関西大学バスケットボール部のOBです。2015年度インカレ出場おめでとうござい
ます。
一層の躍進を期待しています。

橋本 三郎 様 2015/10/29 12:57
バスケットボールOBの橋本三郎です。この度のインカレ出場心よりお喜び申し上
げます。インカレでも活躍されることを祈念いたします。ささやかですが、インカレ
出場のカンパをさせていただきます。

仲田 重範 様 2015/10/24 18:05 関西大学のさらなる飛躍を期待しています。

仁科 雄一朗 様 2015/10/24 15:25
関大漕艇部・元体育会本部長です。体育会発展のため寄付致します。頑張って
ください

中畑 宏章 様 2015/10/15 17:18
漕艇部62年卒
漕艇部のますますのご活躍をお祈り申し上げます

朝井 正貴 様 2015/10/15 11:23 近年の女子の活躍には感動しました！男子も頑張れ！

武田 祥子 様 2015/10/15 7:00 部のよき伝統を引き継ぎ､ご活躍ください｡応援しています｡

喜久川 元造 様 2015/10/14 12:23 女子新艇購入募金

豊川 多恵子 様 2015/10/1 20:11
フィギュアスケートの高橋大輔さんをずっと応援しています。大学院を中退された
後も、大学が高橋大輔さんに練習の場を提供されていることを知り、とても感謝
しています。大輔さんは、我が関大の誇りです。

匿名 2015/9/29 22:29
高橋大輔さんのファンです。卒業後も関西大学との良い関係が続いていて感謝
しています。関西大学スケート部が今後も躍進するように応援しています。

新宮 弓子 様 2015/9/29 20:39
OB高橋大輔氏とそのコーチであった長光歌子先生をこれからもずっと応援して
行きたいと考えています。

匿名 2015/9/28 0:43
高橋大輔さんの一ファンです。関大アイスアリーナで練習されている皆様のます
ますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

匿名 2015/9/21 16:07 本学が今後150年、200年と叡智の研鑽を積み重ねる事を祈念しております。

中田谷 博文 様 2015/9/16 16:51
大学院での研究は、実務でも大変役立っています。
教職員の皆様、本当に有り難うございました。

山本 樹也 様 2015/9/4 10:57 全てにおいて立命館大学に負けないで下さい。

原 正彦 様 2015/8/13 9:07 今後もより良い社会のためにご活躍ください。応援しています。

古山 喜章 様 2015/7/20 21:48
大阪の魅力を伝承できる学び舎として、発展継続することを、心より祈念してい
ます。
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匿名 2015/7/5 1:07

起伏に富んだ広大な千里山キャンパスには.要所々に如何にも歴史を感じさせる
楠の大木がありますね。緑風にそよぐその豊かな姿・形はまるで関大の守護神
のような気さえしますよ。雑念を払いインスピレーションを与えてくれる、そのよう
な雰囲気に包まれた母校関大から世界へと人材が育つことを祈念します。

岡田 誠一 様 2015/7/3 10:20 関西大学のますますの発展を祈願しています。

宮元 陸 様 2015/7/2 15:17
少額で済みません。進学を控えた子供が２人居ります。またお世話になりたいで
す。

西岡 開平 様 2015/7/1 9:24
関西大学バスケットボール部のOBです。大学の更なる発展とバスケットボール
部の躍進を期待しています。

櫻井 一則 様 2015/6/30 12:05
埼玉県に在住しておりますが、関西大学のＯＢとして母校があらゆる分野で活躍
している姿を知ることは、大変誇りに思うとともに力強いエネルギーをいただいて
ます。１３０周年記念事業の成功を祈念してます。

匿名 2015/6/30 7:46

後輩である関大一中、関大一高、関西大学の在学生のみなさんが、より豊かで
楽しい学生生活を送られることを願うとともに、母校への感謝の気持ちを込めて
寄付金を送らせていただきます。
それと、関大一高ラグビー部応援してます。ガンバレ！

匿名 2015/6/28 18:01
私の温かい思い出がつまった関西大学。これからのさらなる発展を楽しみにして
おります。

石井 宏司 様 2015/6/27 23:50 創立130周年、おめでとうございます。

匿名 2015/6/20 12:25

創立130周年おめでとうございます。
私は工学部卒生です。数年前に関大ツアーと称し、学友数名でお邪魔しました
時のことで、今は変わってるかもしれませんが
学部名称は変わり今風で良いとは思いましたが、研究室(実験室)は変わらずで
したので、世界に通用する施設をぜひお願い致します。

杉野 利幸 様 2015/6/18 8:51
130周年記念事業を機に貴校がさらなる発展を遂げられることを祈念申し上げま
す。

匿名 2015/6/17 18:56
社会に出てから、大学時代からの関係をありがたく感じる機会が結構あります。
今後もそんな関係が育まれる場所であるよう願っております。

匿名 2015/6/17 17:29
多様性のある学校を目指し、日本のみならず世界に目を向けた大学作りを目指
してください。

匿名 2015/6/16 21:41
この寄付を法学部・法学研究科（ロースクール含む）の振興に活用していただき
たくお願いします。看板学部の再興を心から祈っております。

匿名 2015/6/15 21:07
関西大学工学部ＯＢです。
創立130周年とは嬉しい限りです。
関西大学の更なる発展を楽しみにしています。

村中 徳行 様 2015/6/15 17:30
関西大学からノーベル賞受賞者を輩出して欲しいです。
期待してます！！

楢原 謙作 様 2015/5/31 22:42

創立130周年おめでとうございます。
関西大学のご功績に敬意を表すとともに、
今後のさらなるご繁栄をお祈り申し上げます。 
また、秀麗寮の益々のご隆盛を祈念いたします。
「海と山　住いを得られ　夢の旅」

入江 雅樹 様 2015/5/29 10:40 関西大学の商学部OBです。関西大学が今後も躍進するように応援しています。

匿名 2015/3/20 12:37 関西大学の今後のますますのご発展を祈念しております。代：故人

楢 育浩 様 2015/3/11 22:43 より発展されることを祈念します。

匿名 2015/1/5 11:19 次は全国制覇をお願いします！！！

松川 貴則 様 2014/12/23 20:43
なけなしの小遣い銭をはたいただけのごくごく少額ですが・・・次回は奮発できる
よう努めたいと思います！130周年を華々しく迎えることができるよう願っていま
す。
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本庄 信博 様 2014/12/23 15:35
今後益々進むグローバル化に対応できる、国際性豊かな大学を目指して下さ
い。

匿名 2014/12/4 22:10
卒業後もご縁あって母校へ週に一度、伺っております。母校の更なる発展をお祈
りいたします。

中村 聰一郎 様 2014/12/2 12:59

現在、卒業時に次いで２回目の校友会の代議員を拝命しております。母校の為
に微力ですが、頑張りたいと想っています。小生は、二部体育会第１８代の本部
長をしている時に、千里で万博があり、体育会幹部５０名で、「太陽の塔」の下で
記念撮影をした事が想い出に残っています。二部体育会が無くなったのは非常
に残念です･･･。

匿名 2014/11/24 10:42 関西大学の野球部OBです。頑張ってください。

渡部 修 様 2014/11/17 22:41 関西大学野球部の今後ますますのご活躍を祈念しております。

井谷 章 様 2014/11/17 11:29
関西大学体育会野球部OBです。42年ぶりの神宮大会出場おめでとうございま
す。初戦敗退は非常に残念ですが､今後の更なるご発展を祈念申し上げます。

鈴木 那和 様 2014/11/17 0:07
応援団OBです。私が4年生の時に不祥事でリーグ戦出場辞退という悔しい思い
をしその後が心配でしたが、神宮という素晴らしい舞台に立つということに感動と
感謝です。

匿名 2014/11/16 15:45 関大野球部のますますの躍進を応援しています。

匿名 2014/11/15 22:57 大会にて，存分に力を発揮されるよう応援しております。

中嶋 要 様 2014/11/15 20:08 神宮と　東都の空を　天翔けよ　早瀬関大　紫紺の征旗

末川 裕嗣 様 2014/11/15 15:27 関西大学野球部のご活躍を祈念しております。

吉田 由美 様 2014/11/15 14:39 目指せ日本一！

石田 成年 様 2014/11/15 11:52
あと一歩、明治神宮大会に届かなかった昭和56年秋のプレーオフから33年。当
時エースだった早瀬さんが監督として神宮球場に立たれることに感動していま
す。

藤井 康司 様 2014/11/15 11:40 関西大学野球部OBです。神宮おめでとうございます&#8252;

匿名 2014/11/14 22:43 野球部OBですが、神宮での活躍を期待しております。頑張って下さい。

早瀬 久善 様 2014/11/14 17:10
関西大学野球部のＯＢです。関西大学野球部が今後もますます躍進するよう応
援しております。

木谷 晃之 様 2014/11/14 16:55
野球部ＯＢです。今後のますますの活躍を期待しております。
又、コイズミ照明に在籍しており、今後も学内での照明器具はコイズミ照明の採
用をお願い致します。

島貫 るり子 様 2014/11/14 13:37 優勝を目指してがんばってください。応援に行きます！

真部 和義 様 2014/11/14 13:27

関西大学在籍時は野球部とは関係ありませんでしたが、縁あって、現在は、久
留米大学硬式野球部長・九州六大学野球連盟理事長を拝命しています。
母校野球部の結果は、いつも速報メールで確認しながら、応援しています。
今回、九州の代表は、福岡六大学野球連盟所属の九州産業大学ですが、やは
り母校の優勝を期待しています。
頑張って下さい！

鎌田 正彦 様 2014/11/13 12:11 期待してます。がんばってください。

岩崎 隆 様 2014/11/13 0:38
関西大学応援団ＯＢです。野球部の明治神宮大会出場の寄付をさせて頂きま
す。

藪田 和広 様 2014/11/12 13:55
神宮の初戦も応援に行きます。卒業生かつ大学関係者として、こんなに嬉しいこ
とはありません。

匿名 2014/11/12 11:12
野球部が活躍してくれると大学がさらに活性化します！
上位目指して頑張ってください！

北谷 真理 様 2014/11/12 10:13 おめでとうございます。
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匿名 2014/11/11 21:57 祈念全国制覇

中野 博 様 2014/11/10 22:19 早瀬監督と同期の野球部OBです。

山田 拓幸 様 2014/11/10 16:22 関大生として、力を尽くし健闘されることをお祈りします。

岩坂 純一郎 様 2014/11/9 17:07 大活躍された山口高志氏以来の全国制覇を願っています。

尾崎 泰輔 様 2014/11/9 6:21
花の都・神宮球場で、伝統ある関西大学体育会野球部の誇りと名誉をしっかりと
表現して来て下さい。

山田 康司 様 2014/11/8 23:35
関西大学野球部OB：昭和５６年入学の者です。母校野球部の活躍を応援してお
ります。

田中 成典 様 2014/11/7 18:07
明治神宮球場で大暴れしてください．
期待しております．
私たちも10番目のレギュラーとしてスタンドからしっかり応援します．

山内 才英 様 2014/11/7 13:24
関西大学のOBです。関東在住なので神宮まで応援に行きます。頑張って下さ
い。

山口 靖人 様 2014/11/7 11:44
42年ぶりの出場おめでとうございます。今年のチームは、江原主将を中心とした
最高・最強のチームです。全国の舞台で関大旋風を巻き起こし、古豪復活を期
待しています。

匿名 2014/11/6 20:57
明治神宮野球大会出場おめでとうございます。夢を実現していただいて心から
感謝いたします。

西野 重明 様 2014/11/5 10:54
ひさしぶりのリーグ優勝！！、ひさしぶりの神宮！！･･･、
聖地（神宮）で夢（優勝）が現実になることを祈念いたしております。

匿名 2014/11/4 17:07

関西大学体育会野球部のOBです。
私たちOBが目指して果たせなかった神宮の夢を叶えてくれて本当に嬉しい限り
です。
OBとして大して支援も出来ませんが、影ながら皆様のご活躍を期待しておりま
す。

匿名 2014/10/18 12:02
苦しい練習を乗り越えてきたまだまだ若いチーム。失敗を恐れず襷の力を信じて
積極的なレースを期待します。

匿名 2014/10/8 14:40 貴大学の今後の益々のご発展を祈念いたします。

西野 重明 様 2014/10/1 18:23
関西大学130周年事務局の西野です。杜の都（仙台）駅伝での“激走”を期待して
います。

匿名 2014/9/14 15:54
初等部の在校生の保護者です。教育環境のよりよい向上、また関西大学のさら
なる発展を期待しております

天井 作次 様 2014/9/11 14:28 関大卒を誇りにしております。

鈴木 亮太郎 様 2014/9/10 21:40 輝け我が母校

宝酒造株式会社
西日本支社有志
一同

様 2014/8/28 15:50 宝酒造株式会社　西日本支社の有志一同です。本学の発展を祈念いたします。

藤 俊弘 様 2014/8/18 2:48
校友会地域支部の一員として、生駒の地から山を越えて母校の更なる発展を応
援します。

匿名 2014/8/13 10:00 応援団ＯＢです。体育会系のご活躍を祈念します。

匿名 2014/8/13 9:51 体育会の活躍を祈念します。

匿名 2014/8/7 13:52 事業の成功と募金目標の達成をお祈りします。
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細川 信哉 様 2014/7/2 20:32 千里の丘がますます発展することをお祈りします。

豊川 多恵子 様 2014/6/25 21:20

今年は、１月のソチオリンピックに出場するお二人の選手への壮行会、２月に
は、深夜の応援、４月には応援感謝会、また衣装の展示など、数々のイベント開
催ほんとうにありがとうございます。
いつでも、親切で温かい対応をしていただき、関係職員の皆様にも心から感謝し
ております。
これからも関大の誇り、唯一無二の存在である「高橋大輔選手」のサポートをよ
ろしくお願い申し上げます。しばらくの間、休養していただき、またどんな舞台で
あれ、すばらしい演技を見せていただける日を、心待ちにしております。高橋選
手を超えるのは、高橋選手しか、いないと信じています。
わずかな金額しかお届けできませんが、高橋選手が気持ちよく練習できますよう
に。職員やコーチの皆様も、どうぞお元気で。

近藤 康之 様 2014/6/23 22:22

　卒業生として，学生，教職員，OB,及び関係者の皆さんのご活躍と，関西大学
の益益のご発展を心よりお祈りいたします。
　特に，アメリカンフットボール部関西大学カイザースの躍進を願い，応援してい
ます。
　彼らの頑張りには，いつも元気をもらいます。われわれ卒業生を，また甲子園
に連れて行ってください。
　選手，板井監督，コーチ，スタッフの皆さん頑張れ！

高谷 郷 様 2014/6/23 19:06 関西大学の益々の発展をお祈りしております。

種子 正寛 様 2014/6/15 2:30
スケートなどの活躍で関西大学の名前を聞く機会があり、そのたびにうれしく思
います。良い意味でどんどん目にする機会が増えるよう祈っています。

新宮 弓子 様 2014/5/14 21:30 益々のご活躍を期待、応援いたします。

齋藤 ひとみ 様 2014/4/24 13:04
アイススケート部の高橋大輔選手を応援しています。これからも微力ながらカイ
ザースの応援をさせて頂きたいと思います。

平井 尊雄 様 2014/4/20 22:29

総合情報学部１期生の平井尊雄です。現在は途上国支援事業に取り組んでおり
ます。ワールドギフト（国際社会支援推進会）http://world--gift.com/
社会貢献を形にできる強い意思を持った卒業生が大勢育つ事を期待していま
す。

友成 淳久 様 2014/4/20 10:48 自動車部ＯＢです。少しでもお役に立てれば幸甚です。

齋藤 ひとみ 様 2014/4/11 14:04

アイススケート部の高橋大輔選手をバンクーバーオリンピックシーズンからずっ
と応援しています。ソチオリンピック壮行会に参加させて頂いて感動しました。関
西大学カイザーストップスケーター応援感謝会にもぜひ参加させていただきたい
のですが。宜しくお願いします。

新宮 弓子 様 2014/4/7 22:09 関西大学アイススケート部の更なる活躍に期待しています。

石川 美有紀 様 2014/4/1 14:08
町田樹選手へ。ソチ5位、世界選手権2位入賞おめでとうございます。
今季スケートアメリカからファンになりました。
これからも応援していきます。怪我に気をつけて頑張って下さい。

前原 明子 様 2014/3/31 21:50
ソチオリンピック・世界選手権を観て、町田選手のファンになりました。スポン
サー等無く頑張っておられると聞き、少しでも力に
なれれば嬉しいです。

十川 賀菜子 様 2014/3/31 20:53
選手の皆様の姿に感動致しました。
同じ日本人として誇りに思います。

鈴木 理代一 様 2014/3/28 23:09 フィギュアスケート町田樹選手現役続行頑張ってください。

山中 由美子 様 2014/3/22 3:08
高橋大輔選手がこれからもフィギュアスケートに関わっていけるよう応援いたしま
す。また、高橋選手に続く、町田選手にも末永くフィギュアスケートに関わる人生
を送ってほしく応援いたします。
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針谷 修子 様 2014/3/14 21:00

ソチでの高橋、町田両選手の演技には感動しました。
殊に高橋選手のFPには涙が出ました。彼を長くサポートして下さっている貴大学
には感謝のかぎりです。おかげですばらしいスケートを楽しませて頂いていま
す。
両選手の今後のご活躍を、心より祈っています。

小林 慶子 様 2014/3/13 16:41

関西大学とは無関係の主婦です。町田選手のファンで、ささやかながら町田選
手と高橋選手の活動の支援をさせて頂ける場を提供して頂き感謝致します。オリ
ンピックでは感動をありがとうございました。次に迫る町田選手の世界選手権を
応援しています。今後もお２人のスケート人生が有意義であるようお祈り申し上
げます。

遠藤 さやか 様 2014/3/10 13:09

ソチオリンピック、本当に感動させていただきました。
また楽しませていただき、ありがとうございました。
町田選手は世界選手権、思いっきり飛翔してください。
高橋選手はどうぞ怪我の治療に専念されてください。
しっかりと治して、また氷上で踊る姿を観れる日を楽しみにしております。

阪下 希美 様 2014/3/9 22:39

町田選手、誕生日おめでとうございます！そして、この寄付を以て逆ホワイト
デーにかえさせていただきます。
世界選手権という初舞台での公演、最高の演技ができますよう、祈っています。
今後も怪我等なくますますご活躍されることを楽しみにしています。

平田 牧子 様 2014/3/7 12:47
高橋選手、町田選手の活躍を拝見し、微力ながら寄付させていただきたいと思
いました。オリンピックは終わりましたが、今月末の世界選手権、来季と続くご活
動の一助になればと思います。特にまっちー素敵でした。

中原 住雄 様 2014/2/28 12:03
日本を代表する選手として立派に役目を果たせました。ご苦労様と言わせて頂
きます。

瀧口 珠美 様 2014/2/27 14:05
高橋大輔選手のソチオリンピックの演技に感動しました。トリノオリンピックから
ずっと応援してきましたが今季のプログロムはＳＰもフリーも素晴らしかった！
大ちゃんのスケートが大好きです。

徳田 有紀 様 2014/2/25 17:41

スケートアメリカで町田選手の演技に魅了されました。世界選手権もがんばって
ください！これからの活躍、本当に期待しています。画面の向こうから応援しま
すね。
（私以外にもたくさんのファンが町田選手のこと応援してますよ！）

中村 和寛 様 2014/2/16 12:42
高橋くん、町田くん、いつも感動する演技を見せてくれて本当にありがとう。言葉
で言い表せないくらい励まされ、元気を貰っています。これからも、体に気を付け
て、良い演技を見せて下さい。期待してます！

加藤 美希 様 2014/2/15 15:09
高橋選手、町田選手、素晴らしい演技に感動しました。今後の益々のご活躍を
期待しております。

高田 ゆかり 様 2014/2/15 14:51 応援しています

星野 仁美 様 2014/2/12 22:36
関西大学文学部のＯＧです。母校から2人もソチオリンピックに参加できることを
とても誇りに思います。これからの?煖ｴ選手・町田選手に続いて、たくさんの選手
が活躍する事を期待しています。

川端 慶子 様 2014/2/9 15:13
高橋選手を応援しています。ソチでは貴方の最高の演技ができることを毎日祈っ
ています。素晴らしい演技を世界中の人に見せつけてください。

荒木 貴美子 様 2014/2/9 13:35
がんばれ！高橋選手いつも応援しています。一生懸命しても悔いは残るもので
す。自分が納得のいく試合をしてください。高橋選手らしい演技がみたいです。

茂筑 明子 様 2014/2/8 17:05 最高の演技を！！　心から祈っております。

大橋 宏子 様 2014/2/8 14:18
高橋大輔選手にいつも元気をいただき、感謝しています。ソチ五輪でのご活躍を
心よりお祈りしながら、応援させていただきます。最高の大輔スマイル見せてくだ
さいね。

森川 正 様 2014/2/6 3:10 高橋君・町田君平常心でメダルに向かってGo
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木暮 春子 様 2014/2/4 13:39
大学出身者ではありません。高橋大輔選手と町田樹選手を応援しております。
些少で申し訳ありませんが、なにかの足しにして頂きたく思います。二人のご活
躍をご祈念致します。

中嶋 要 様 2014/2/1 19:37
関大と　日本のエール　背に受けて　

　　　　　　　　　　　ソチで輝け　ダイスケタツキ

北田 佳代 様 2014/1/31 12:22
町田　樹　選手へ　火の鳥がソチで飛翔するのを願ってます。

高橋　大輔　選手へ　素敵な演技を楽しみにしています。

松岡 克己 様 2014/1/30 17:21
高橋大輔さん、町田樹さん、北陽のスケート部員の想いも一緒に背負って力を
出し切り、思う存分暴れまわってください！

北川 かすみ 様 2014/1/28 12:22 金メダルを目指して頑張れ！

村上 智一 様 2014/1/28 10:35 ソチオリンピックでの高橋選手及び町田選手のご活躍を祈念いたします。

岩崎 隆 様 2014/1/25 16:17 関西大学応援団OBです。ソチオリンピックでのご活躍をお祈りしています。

西川 佳ズ子 様 2014/1/29 15:09
ソチの地は、昨季GPファイナルで優勝したラッキーな土地。
京都からソチへ向けて知人たちとポジティブパワーを送ります！
ガンバレー高橋選手！

山木戸 慶子 様 2014/1/26 17:01

高橋大輔さん    
ソチオリンピック出場    おめでとうございます。
何時も  心に残り感動する   スケーティング   ありがとうございます。
こころより   応援させていただきます。

北谷 真理 様 2014/1/22 12:45 高橋大輔さん、町田樹さんのご健闘をお祈り申し上げます。

佐々木 香里 様 2014/1/22 9:24
ソチオリンピックにおいてフィギアスケートの表彰台を日本人でうめてくれて、さら
に関大生でとなることを強く祈念しています。

佐藤 敦子 様 2014/1/20 20:45 ソチオリンピックでの高橋大輔選手、町田樹選手のご活躍を願っています！

坂田 裕子 様 2014/1/19 14:29
ささやかながら高橋選手、町田選手の応援をさせて頂きたく部外者ながら申込
み致しました。両選手のご活躍をお祈り申し上げます。

石川 正司 様 2014/1/19 10:57 世界一は掌中にあります。応援しています、がんばれ！

前田 美保 様 2014/1/18 23:29
高橋大輔選手の大ファンです。ぜひソチで人生最高の演技をして金メダルを取っ
てほしいです。高橋選手の演技でいつも幸せを貰ってます。オリンピックで世界
中の人を幸せにして下さい。自分を信じて！

小林 紀子 様 2014/1/18 21:42 ソチオリンピックでの活躍を応援しています。

野村 眞里子 様 2014/1/18 21:31 ソチでの高橋選手と町田選手の活躍をお祈りいたします。

村山 栄子 様 2014/1/18 20:50
高橋大輔選手を応援しています。少額で申し訳ありませんがお役にたてればと
思います。膝の怪我を完治してる頃でしょうか？ソチ五輪、世界選手権では燃え
る高橋大輔を見せてほしいです。なによりも輝く大ちゃんの笑顔が見たいです。

池端 純子 様 2014/1/18 18:50
関西大学卒業生です。
高橋選手、町田選手、いつも応援しています！
ソチオリンピック楽しみにしています！

鶴田 廣巳 様 2014/1/18 16:13 高橋大輔、町田樹両選手のソチオリンピックでのメダル獲得を期待しています。

三嶋 敦子 様 2014/1/20 20:06
昔からずっと高橋大輔選手と町田樹選手を応援しています。
ソチ五輪では最高のコンディションで実力を全て出し切れることを祈っています。
ふたりとも頑張れ！！
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渡邊 香代 様 2014/1/25 15:01
高橋大輔選手、ソチでは金メダル獲得できますように応援しております。頑張っ
てください。

河合 亜希子 様 2014/1/18 9:58 高橋大輔選手を応援しています！

豊川 多恵子 様 2014/1/18 8:49

　高橋大輔選手を心から応援しています。先日の壮行会にも参加させていただ
きました。とても明るく、穏やかで選手のコンディションに配慮された、温かい壮行
会でした。参加された方からも好評でした。卒業生として誇りに思います。

　立派に発展していく母校で、稀有な才能と真摯で正直な性格の
高橋選手が活躍されていること、本当にうれしく思います。
これからも、大学の総力を挙げて、高橋選手を応援、支援してくださるようお願い
いたします。
　ソチでは、きっと素晴らしい演技をして、世界中の人に彼の魅力、スケートの魅
力が伝わることでしょう。

選手引退後も、関大との関係は絶えることのないよう、そしてますます、その唯
一無二の才能を伸ばして活躍されることを祈っています。

西野 重明 様 2014/1/17 11:05
高橋クン、町田クンに　～全力で悔いの無いよう怪我の無いよう健闘祈りま
す！！！～

高谷 郷 様 2014/1/16 19:03
北陽中学校のフィギュアスケートが好きな教員です。ソチでの高橋選手・町田選
手の活躍を期待しています！ガンバレ！

横関 真樹 様 2014/1/16 18:03

高橋選手、町田選手のソチオリンピックでの活躍を期待しています。

大学の壮行会にも参加させていただきました。
一般人が行って良いものか悩みましたが、とても暖かい雰囲気の素敵な壮行会
の会場に入れただけでも嬉しかったです。

高橋選手の最高の演技がオリンピックで観られることを、
心から祈っています。

河野 智美 様 2014/1/16 8:26
関西大学の職員です。高橋大輔・町田樹両選手のソチでの活躍を、千里山より
祈っております。

雑古 哲夫 様 2014/1/15 14:07 雑古です。精神的な緊張を抑制し、好成績を挙げてください。

木村 正之 様 2013/5/25 10:12
第一高等学校吹奏楽部ＯＢです。他校にはない豪快な関大サウンドを目標にし
て活躍されることを熱望しています。

坂井 直人 様 2013/4/3 10:22 関西大学の益々の発展をお祈り申し上げます。

木村 倫子 様 2013/3/29 12:17

関西大学のＯＧです。大学を卒業して１０年がたちました。
微力ですが第一高等学校・中学校創立１００周年記念事業募金にお力添えをさ
せていただきます。
創立１００周年おめでとうございます。今後の一層のご発展をお祈りいたします。
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