資料③

五 代 友 厚 記 念 事 業 に つ い て (案 )

2018.4.24

① 「五代友厚伝」 (仮 称 )出 版事業
執筆者 :八 木孝 昌氏

(経 昭 41)一 般財団法人大阪教育文化振興団理事

ノヽ本氏 とは執筆 にかかわる契約 を締 結す る
着手金 :30万 円

(月

額執筆料 の 2ケ 月相 当)、 執筆料 :月 額 15万 円 (2018.4〜

2021.3 3年 間)別 に資料代 20万 円、調査費 (出 張旅 費等)30万 円
4月 末迄に、着手金 30万 円、執筆料 15万 円 (4月 分)、 資料代 10万 円を支払 う。
出版 は、3年 以内 とす る。 一般書物 として出版す るので 、出版社 を選定 してい く。
原則 、月 1回 は、 レポー トを提 出.HP、 会報等 で、五代友厚 PRす る。
原則 、年 2回 は、報告会 にて 、執筆状況 を報告 して もらう。
著作権・ 出版権 は、同窓会に帰属。 1000部

(@3000円 程度 )を 同窓会が買い取

る。蒐集 した五代友厚資料 は、出版後 に、同窓会 に無償寄贈 して もらう。
出版事業に要す る費用予 算 は、 1000万 円
②国際 ビジネ ス演習 (五 代友厚
ゼ ミ形式

20名

水曜 日

寄附講座 )

5限 目

※ 10年 継続

(16:30〜

18:00)

4/11〜 7/18 15回

第 1回

国際的な ビジネ スマ ナー 第 2回

第 3回

グ ローバル人材 に求 め られ るもの 第 4・ 5回 グ ローバル ビジネ ス とは

第 6‑11回
第

12・

13国

第 14回

1ヒ

国際 ビジネ スの潮流

米・香港・ タイ にお ける企業経営 の特徴

会計実務 の国際比較

ヨー ロ ッパ における企業経営 の特徴

第 15回

全体 のま とめ

本講座 は、5年 以上継続す る。
金、運 営費等)5年 間で 250万 円。
費用 は、年 50万 円 (講 師税ナ
なお、4月 3日 、大学に 50万 円を寄附納入済み。
③海外イ ンター ンシ ップ

※ 1年 目 試用

10年 継続

2018年 、試験的 に夏休 み期間に、本講義受講者 よ り若千名 を香港 、タイ に派遣す る。
2019年 以降は、、本講義受講者 より 6名 程度 を、ア ジア地区を中心に派遣す る。
2013年 は試験 なので、費用は 70万 円、2019年 以降は、年額 120万 円、

5年 間で 550万 円を見込む。
④ 五 代友厚伝出版等基金

(仮 称 )の 寄附金募集

2018年 7月 よ り、五代友厚伝 出版基金 寄附金を募集す る。
全学同窓会報 7月 号 にて、寄附金募集案 内・振込用紙 を同封。
募集期 間は 1年 FHl、 目標額 は 2,000万 円

(内 訳 :出 版事業

1,000万 円、国際 ビジネ ス演

習・ 海外イ ンターン 1,000万 円)
⑤五 代友厚 コー ナー (学 情 1階 大学史料室 コーナ ーー角 )
学術総合 センター 1階 にある大学史料室 コーナーの一 角に、「五代友厚 コーナーJを 設
置す る。設置期 間は、平成 30年 5月 よ り、暫 定的に 3年 間 とす る。

以 上

