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2015年11月22日 日本福祉大学同窓会設立60周年記念大同窓会
（東海キャンパス）

60年の歩みを受け継ぎ、同窓の絆を強め、
夢・知恵・元気を育むヒューマン・ネットワークを広げましょう。
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日本福祉大学 同窓会設立60周年記念大同窓会
同窓の“つながり”を広げ強め、更なる夢・知恵・元気を育む
ヒューマン・ネットワーク同窓会in東海キャンパス

2015年11月22日
（日）
に開催した設立60周年記念大同窓会は、
大学が新たに開設した東海キャンパスおよび太田川駅前の東海市芸術劇場・ユウナル東海
を会場に、
北は北海道から南は沖縄までの全国45都道府県から1,500名を超える同窓生が集いました。
大同窓会は2003年10月19日
（日）
に開催した学園創立50周年記念大同窓会以来で、実に12年ぶりの開催です。久しぶりとあって、同期同窓会・ゼミ同
窓会・サークル同窓会など46の同窓会が各々に特色ある企画を計画し参加しました。前日に名古屋市内のホテルや知多半島の旅館に集まり、
何十年ぶりか
の再会に時間を気にすることなく語り合い、
翌日の大同窓会に合流した同窓会も多数ありました。
一方、
東海キャンパスで独自企画を行い、
その後太田川駅周辺
あるいは名古屋市内へ移動して交流を深めた同窓会もありました。
地元である東海地域の地域同窓会は、
模擬店などで全国の同窓生を迎えました。
大部分の同窓会は午後から、一部は午前中からそれぞれ企画を実施し、16時30分からの祝賀懇親会に合流しました。祝賀懇親会では、
日本福祉大学・
日本福祉大学女子短大応援団同窓会「紫紺会」の演舞に卒業後？十年経っても変わらない体力・パワーに感嘆し、学生のよさこい鳴子踊りサークル「夢
人党」のパワーと躍動感あふれる演舞に、
年配者から若い同窓生まで一様に元気をもらいました。懇親会のフィナーレは歌声サークル
『馬酔木』
の卒業生仲
間で活動しているフォークグループ「みなみ風」の登場です。思い出のキャンパスソングコーラスに、参加者は肩を組み、
あるいはサークルをつくって合唱し、
意識は学生時代にタイムスリップ。
いつまでも名残が尽きないですが閉会の時間を迎え、
再会できる日を楽しみに各々散会しました。

写 真 で 見 る「 大 同 窓 会 の 1 日 」
来場者を待つ会場

全国からの参加者をお迎えする地域同窓会模擬店など

（知多地域同窓会）
▲ カフェ

▲ 懇談会場

▲ オリジナルグッズ販売

▲ お土産販売

▲ 60年の歩み展
▲ 受付

▲ 次郎柿詰放題(東三河地域同
窓会）

▲ スタンプラリー
景品無料贈呈

▲ 歴史パネル展示

▲ 総合案内

▲ 福せんべい（大学オリジナル）販売

▲ 記念寄せ書き

（名古屋地域同窓会）
▲ クラフト作り

参加同窓会・企画一覧
同 窓 会 名
拡大近藤直子同窓会
1979年度Ⅰ部近藤直子ゼミ
近藤直子ゼミ第1期生
亀谷ゼミTFCオール
笛木ゼミ80年卒同窓会
宮田ゼミ拡大同窓会
宮田ゼミナール（農村問題ゼミ）
小木ゼミOG・OB会
大泉ゼミ縦割同窓会
1981年短大卒大泉ゼミ
野口定久ゼミ生大同窓会(大学・大学院合同）
昭和49年金田ゼミ紫陽花の会
児玉善郎ゼミ同窓会
訓覇スウェーデンセミナー同窓会
小泉純一先生を囲む会
36の会（昭和36年度入学39年度卒業生の会）
昭和37年度卒業社会福祉学部Ⅰ部
日本福祉大学D166同期会
昭和42年度卒業社会福祉学部Ⅰ部同期会

企

画

名

近直ゼミの部屋
（最終講義&たてわり同窓会）
亀谷ゼミTFC同窓会
笛木ゼミ80卒交流会
宮田ゼミ拡大同窓会
第14回 小木ゼミOG・OB会
大泉ゼミ縦割り同窓会
野口定久先生退任記念祝賀会
福祉大60周年記念金田ゼミ会
児玉善郎ゼミ同窓会
訓覇スウェーデンセミナー同窓会「スウェーデンセミナー研修と私」
小泉純一先生を囲む会
36の会（同期会）
昭和37年度卒業社会福祉学部Ⅰ部
D166同期会
昭和42年度卒業社福Ⅰ部同期会

同 窓 会 名
昭和43年度（44年）卒業社会福祉学部Ⅰ部同期会
昭和50年卒業Ⅱ部積ゼミ
ナイト’70の会（1970年社会福祉学部Ⅱ部卒同窓会）
みちくさの会（社会人入試による日本福祉大学卒業生及び在校生）
195F同窓会
児童文化部赤とんぼ´87同窓会
オニヤンマの会（1963年～73年卒社福Ⅰ部・短大卒業「児童文化部」OB会
日本福祉大学児童文化部同窓会「BBSあかとんぼの会」
ヤジエセツルメント76年入学世代同窓会
ヤジエセツルメントOS（ 45-50）
井戸田セツルメント 2012
半田キャンパスボランティア会
レクリエーションクラブ ふくろう会
日本福祉大学サイクリングOB会
半田バレーボールサークル同窓会
日本福祉大学・日本福祉大学女子短期大学応援団 紫紺会
障害学生支援センターともの会
静岡県地域同窓会
名古屋地域同窓会

さまざまな独自企画（同期・ゼミ・サークル等同窓会）

祝賀懇親会

▲ ゼミ同窓会

▲ セツラー交流会

「みなみ風」
▲ フォークグループ

▲ フィナーレ

▲ ゼミ同窓会

▲ フォークグループ「み
なみ風」

▲ セミナー同窓会

▲ ゼミ同窓会記念撮影

▲ ゼミ同窓会

▲ 懐かしのフォークを合唱

▲ 応援団演舞

▲ 学園同窓会連絡協議会発足

▲ 懐かしいサークルの歴史を見る

▲ ゼミ同窓会

場
▲ 応援団旗入

▲ 歌声の部屋

▲ 経済セミナー(経
済学部同窓会）

▲ 記念のワンショット

▲ 乾杯

▲ 同期会

▲ 研究プロジェクト

▲ 寄付金贈呈

▲ 研究会

▲ 団旗
▲ 祝賀懇親会全景

▲ 寄付金贈呈

▲ 独自企画

▲ 独自企画

▲ 応援団演舞

▲ 夢人党

▲ 独自企画

▲ 独自企画

▲ 夢人党

▲ 夢人党

▲ 夢人党

会場内スナップ

▲ 先生を囲んで

▲ 懐かしの記録を見る
企
画
昭和44年卒社福Ⅰ部同期会
昭和50年卒業Ⅱ部積ゼミ
ナイト’70の会拡大幹事会
みちくさの会
195F同窓会～出会いから20年～

▲ ラウンジで一服

▲ 開会を待つ懇親会場
名

オール児童文化部同窓会
ヤジエセツルメント交流会・出会いの広場
現役セツラーとOSの交流会
井戸田セツルメント2012
ボラ会
レク部 ふくろう会
サイクリング同窓会
半田バレーボールサークル同窓会
懇親会演舞
障害学生支援センターともの会
バス旅行と大同窓会参加
クラフト・八事の蝶づくり

▲ 受付へむかう参加者

▲ 先輩として学生に語る

知多地域同窓会
豊田岡崎地域同窓会
東三河地域同窓会
北尾張地域同総会

同

窓

会

名

西尾張地域同窓会
経済学部同窓会
日本福祉大学高浜専門学校同窓会
日本福祉大学中央福祉専門学校同窓会
学園・大学企画

▲ 舞台前の記念撮影

▲ ラウンジでの歓談
企
画
名
カフェ・知多土産販売・ゲームコーナー
豊田岡崎地域同窓会総会
物産展 ( 次郎柿詰め放題 )
北尾張地域同窓会 座談会
スタンプラリー
西尾張地域同窓会交流会
経済セミナー「東海キャンパス 経済学部の現状とこれから」
回想高浜 ～あの人は今～
交流会
退職教職員と学園・大学との懇談会

本部企画
◆ 歌声の部屋（学生時代にかえって）
「日本福祉大学・同窓会 60 年の歩み」展
研究教育ネットワーク・シンポジウム「日本の社会福祉教育に反映される社会福祉の専門性 日本福祉大学に焦点をあてて」
◆ 女性交流の集い・短大卒業生のつどい
◆ 経営者懇話会
◆ 公務員卒業生のつどい
◆ 金融マン大集合
◆ 通信教育部卒業生のつどい
◆ グッズ販売・お土産コーナー
（記念のグッズをゲットしましょう）
◆ 寄付金募集・会費受付
◆ 恩師との交流コーナー
◆ 同窓会相談なんでもコーナー

◆

◆

日本福祉大学学園発展計画

学園・大学
「第2 期中期計画」の
特 徴について
学校法人 日本福祉大学
理事長

丸山

悟

昨年（2015 年）3 月に「第 2 期学園・大学中期計画」 提起を行っています。それが「教育の質的転換に向けた
質保証と改革」です。2 つ目は「地域発展・地方創生への
（以下、「第 2 期中期計画」と略す）の大綱・基本構想を
貢献」、3 つ目は「スポーツ振興・強化」、4 つ目は「教育・
決定して約 1 年が経ちました。学内における慎重審議の
研究のグローバル化の推進」、最後の 5 つ目は「同窓会・
結果、本年 2 月 29 日の理事会・評議員会において「第 2
後援会・産業界・他大学等との連携強化」です。紙数の
期中期計画」を決定する運びとなりました。以下にその
関係で、「横軸」の 5 つの重点戦略の内容を詳しく論じる
特徴をご説明します。
ことはできませんが、これらはすべて文科省の「私立大
「第 2 期中期計画」には 3 つの柱があります。Ⅰ「教育
の質的転換とその実質化」（以下、「教育の質転換」）、 学等改革総合支援事業」のタイプ 1 から 4 の獲得・実行
に対応し、学園・大学全体のブランド力に直結する、ハイ・
Ⅱ「財政基盤の確立」
、Ⅲ「中期計画を着実に遂行するた
）
めの組織ガバナンス強化」
（以下、
「組織ガバナンス強化」） インパクト・プラクティス（「高度に刺激的な教育実践」
に関わる計画を示している点が特徴です。
の 3 つです。この柱を、
「第 2 期中期計画」では、「基本
「縦軸」は、新設の「スポーツ科学部」（2017 年度開設
戦略」と呼んでいます。
基本戦略には序列性があり、最重要戦略となるのは、 予定）を含む学部・学科の改組・再編と、大学院やリカレ
ント教育事業に関する改革の方向についての提起です。
Ⅰの「教育の質転換」です。端的に言って、
「教育の質転
換」の成否が、Ⅱの「財政基盤の確立」に大きく影響し、 全体的な特徴は、地域発展・地域創生に貢献できる「専
門職」
、地域の中核的な専門人材／高度専門人材の養成
Ⅲの「組織ガバナンス」の在り方をも規定する、という
にシフトして教育改革を進めるという点を明らかにした
構造になっています。
ことです。そして、2017 年度までを第 1 フェーズ、2018
基本戦略Ⅰ（教育の質転換）には「横軸」と「縦軸」があ
年度から 2020 年度までを第 2 フェーズとしていますが、
ります。
第 1 フェーズ中の 2017 年度に行う事業として、スポーツ
「横軸」には、学園・大学全体を横断して共通に取組む
科学部（入学定員 180 名）の新設と社会福祉学部の改革を
べき「重点戦略」が示されています。学園・大学全体と
提起しています。ここでは、大学と学部創設 60 周年の
して優先的に取組むべき課題、学部等の個別・具体的な
年に行う社会福祉学部の改革についてご紹介します。
改革を進める上でも意識して組み込まなければならない
社会福祉学部の改革は 5 点セットです。① 490 名から
戦略的な重点事業を示したものが、
「横軸」です。その「横
400 名への入学定員の削減、②「専修」単位で募集定員を
軸」に示す「重点戦略」は次の 5 つです。
設け入試を行う「4 専修制」
（
「行政」
、
「子ども」
、
「医療」
、
第 1 は、高校と大学、あるいは専門学校から大学への
接続に関わる教育連携の推進と入試制度の改革。そして、 「人間福祉」の 4 専修）への移行とエンロールメント・マネ
ジメントを踏まえたカリキュラム改革、③スカラシップ
本学を志望し入学してから卒業するまでの学びを一貫し
入試の導入、④資格や国家試験、公務員試験合格をサポー
てサポートする総合的な学生支援策＝「エンロールメン
トする体制の整備、⑤市民研究員の配置を含む、美浜キャ
ト・マネジメント」の強化及び、その方策の実行状況を
ンパスにおける実践研究センターの整備・拡充です。
点検・評価し具体的な改善方向を定める内部質保証シス
アクティブラーニングやサービスラーニング、
PBL（問
テムの確立に関する提起です。また、この縦型・接続型
題解決型学習）といった今注目の（文科省推奨の）教育方
の教育の在り方に加えて、横につながる全学共通教養
法は、本来ソーシャルワークの方法論において「お手の
教育や多（他）職種連携教育の推進についても具体的な

日本福祉大学学園創立60周年記念事業

物」となっているものです。ICT の活用を含め、このソー
シャルワークに不可欠な実践的な教育方法に磨きをかけ、
層の厚い教員スタッフの協働により研究レベルをさらに
引き上げ、高大接続と入学時からのエンロールメント・
マネジメントを踏まえて、高い質の教育を遂行していく
ことが、厳しい競争環境の中での本学社会福祉学部の優位
性を確保する、最大の近道であると確信しています。
基本戦略Ⅱの「財政基盤の確立」に示す、経営規模の

拡大と財政の健全化（収支改善）の両面追求や、基本戦略
Ⅲの「組織ガバナンス強化」に示す「民主的かつスピード
感ある意思決定」に関わる実行課題については、改めて
の機会でご説明します。
同窓生の皆さまのご理解と「第 2 期中期計画」遂行への
力強いご支援・ご協力を賜りますことをお願い申し上げ、
ご挨拶といたします。

第 2 期学園・大学中期計画の骨子

理事会・評議員会決定（2016年2月29日開催）

（第 1フェーズ：2015年度～2017年度 ▶ 第 2フェーズ：2018年度～2020年度）

1. 基本構想

2. 基本戦略及び重点戦略

２つの基本視点
「ふくしの総合大学」
に
ふさわしい教育改革の推進

本学が抱える固有の課題
（地域性・福祉逆風）
等の解決

基本戦略Ⅰ．教育の質的転換とその実質化
１－Ａ）戦略Ⅰの横軸
❶ 教育の質的転換に向けた質保証と改革
❷ 地域発展・地方創生への貢献
❸ スポーツの振興・強化 ❹ 教育・研究のグローバル化
❺ 同窓会・後援会・産業界・他大学等との連携強化

１－Ｂ）戦略Ⅰの縦軸
❶ 新学部開設と既存学部・学科の
改組・再編
❷ リカレント教育による
社会的ニーズへの対応

基本戦略Ⅱ．財政基盤の確立

基本戦略Ⅲ．中期計画を着実に遂行するための
組織ガバナンス強化

❶ 諸改革事業を推進するための財政基盤の確立
❷ リカレント教育事業による収益の安定化
❸ 同窓会・後援会との連携強化・拡大及び3法人連携の推進

❶ 組織ガバナンスと意思決定
❷ 危機管理政策の推進

学 園 創 立 6 0 周 年 記念事業募金の御礼とご案 内
― 明日の「ふくし」を担う学 生に力強いご支 援を―

同窓会会報115号（ 前号：2015年8月15日号 ）において、
学園創立60周年事業募金のご案内をさせていただきましたとこ
ろ、多くの同窓生の皆様よりご支援をお寄せいただいておりま
す。2016年1月末の段階で762名の方々から約1,000万円のお
振込みをいただきました。 新キャンパス・新学部開設及び既存
キャンパスの環境整備をはじめ、学生・生徒に対する経済援助
奨学金等に充てさせていただきます。ここに関係者一同、深く
御礼申し上げます。
昨年度より、従来の振込用紙による寄付に加え、インターネッ
トを利用したクレジットカード、ネットバンキング、コンビニ決済に
よる寄付が可能となっております。あわせて、物品によるご寄付
（書籍・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲームソフト等）「日本福祉大学本募金」
も実施しております。
ご利用方法は、本学ホームページ内「学園創立60周年記
念サイト」（URL：http://www.n-fukushi.ac.jp/60th/bokin/）
をご参照ください。
今後も本学の良き伝統を引き継ぎ、全国から意欲に満ちた学
生・生徒を迎えるため、教職員一丸となって各事業に取り組ん
でまいる所存です。
60周年記念事業募金期間は記念すべき同窓会設立60周年
の2015年度末（2016年3月）までです。同窓生の皆様のご支
援に感謝いたしますとともに、引き続きのご支援を賜りますよう
心からお願い申し上げます。

●お問い合わせ先
学校法人日本福祉大学 募金事務室（経理課内）
TEL：0569-87-2215（直通）
e-mail：60bokin@ml.n-fukushi.ac.jp
募金ホームページ：
http://www.n-fukushi.ac.jp/60th/bokin/
注本学が募集する寄付金は、応募が任意であり、また入学前の募
集は行っておりません。募金に関するお問い合わせ受付時間は、
平日の午前10時から午後5時とさせていただきます。

●学校法人日本福祉大学 学園創立60周年記念事業
募金入金状況 （2016年1月末現在）
（単位：円）
個

人

大学同窓生

人数
（人）
762

金

額

10,008,554

在校生保護者

378

5,674,471

教職員

487

39,693,133

一般

39

2,769,723

法人

328

442,981,433

1,994

501,127,314

合

計

研究紹介
研究テーマ：

発達の土壌を耕す
近藤 直子
日本福祉大学子ども発達学部教授

去る11月22日には卒ゼミ生を対象に、12月28日には在
学生を対象に「最終講義」を行ったが、その中で伝えた
ことをまとめてみたい。

1．障害のある幼児との出会いと療育の意味の発見
私が障害児と出会ったのは1971年、大学の3年生の時
である。当時は、障害が重いと言われる子どもは学校に
入れてもらえず、義務教育すら保障されていなかった。ま
して就学前の障害児が通うことのできる場は、1969年に
肢体不自由児通園施設の設置が認められていたのみで
あった。そのため、知的障害のある子や自閉症の子は、
家庭で親が面倒をみるしかなかった。私が出会った子ど
もたちは、大阪府の保健所が3歳児健診で見つけた4・5
歳の知的障害児たちであった。保健師が親のグループワ
ークに取り組んでいる間、
「幼児教室」と銘打って週1回
子どもと遊ぶのが私たち学生ボランティアの役割だった
が、
「教室」にいたのは、大便をぶらさげたまま走り回る
子、2時間も3時間も床に頭を打ち付け続けている子、水
道の水をはね飛ばしている子など、
「何をどうしたらよい
のか」まったくわからない子どもたちだった。
そのような子どもたちであったが、それでも「教室」に
通い続ける中で、親たちが「なんで今日が教室のある日
やてわかるんやろな」と不思議がるほど、
「教室」のある
日は朝から荷物を持って玄関で待っているようになって
いった。通える場が無かったために、親は仕方なく子ども
を家に閉じ込めていた。そのため自分の力を使って思う
存分遊ぶこともできずにいた子どもたちは、期待をもって
生きることができなかったのであろう。ところが「教室」
では走り回ることも、水で遊ぶこともできる。自分の力を
発揮する楽しさが生活にメリハリを生み、生活を見通し自
ら玄関に行き靴を履こうとする主体的な姿を生み出し、更
には仲間と共に走る中で仲間を意識してともに椅子に落
ち着いて座るようにもなっていったのである。
通う場があれば子どもは変わる。そのことが親たちの
確信となり親が行政に働きかけ、私が大学の4年生にな
った時には「教室」は週3回に増え、子ども用プールやトラ
ンポリンもある施設を利用できるようになり、子どもたち

は目覚ましく変わっていった。3歳児の受け入れも始まり、
子どもの変わるペースの速さに驚かされ、私の思いは「少
しでも早い時期から毎日通う場ができれば、子どもたち
はもっともっと自分の力を発揮できるのでは」というもの
になっていった。

2．早期発見・早期対応・早期療育の仕組みづくり
1973年に大学院に進学した後は、大阪府が試行事業
として開始した18か月児健診後の発達相談に取り組むよ
うになり、1歳代の自閉症児を発見するようになった。しか
し1歳児が通うことのできる場はまだ全国どこにも無かっ
た。国に先駆けて大阪府が、知的障害幼児が3歳児から
通う通園施設を認可し始めたばかりで、ある意味で仕方
がなかった。
1977年に日本福祉大学に就職し名古屋に移住したが、
ちょうど1978年より18か月児健診を本格実施することに
なり、名古屋でも18か月児健診後の発達相談に取り組む
こととなった。1歳児の自閉症児を発見してもやはり通う
場は無い。児童相談所に紹介しても「小さすぎてわから
ない」と送り返されてくるという状況の中で、保健師に頼
んで「教室」を運営してもらったりもした。1982年からは
市内の通園施設が1・2歳児の「親子療育」に取り組み始
め、通園施設の保育士も「1・2歳児だと偏食も固定化して
おらず面白いように変わる」と喜んでくれた。
名古屋市ではこうして通う場が整備され始めたが、愛
知県下でも、全国でもそうした状況にはなく、まずは愛知
県下で早期療育の必要性を普及しようと全国障害者問題
研究会を基盤に学習会を重ねていった。1989年に障害乳
幼児施策の全国実態調査に取り組んだことを契機に、よ
り一層思いが強まり、1990年代には療育・保育関係者は
もとより父母の組織化に取り組むようになった。
「関係者
の集い」「父母の集い」を開催し、一時期は600通の個人
ニュースを発送することまでしていた。父母をつなぐこと
で、父母が声を上げ、名古屋市の保育所に入所できる障
害児の数は飛躍的に増え、通園施設は地域療育センター
として医師をはじめとした多職種が働く総合施設化され
ていった。

Research Introduction

より幼い時から子どもに必要な取り組みが保障できる
自治体の仕組みづくりの実現に向けて、現在は、全国発達
支援通園事業連絡協議会会長として、療育の意味をわか
りやすく伝える出版活動や、厚生労働省との懇談に取り
組んでいる。

3．子どもを変え保護者を変える「発達を見る目」
国の制度はそう簡単には変わらない。行政担当者は制
度を変えるためには「エビデンスを示すことだ」と強調す
るが、子どもは待っていてはくれない。国の制度を変える
には時間が必要だが、自治体の仕組みを変えることは住
民の力でできる。そのことを大阪時代に親たちから教え
られた。
保護者が声を上げ続けるのはなぜだろうか。通園する
ことによって子どもが変わることを実感すること、そして
保護者仲間がいることで、声を上げる勇気が出るからで
ある。
子どもが変わる実践が保護者を励まし保護者をも変え
ていく。子どもが変わる実践を築くためには、子どものも
つ可能性を見つめ、可能性を花開かせる活動や働きかけ
を創造する力量が求められる。その時に、現在の子ども
の姿の中に発達の可能性を見る目が必要となる。障害が
ある場合、ともすると行動の「おかしさ」が強調されがち
であるが、
「問題行動」と言われる行動も取り組みによっ
ては素敵な活動に変わりうることを、私は多くの子どもた
ち、保育者たちから教えられてきた。走ることを止めるの
でなく、楽しく追いかけ合ったりふざけたりする活動に発
展させれば、子どもは保育士を信頼し保育士と共に行動
するようになる。紐を振っているだけの行動も「新体操ご
っこ」として仲間と楽しむと、入ることのできなかった保
育室に仲間と一緒なら入るようにもなっていく。
「問題」
の中に発達の可能性を見る、
マイナスに見える中にプラス
を見つける、このことは障害児だけでなく、大人の発達に
とっても大切な視点である。保護者も変わる可能性を秘
めている。可能性を具体化するための取り組みが私たち
に見えているかどうかが問題なのではないだろうか。
大阪時代から多くの保護者と接してきた。若い時には
親ができそうもない注文を出して、
「そんなんできるわけ
がない」と叱られもした。親は子どもと違い、自分なりの
価値観や生活観を持って生きている。子どもにとって必要
なことであっても、親がそう思わなければ実行はされな
い。親がどうであれ、子どもに必要なことが保障できるた
めには、通園が負担になりにくい仕組みが必要となる。障
害を認めないといけない、利用料や煩雑な手続きが必要
といったことが、親にとってはハードルとなる。子どもにと
って必要と保健師や心理職が判断したら、
「ゼロ歳児か
ら気軽に利用できる仕組みを」と厚生労働省に毎年訴え
ているのも、子どもの発達を支えることが児童福祉の課

題だからである。とともに、保護者が特別頑張らなくて
も、楽しく通う場があれば子どもは変わるのだという実感
を持ちうるように、子どもの良さや可愛さを親に伝える力
量を職員がもつことも必要になる。そして保護者が抱え
る生活上の問題を、保健師や児童課などと協力しながら
具体的に軽減できるようにすることも必要となる。障害児
と取り組む学生にはこうした力量をつけてほしいと願って
いるが、それは学生時代にできることではなく、現場に出
てから周りの人と協力しながら身に着けられるよう、様々
な研究会や卒業生とつなぐことが教師の課題ではないか
と思っている。
この間の取り組みは、子どもも保護者も、そして私も、
人間としての発達途上にいることを『続 発達の芽をみつ
めて』
（全障研出版部）に、長年付き合ってきた1歳児
の 発達を『1歳児のこころ』
（ひとなる書房）に、そして
障 害児との 付き合 いを『ぐんぐん 伸びろ 発 達の 芽』
『“ステキ”をみつける保育・療育・子育て』
（いずれも
全障研出版部）にまとめてきた。関心があれば読んでみて
いただきたい。
近藤 直子（こんどう なおこ）
【学歴】
1973年
1976年

京都大学教育学部卒
京都大学大学院教育学研究科
修士課程修了

1977年

京都大学大学院教育学研究科
博士課程中退

【職歴】
1977年 日本福祉大学女子短期大学部講師、
その後助教授、教授
1996年 日本福祉大学社会福祉学部教授
2008年 日本福祉大学子ども発達学部教授
2009年より2014年まで 日本福祉大学副学長
2016年4月より 日本福祉大学名誉教授
1973年より現在まで、保健所にて18ヶ月児健診後の発達相談を担当。
【専門領域】
発達心理学、障害児心理学、障害乳幼児の療育・保育
【最近の著書】
2015年 『
“ステキ”
をみつける保育・療育・子育て』全障研出版部
2014年 『「育てにくい」
と感じたら』
ひとなる書房
2013年 『ていねいな子育てと保育－児童発達支援事業の療育』
（共著）
クリエイツかもがわ
2013年 『保育者のためのテキスト障害児保育』
（共著）
全障研出版部
2012年 『自分を好きになる力－豊かな発達保障をめざして』
クリエイツかもがわ
2011年 『1歳児のこころ－大人との関係の中で育つ自我』
ひとなる書房
2010年 『笑顔が広がる子育てと療育－発達支援の場を身近なところに』
（共著）
クリエイツかもがわ
2009年 『続 発達の芽をみつめて－かけがえのない「こころのストーリー」』
全障研出版部
【その他の活動】
全国発達支援通園事業連絡協議会会長、NPO法人あいち障害者センター
理事長、全国障害者問題研究会愛知支部支部長等。

お か も と
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靖史さん

社会福祉法人みなと福祉会 わーくす昭和橋
主任生活支援員
兵庫県生まれ。1989年3月、日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科卒業。
７年間の板前修業を経て、自然食レストラン店長、高齢者配食サービス事業
に従事。現在は、社会福祉法人みなと福祉会 わーくす昭和橋にて障害者の
就労支援を目的に調理指導を行う。プライベートでは名古屋を拠点に「食」
を通じて親子の絆を深める「おやじの休日の会」を主宰し、親子での休日の
過ごし方のアイデアを発信し続けている。2005年愛知県地産地消弁当コン
クール・プロの部優勝、ワンモアライフ賞受賞。2006年地域に根ざした食育
コンクール特別賞受賞。愛知県キャンプ協会主催キャンプ料理コンテスト金賞
3回、銀賞3回受賞。著書に『ひらめき！食べもの加工 おもしろ実験アイデア
ブック』
（農山漁村文化協会）がある。わーくす昭和橋の正職員14名の内、
日本福祉大学卒業生は5名。法人全体では33名の卒業生が勤務する。

寄
無

ニケーションをとることができませんでした。どう
したら良いのかと悩んでいると昼食の時間になり、
入所者の皆さんがニコニコしながら食事をする光景
が目の前に広がりました。その幸せそうな光景に、
美味しい食べ物は誰をも幸せな気持ちしてくれるこ
とに気が付いたのです。中学生の頃に調理師専門
↓

―日本福祉大学へ進学した経緯を教えてください。
アジアやアフリカをはじめとする発展途上国の貧
困について興味があり、マザー・テレサの本を浪人
時代に手にしたのがきっかけです。その本には、日
本にも存在する別の「貧困」が書かれていました。
豊かな国で、食べ物も履くものもないという物質的
な貧困は少なくても、目の前に飢えてい
る人たちを見て見ぬふりをする「心の貧
困」が存在するのではないかと。これに
共感し、大学で心の貧困について学びた
いという気持ちが芽生えました。進学の
相談に乗ってくれた予備校の先生に日本
福祉大学を勧められ、パンフレットを取
り寄せると、学生同士の対談が載っており、自由闊
達に議論する学生生活へのイメージが膨らみました。
入学への思いがだんだんと強くなっていったのを覚
えています。
―大学での生活はいかがでしたか。
入学する前に抱いていたイメージそのままの大学
で、学生同士で熱く語り合いました。児童文学研究
会に所属したり、引越会社や古墳調査（友人からは
「発掘」というあだ名で呼ばれるように）のアルバ
イトをしたりするなど、充実した4年間を過ごすこ
とができました。学生生活で特に記憶に残っている
のは、ゼミでの活動です。３年生の時にインドを放
浪し、貧困の実態を含めいろいろと見て学んできた
のですが、それを卒論にまとめる際に、先生は適切な
アドバイスをくださいました。また、人を受け入れる
ことが福祉であるということもゼミで学びました。
―卒業後、なぜ板前の道に進まれたのですか。
板前を志したきっかけは、大学の実習で訪問した
障害者支援施設での体験にあります。その施設には、
自閉症と診断された方たちが入所されていました。
そのような方たちと接したことがなく、自閉症につ
いての知識も十分ではなかった私は、上手くコミュ
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学校への進学を考えたこともあったことから、福祉
よりも調理の仕事が私には向いていると考えました。
そして、
板前の道に進むことを決意したのです。福祉
に対する未練が無かったわけではありませんが、実習
で人を支えることの大変さを目の当たりにし、仕事
として続けていく自信を失ったことも少なからず影
響していると思います。
そのような経緯で厳しい板前の世界に足を踏み入
れると、すぐに自分の考えの甘さを痛感しました。
福祉の仕事に対する想いが募っていくものの、周囲
の反対を押し切って板前になると言った手前、簡単
には引き下がれません。大学の恩師の「福祉だけが
福祉ではなく、どのような職業であっても福祉の心
を持って接することが、福祉の大学を卒業した人の
宝であり、そこを外さなければ何をしていてもいい
じゃないか」という言葉も、板前修業を続ける励み
になっていました。
―プライベートでは、
「食」
を通じて親子の絆を深め
る活動「おやじの休日の会」を主宰されていますね。
私自身が子育てに関われないほど、ワーク・ライ
フ・バランスを崩したことが活動の発端です。7年
間の板前修業から、自然食レストランを開店したの

い
は

は良かったのですが、仕事から帰宅するのはいつも
深夜。子どもが生まれ、子育てが大変な時期にも関
わらず、子どもと接する時間を持つことができませ
んでした。そのような家庭の事情から、軌道に乗り
掛けていたレストランも1年半で閉店することに。
この時の失敗から、私も含めた父親が子育てに参
加するきっかけになればと、「おやじの休日の会」
の活動を始めたのです。子どもの視点でワクワクす
ることを、父親も一緒になって楽しもうというもの
で、ペットボトルを使ってピザの生地を作ったり、
そば打ちをしたりと、子どもも父親も本気で楽しん
でいます。また、より多くの親子に楽しんでもらい
たいと考え『ひらめき！食べもの加工 おもしろ実
験アイデアブック』を上梓しました。私のキャパシ
ティを越えている部分もありますが、人のために頑
張ろうとすると、不思議とエネルギーが湧いてくる
ものです。また、そのような時には必ず助けてくれ
る人が現れます。これまでの経験からも本当に人に
は恵まれていると感じています。
―現在は、福祉のお仕事をされていますね。
やはり福祉に関わりたいと思っていたところ、知
人に紹介されたのが、現在勤務している社会福祉法
人みなと福祉会です。私が勤務するわーくす昭和橋
では、介護を必要とする方に対して、日中生活の支
援、生活に関する相談、生産・創作活動の場を提供
する生活介護事業と、障害を持つ方が食事やお惣菜
↓
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を作る就労継続支援B型に取り組んでいます。私は
主任生活支援員として、高齢者向け配食サービスと
グループホームの食事作りの他に、
「肉まん」や「プ
リン」などのオリジナル商品の製造とその作業にあ
たる障害を持つ施設利用者への調理指導を行ってい
ます。このような「食」をテーマにした活動は、私
の好きなことが原点になっていますから、職場の仲
間たちからは誰よりも楽しそうに仕事をしていると
よく言われます。現在、「肉まん」の売れ行きが好
調で、販売数を大きく伸ばしています。
―おいしい「肉まん」はどのようにして出来上がっ
たのですか。
作業にあたる利用者の給料をなかなか上げられな
いのが課題でした。頑張れば収入が増える。そうい
う環境を整えて、利用者のモチベーションの向上に
つなげたいと思ったのです。打開するためのヒント
を探しに、中川区ブランド野菜製品開発研究会に飛
び込んでみました。そこで地域特産の「野崎白菜」
を使った「肉まん」を作れないかと依頼されたこと
から、私たちの「肉まん」作りが始まったのです。
ゼロから研究を重ね、試行錯誤の末に「肉まん」を
作り上げたのですが、製品化を検討する会では「お

いしいのだけど、何かが足りない」との厳しい評価
が下りました。途方に暮れていたところ、“中華の
鉄人”陳建一さんの兄弟子が地元にいらっしゃると
聞いて、紹介してもらいました。一から作り方を教
えてもらうと、格段に美味しい現在の「肉まん」が
でき上がったのです。
販売を開始すると売れ行きは好調で、利用者の給
料も少しずつ上がり、ボーナスも支給できることに
なりました。いずれは名古屋市内の有名百貨店、松
坂屋に出店したいと夢を語っていたところ、いきな
りチャンスが到来。名古屋商工会議所の経営塾に参
加して、審査を通過すれば出店できるというのです。
厳しい審査を経て1週間の出店が決まりました。い
ざ 出 店 す る と 当 初 予 定 し て い た1,800個 を 上 回 る
2,400個を売り上げることができました。周囲の方
からの厳しい助言や指導があってこそ本格的な「肉
まん」を完成することができましたので、人とのつ
ながりは本当に大切だと実感しました。
―最後に同窓生へ向けてメッセージをお願いします。
私たちが「肉まん」を松坂屋で販売することがで
きたように、楽しい夢や理想を持ち続けていれば、
いつか必ず実現できると考えています。同窓生の皆
さんにも、楽しい夢や理想を持ち続けていただきた
いと思います。私はこれまで寄り道や挫折を多くし
てきましたが、だからこそ出会えた人や職場があり、
毎日楽しく仕事をすることができています。生きて
いると良いことばかりではな
く、悪 い こ と も あ り ま す が、
「災い転じて福となす」と言う
ように、前向きに日々の生活
を送っていただきたいです。

い。

◆◆◆◆ お知らせコーナー ◆◆◆◆
社会福祉法人みなと福祉会
http://www.minato-fukushikai.jp/
わーくす昭和橋では、地域社会と「食」
でつながり、地元の食材を使った製品
開発を行っています。地域特産の「野
崎白菜」を使った製品開発のプロジェ
クトから生まれた「なごや招福肉まん」は、具はもちろん、
“ふっくら”とした美味しい皮も自慢。安心安全へのこだ
わりから、化学調味料は使用せず、愛知県産の「きぬあ
かり（小麦粉）」「知多三元豚」「野崎白菜」を使用してい
ます。
全国どこでも発送承ります！
電話・FAX・インターネットからお求めいただけます
◆ネット
◆電話 052-361-5150
ショッピング
◆FAX 052-361-5170
モール
受付時間：
『TOMO市』
10時～ 17時
（土日祝日除く）
全国へクール宅急便でお届けします。
FAX専用注文用紙がございます。お電話にてお取り寄せ
ください。ホームページではご注文の他にも新商品のご
案内や生産者情報など、写真満載で楽しくご紹介してお
ります。

同窓生近況コーナー

「同窓生は今」ミソッカスのみなさん

2008年7月より名古屋市内のライブハウスにて活動を開始し、
Vo.デストロイはるきち氏
（本学卒業生）
の作るグッドメロディーと邦洋新
旧の音楽ジャンルを横断した多彩な楽曲展開を持ち味とするロックバンド
「ミソッカス」
（Official Web Site http://misokkasu.com/）
。
メンバーのみなさん全員が日本福祉大学出身です。みなさんご存知でしたか。
ミソッカスのみなさんにバンドを始めたきっかけや
学生時代のことなどを伺い、最後にメッセージをいただきました。
メジャーデビューを果たしたミソッカスのみなさんがこれからも活躍できるように、温かな声援と深いご支援を賜りますようお願い
いたします。
お住まいの近くでLIVEがありましたら参加したり、
彼らが地元
で盛り上がれるように、同窓生からのいっぱいの応援をよろしく
お願いします！
！

◎ ミソッカスのみなさんをご紹介
デストロイはるきちさん
   〈社会福祉学部・2008年卒業・担当：ボーカル、ギター〉
ノブリルさん
   〈社会福祉学部・2010年卒業・担当：ギター、コーラス〉
ブルマン藤井さん
   〈社会福祉学部・2010年卒業・担当：ベース、コーラス〉
マイケルTHEドリームさん
   〈福祉経営学部・2010年卒業・担当：キーボード〉
ジャンボリー加藤さん
   〈社会福祉学部・2016年卒業・担当：ドラム、コーラス〉

写真左から、
マイケルTHEドリームさん、
ブルマン藤井さん、
デストロイはるきちさん、
ジャンボリー加藤さん、
ノブリルさん

◎ ミソッカスとして活動開始したきっかけ、現在に至る経緯などを教えてください

デストロイはるきち：バ ンド結成のきっかけは所属していた学内の軽音楽サークル「フォークソング
部」で、先輩のオリジナルバンドを見たことです。
「自分でもやりたい！」と思い、大学4年の時に後
輩である今のメンバーに声をかけて誘い、
みそっかす
（現：
ミソッカス）
を結成しました。

◎ 学生生活はどのように過ごしていましたか

デストロイはるきち：学生生活は美浜町に下宿していたので、昼は講義、夜はバイト、免許取って
車買って夜な夜なドライブにいったりカラオケしたり麻雀したり、夢を語ったり恋をしたりTHE大学
生という生活をしていました。
追撃のフォークロア
ノブリル：ひたすらアルバイトとサークル活動、バンド活動に精を出していました。
こうしてバンド活 1st Full Album【2CD】
2016.03.02 RELEASE  ¥3,564 (Tax in)
動を行えているのは、フォークソング部、ブルース研究会の先輩後輩仲間たち、今も応援してくれ
ている今井証三先生と今井ゼミのみなさん、堀美和子先生と堀ゼミのみなさん、下宿先であった
内海のコーポアイビーの大家さんはじめ、
お世話になったみなさんのおかげです。
ブルマン藤井：授業以外はほとんどサークルに行っていました。授業後に先輩や後輩に色々な
ところに遊びに連れていって貰いました。後輩が出来てからは色々な所を連れまわしました（笑）
。
一方、勅使ゼミのメンバーにも仲良しがいて色々な思い出があります。
マイケルTHEドリーム：ラテン音楽同好会、フォークソング部にて、講義の合間、終わった後に練
習をしていた気がします。
ジャンボリー加藤：サークル活動を思い切りしていました。大学外のライブハウスにも出演し、バンド
活動に重きを置いていました。

◎ 学生時代に楽しかったこと、大変だったことなどの思い出をお聞かせください

追撃のフォークロア

1st Full Album【1CD】

デストロイはるきち：大学4年生の将来も特に決まらないまま、過ごした1年間が辛かったです。
2016.03.02 RELEASE  ¥2,916 (Tax in)
何がしたいか分からなかったため、就職活動でうまく話せませんでした。
ノブリル：卒業する先輩から引き継いだバイトが想像以上に大変で、
様々な社会勉強をさせていただきました。
サークルでは、
部員に支えられながらフォークソング部の部長としてイメージ改善に取り組んだりしておりました。
ブルマン藤井：サークル活動をはじめ、練習、
ライブなど全部楽しかったです。一方で在学中に一番大変だったのは、
合計１ヶ月半にわたる保育実習でした。
マイケルTHEドリーム：基本的にのびのびと学習し、趣味を楽しんでおりました。
ジャンボリー加藤：大学祭で自分たちの演奏を学外の人に見ていただき、
また学外のバンドを見るのも毎年楽しみでした。

◎ 今後のミソッカスの展開・活動などについてお聞かせください

デストロイはるきち：でっかくなって日本福祉大学にも凱旋したいです。1年生の大学祭の体育館で見た
ライブが忘れられないので、実力、知名度どちらも兼ね備えて体育館のステージに立ちたいです。
ノブリル：僕とはるきちは曲を作るのが大好きなので、タワーレコードへ定期的に行ってバイト代の多くを
ＣＤ購入につぎ込み、
聴いた音楽を二人で論評をしました。目標は
「名曲を作ること」
です。
ブルマン藤井：大学の音楽室で音を出すのが何よりも面白くて、プロのベーシストの真似事をしたり、ライ
ブでこんなことをやったら面白がってくれるかなとか考えたりしました。デビューした今、そして今後も色々な
方に面白い奴だなあ、
バンドだなあと思ってもらえるのが一番の喜びだと感じ活動していきたいです。
マイケルTHEドリーム：バンドとしては皆にコピーバンドをしてもらえるようなハッピーな曲を作っていきたい
です。みなさんに歌ってほしい！
ジャンボリー加藤：自分たちの好きな音楽を全力で楽しめる曲を作り、
ライブで演奏していきたいです。

ミソッカスマン

グッズも多くあります。
詳しくはWeb Siteをご覧ください。

◎ 母校へのメッセージなどお願いします

デストロイはるきち：大学4年生の時は何をしたいかもわからずに不安な日々を過ごしていました。その自分が卒業から9年経ち、今はミソッカ
スとして活動しています。私が経験したように、今はどうにもならないことがあっても顔を上げ、前を向いていれば、気付かない内に進んでいる
ものです。不安な日々を過ごしている人がおられたら、
とりあえず前を向いてみて欲しいと思います。ありがとうございました。
ノブリル：先ほども少し触れましたがお世話になった方々のおかげで、大好きな音楽を続けること
ができております。出逢って、
支えてくださり本当にありがとうございます。
それぞれの道で、苦しいこ
とや楽しいことを味わいながらも歩いて行き、その先でまた会いましょう。私もまたみなさんに胸を
張ってお会いできるように歩いていきます。
ブルマン藤井：こ１０年支えてくれているのは音楽と介護です。全て大学で得たものです。大学は
一生ものの出会いが沢山あります。みなさん、
「これが好き、得意」
を見つけ、
どんどんトライしてくだ
さい！そして学園祭のライブに是非ミソッカスを呼んでください！
マイケルTHEドリーム：人生何があるか何が起きるのか分かりません。不器用な人は器用に、器
用な人は油断しないように少しずつ頑張ってください。
ジャンボリー加藤：大学での友人や恩師は、付き合いが永く続く事が多いかと思います。沢山
（左上）
マイケルTHEさん、
（左下）
ブルマン藤井さん、
の人に接し、
自分を大きくしてくれる、大きくさせられる人を見つけてください。
（中）
デストロイはるきちさん、
（右上）
ノブリルさん、
（右下）
ジャンボリー加藤さん

【Official Web Site】

第５回

http://misokkasu.com/

女性交流サロンのご案内

同窓会では、女性の素敵な生き方から学び、共通の悩みや生きがいを語り合う“つどい”
として、毎年「女性交流サロン」を開催しています。
今年で５回目となる女性交流サロンは、伊藤 高史 さん（小ざくらや一清）をお招きし、
創作和菓子の魅力と家庭でも楽しめる和菓子づくりについて紹介していただきます。
その後に、参加者全員で楽しい交流会を開催します。
受付は申込先着順となります。皆さまお誘い合わせの上、お早めにお申し込みください。
在学生の方、男性の方の参加も大歓迎です。皆さまのご参加をお待ちしています。
1.日時

2016年7月2日（土）14:00 ～16:30予定
（受付13:30 ～）
2.会場 日本福祉大学名古屋キャンパス 南館401
3.内容 ・講演会 14:00 ～15:00
①演題「和菓子づくりの魅力」
②講師 伊藤 高史さん（いとう たかし）
（経済学部1989年卒 有限会社小ざくらや一清 代表取締役）
聴き手 春日井遵子さん（女子短期大学部1982年卒）
・交流会 15:00 ～16:30

4.参加費
5.定員

300円（お茶・和菓子付き）
120名（申込先着順）

6.申込方法

①お名前、②連絡先（電話番号）、
③同窓会IDまたは学籍番号を添えて
同窓会事務局までお知らせください。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

女性交流のつどい実行委員会
数納 幸子
春日井 遵子
稲垣 直子
犬塚 なおみ

（1972年社会福祉学部卒）
（1982年女子短期大学部卒）
（1983年女子短期大学部卒）
（2008年大学院修了）

小ざくらや一清 ホームページ http://www.kozakuraya.com/

日本福祉大学同窓会設立60周年記念プロジェクト

『日本の社会福祉教育に反映される
社会福祉の専門性：日本福祉大学に焦点を当てて』 総務委員会
60周年記念プロジェクトについて
表記の同窓会設立60周年記念プロジェクトは、日本福祉
大学社会福祉学会（学内学会）との共同事業として進めて
きました（目的・経緯等については会報115号8ページ等で
紹介）。本事業は、2015年度日本福祉大学公募型研究プロ
ジェクトとして採択され、研究費助成を受けました。さらな
る財源確保のために、2015年秋に2016年度文科省科学研
究費助成事業を申請しました（2016年4月に審査結果通知
予定）。2016年度～2018年度の3年間で右に示した調査や
分析を進める計画です。調査に先立ち、今年度実施された
卒業生現況調査に追加して、社会福祉学部卒業生を対象に
「社会福祉の専門性に関するアンケート」を試験的に実施し
ました。現在その結果（回答者1, 287名）を分析し、本調査
に必要な準備を進めている段階です。

調査することは
1. 社会福祉教育に関する国家政策
2. 社会福祉の専門性に関する社会事業・社会福祉学校
連盟の見解と基本方針
3. 社会福祉系大学（学部学科）における社会福祉教育
カリキュラムの具体化（対象：日本福祉大学）
4. 社会福祉教育修了者（学士）の就職領域と雇用状況
5. 社会福祉教育修了者の社会福祉の専門性及び専門職
に関する理解、職業実践における専門教育の有益性や
不十分さに関する理解（対象：日本福祉大学卒業生）

地域同窓会が主体になるプロジェクトにするために
日本福祉大学の教育の歴史を紐解くプロジェクトは、教育を受けた同窓生の皆さんなしには実現できません。その理解を
深めるために、昨年11月各地域同窓会会長宛てにプロジェクトの意義や説明機会の必要性等に関する意見反映をお願いし、
実に貴重な意見・疑問等が寄せられました。これらの意見を基にして、どうすれば一人でも多くの同窓生が取り組むことができる
か、自分たちは何をしたいのか、何ができるのかを全国の地域同窓会の皆さんと共に考え、話し合い、一つずつ作り上げていく
ことが、プロジェクトの成果を確実にする出発点になります。いつ、どのようにやるのかなどの調査の具体化や準備は、2016年度
の1年間を予定しています。追ってご案内します。

11.22大同窓会シンポジウム

『日本の社会福祉教育に反映される社会福祉の専門性：日本福祉大学に焦点を当てて－私たちが本学で学んだ社会福祉教育をひも解いて－』

2015年11月22日の大同窓会では、表記テーマでのシンポジウムを開催し、75名におよぶ同窓生の参加がありました。
1960年代から2000年代までの卒業生5名がシンポジストとして参加し、
“それぞれが本学で学んだ社会福祉の専門性とは
何であったか”、
“その学びが卒業後の実践にどのように活きたか”
、
“時代によりどのような学びの共通点や変化がある
のか”などについて率直な意見が交わされました。
参加者からは、
「異なる時代背景と本学の社会福祉教育の在り方や内容には一定の関係があるのだろうか？」などの感
想が聞かれました。

さいごに
日本福祉大学によって学びえた「社会福祉の専門性」とは何だったのか、その学びを私たちは職場や人生においてどのように
活かしえたのか、活かしえなかったのか、本学の社会的価値は何であったのか、これらを語ることができるのは他の誰でもなく
私たち同窓生自身です。このプロジェクトは本学が継承すべき、新たに問うべき、改善すべき「社会福祉教育」とは何なのかを
共に考える機会を与えてくれます。そのことが、母校の発展を願う同窓生の誇りや想いを具体的な形にし、同窓会の活性化に導
いてくれるのではないでしょうか。

2 015年度卒業生現況調査の中間報告について
日本福祉大学と大学同窓会は、学園創立および同窓会設立60周年を記念して、卒業生現況調査をさせていただきました。
7月23日時点で住所を把握している59,289名・60,493通の現況調査票を発送し、1月12日時点で7,485件（同じ方からの
重複を含む）
のご協力をいただきました。ご多用中にも関わらず、
ご協力いただきましたこと、
お礼申し上げます。
現在、皆さまからお送りいただいた調査票の入力作業を進めており、
８月号において改めて調査結果の報告をさせていただき
ます。
現況調査票に添えてお送りいただきました、皆さまの近況および同窓会へのご要望等につきましても、拝見いたしております。
また、改善すべき点については検討を重ねて参ります。今後とも、変わらぬご支援のほど、
よろしくお願い申し上げます。

絆をさらに強めて

東日本大震災復興へ

避難生活の長期化により生じた健康状態の変化
福島県地域同窓会

松崎 聡

やまあい

飯館村は阿武隈山系北部の山間に位置し、原発から30キ
ロ圏内にあります。震災後の原発事故の放射能が降り、
しばら
くたってから避難区域とされ2011年5月−6月に全村避難となり
ました。仮設住宅は集落ごとにという配慮がされました。
アパー
ト等借り上げ住宅に住まわれている方も多くおられます。
当院で健診を受けたAさん31歳の結果をみると、被災2年
後の2013年とくらべ2014年は体重は10ｋg近く増え、中性脂肪
は3倍。一年間で生活習慣病に関する数字が軒並み上がっ
ていました。
これをきっかけに、避難者の状況把握の為、健診時や近所
の方々などに聞いてみました。
避難生活の長期化で先が見えない不安がある方がほとん
どです。地域に溶け込めない。住宅が狭く家族間のストレスが
溜まる。
お金はあるが、
ギャンブル、
酒で使ってしまう。大家族か
ら核家族、一人暮らしへ。外食ばかり、野菜不足。農作業をし
ないので体を動かさない。
などなど・・・
飯館健診受診者の異常値の方の比率をみても、生活習慣
病に関する値のほとんどで男性の異常値率が高い。その内

生活習慣病が若年層と男性の中で目立つのは、主観です
が、飲酒、外食、部屋にこもりがち・・・住環境の変化、新たな人
間関係づくりに対応する能力が女性と比べ少ないように思わ
れます。
それが避難生活でより深刻化する。
ゆえに、避難者支
援の中で、
若年層と男性へのアプローチが重要!!
ここまでが昨年度のまとめなのですが、Aさんの今年の健
診結果を見てびっくり！一年で改善されています。昨年の結
果が間違いだったのかと思うほどです。Aさんに電話で聞い
てみたら、
「一年前は仕事をせず、部屋にこもり太ってしまっ
た。家族と離れ一人暮らしで外食、飲酒が多かった。今は、仕
事に就き体を動かしている。食生活に気を付け、飲酒も控え
た。人生に前向きになった」ということでした。今年の健診に来
られた避難者の方に聞いてみると、Aさんのように仕事や地域
の中で新たなコミュニティーに参加し、生活を立て直して、健
康改善されている方が多くおられます。
飯館村の方々は今まで、祭りや農作業などで地域共同体を
何よりも大事に生活してきました。今は自治体ごとの住民活動
となり、同じ地域に住んでいても福島市と飯館村住民との交
流があまりありません。私たちがこれからすべきことは、住民一
人一人に継続的に寄り添い、孤立させないこと。同窓会の
方々の協力もいただきながら、地域住民同士の新たな結びつ

16−39歳受診者ではダントツで男性の異常値が目立つ。飯館

きを構築できればと思います。

村からもらったデータで、国保特定健診の異常値の数字をみ

プロフィール

ても、
震災以降、
急激に増えていることがわかりました。

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

松崎 聡（まつざき さとる）
1989年社会福祉学部卒業。医療生協わたり病院健診課勤務。

日本福祉大学同窓会と東日本大震災支援
災害ボランティアセンター 活動報告

日本福祉大学同窓会は、皆さまから寄せられた救援募金より、災害ボラン
東日本大震災から約5年が経過し、ボランティアに求められるニー
ティアセンターに50万円の寄付をさせていただきました（2015年11月22日
ズは変わっても、
「寄り添い」と「継続」の心を持ち続けて、被災地支
大同窓会会場にて）。
援と自分たちの住む地域・大学周辺の防災・減災の両面で活動して
います。同窓会からご寄付もいただき、2015年度は次の活動を行い
2016年2月2日現在
■救援募金入出金
ました。
【入
金】
件数
金額（円）
主な活動：第9・10次萩の花プロジェクト実施（宮城県石巻市、8月・
東日本大震災救援募金
1,220
7,762,288
3月）
、いわてGINGA-NETプロジェクトへの参加（岩手県釜石市他、
【出
金】
件数
金額（円）
9月・3月）
、神戸フィールドワーク
（人と防災未来センター、長田区を訪
お見舞い金（２万円：ご自宅一部損壊）
43
860,000
問）
、武豊町防災福祉教育への協力（教材作成と小学校での活動）
、
お見舞い金（５万円：ご自宅半損壊・避難・転居）
42
2,100,000
MIHAMA－Fes 2015参加（美浜町商工会のイベントでの防災・減災
弔慰金（１０万円：ご逝去）
1
100,000
企画、10月）
、春の安全の日
（5月）及び秋の安全の日
（10月）での活動
お見舞い金（１０万円：ご自宅全損壊）
17
1,700,000
（炊き出し訓練、活動報告会、避難訓練・シェイクアウト、円卓会議（テー
日本福祉大学 東日本大震災対策本部への寄付金
1
500,000
マ：災害時の障害学生支援）
）
、学内募金活動（ネパール大震災（5月）
、
日本福祉大学同窓会「ひだまりカフェ」開催助成金
2
14,000
関東東北豪雨
（9月、
美浜、
半田、
東海キャンパスで実施）
）
など。
日本福祉大学 学園創立60周年記念事業募金
1
500,000
（東日本大震災被災者に対する救援・支援活動として）
全国的には「風化」が進むなか、私たちは継続した活動をしていき
お見舞い金お振込み手数料等
133,628
たいと考えています。
引き続き卒業生の皆さまのご支援ご協力をよろし
支払合計
107
5,907,628
くお願いいたします。
残高
1,854,660
日本福祉大学災害ボランティアセンター

⃝東日本大震災救援募金ご芳名⃝
東日本大震災救援募金へのご協力有り難うございます。感謝をこめてご芳名を記載させていただきます。

東京都地域同窓会

50,000円

PSW-net 同窓会

30,000円

あいさつ

～経済 学部開設 4 0 周年記念事業へのお誘い～

経済学部の同窓生の皆さんにおかれましては、如何お過ごしでしょうか。
2007年10月に設立された経済学部同窓会も、今年で9年目の活動となりました。昨年は、大学同窓会が設立60周年
を迎えたことから、東海キャンパスにて記念大同窓会が開催されました。経済学部同窓会においても、経済セミナー等
の企画を行いましたが、同窓生の皆さんは、新キャンパス見学や、その他様々な企画に参加していただいたことと思い
ます。多くの同窓生の皆さんにご参加いただき、同窓生ネットワークが、回を重ねるごとに広がっているものと確信しており
ます。
なお、今年は経済学部開設40周年を迎えることとなり、11月に記念事業も計画されています。是非同窓生の皆さん
にご参加いただきたいと思っております。
今後とも母校の経済学部の発展とともに、同窓会もそれに負けない活動を推し進めて参りますので、
ご支援の程宜しく
お願いいたします。
経済学部同窓会 会長 仲原 幹夫
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本年度の活動報告
● 2015年5月30日（土）
チャリティーゴルフコンペ（第8回）
● 2015年7月4日（土）
経済経営系プレゼンテーション交流会

経済学部同窓会事業は愛知での開催のみでしたが、今回初めて首都圏で
の交流会・懇親会が実現しました。首都圏の同窓生の皆さん！今後も継続
しますので、開催案内にご期待ください。

● 2015年11月22日（日）
同窓会設立60周年記念のつどい

経済セミナー「東海キャンパス 経済学部の現状とこれから」
東海キャンパス移転後の経済学部について、上田副学長、曲田経済学部長
にご講演いただきました。その後、東海キャンパス参加者と首都圏にお集
まりいただいた参加者（場所は東京都港区の航空会館）とのディスカッ
ションをWeb会議で行い、交流を深めました。その他、
「金融業界に勤務
する卒業生の交流会」や「公務員のつどい」、大学同窓会の設立60周年祝賀
懇親会と、盛り沢山の一日となりました。

● 2016年2月6日（土）
セミナー＆名刺交換会
第一部

セミナー「Yahoo ! JAPANのネット広告の現状と活用方法」
場所：日本福祉大学名古屋キャンパス
第二部 名刺交換懇親会（場所：気晴亭）
ヤフー㈱中部営業部の林田部長、牧野氏にネット広告やホームページか
ら消費者に購入してもらうポイントをお話しいただきました。普段は何
気なく見ているホームページ上の広告ですが、企業を認知してもらい、購買意欲を刺激し、購入にいたるプロセスを緻密かつ繊細
なストーリーを作られていることに驚きでした。名刺交換懇親会も約20名の同窓生にご参加いただき、懇親を深めました。
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今後の事業案内
●2016年5月 チャリティーゴルフコンペ（第9回）
● 2016年11月26日（土） 経済学部同窓生のつどい
場所：日本福祉大学東海キャンパス（予定）
経済学部開設40周年記念事業として、大和ハウス工業㈱樋口会長にご講演
をいただく予定です。
● 2017年2月 セミナー＆名刺交換会

上記内容の詳細につきましては、次号の同窓会報や同窓会ホームページ等でご案内いたします。

お知らせ
経済学部同窓会では、2016年11月の
「経済学部同窓生のつどい」と併せて
総会を開催します。
3年
今回の総会は役員の改選となり、
間役員として同窓会活動をサポートして
いただける方を募集します。
役員として「同窓会活動をやってみた
い」
「在学生支援をしたい」といった要
望をお持ちの方がいらっしゃいましたら
同窓会事務局にご一報ください。

情報交流

それぞれの学習テーマ、それぞれの地域特性を踏まえて

−2015年度地域学習会−

通信教育部では、地域の特色や事情を活かした学習テーマのもと、学生の各グループが主体的に開催する学習会として「地域学
習会」が開催されています。学習会の講義では、本学の教員や外部の専門家だけでなく、本学卒業生による実践的な講義や体験
談もあり、同じ福祉の志や目標を持つ者同士の心強い支えとなるとともに、その後の人的ネットワークの形成につながっています。

●大阪地域学習会 in Tokyo 〜福祉の源流から潮流を学ぶ〜

2015年8月1日
（土）
〜2日
（日） 東京開催

●訓覇スウェーデンセミナー 〜自我を支えるスーパービジョン〜

2015年5月23日
（土）
〜24日
（日）
（第15回） 名古屋開催

2015年10月10日
（土）
〜11日
（日）
（第16回） 東京開催

2015年度に開催された地域学習会
地域学習会日程
5月23日（土）～24日（日）
8月 1日（土）～ 2日（日）
10月10日（土）～11日（日）
2月20日（土）
2月27日（土）
3月12日（土）
3月19日（土）～20日（日）

開催地域
名古屋
東京
東京
岡山
東京
愛知
名古屋

企画名
第15回 訓覇スウェーデンセミナー ～自我を支えるスーパービジョン～
大阪地域学習会 in Tokyo ～福祉の源流から潮流を学ぶ～
第16回 訓覇スウェーデンセミナー ～自我を支えるスーパービジョン～
地域福祉におけるソーシャルワーカーの基本理念と実践
福祉を楽しく！真剣に！学びを深める！人と人との繋がりを大切にする！
相談援助を考える ～燃え尽きないための相談援助とは～
第17回 訓覇スウェーデンセミナー ～自我を支えるスーパービジョン～

地域同窓会主催スクーリング会場での同窓生・通信生交流会が開催されました
主にスクーリング講 義終了
後、会場近隣で各地域の同窓
会主催の交流会が開催されま
した。2015年は、右 記の12会
場で開催されました（開催予定
含む）。会場によってはスクー
リング担当の先生も交流会に
参加され、同窓生と在学生の
世代を越えた新しい仲問との
つながりができたのではないで
しょうか。

2015年度に開催された通信生交流会開催
同窓会交流会日程 開催地域
担当同窓会
5月23日（土）
大阪
近畿ブロック同窓会
7月 4日（土）
富山
富山県地域同窓会
8月30日（日） 神奈川 神奈川県地域同窓会
11月 7日（土） 神奈川 神奈川県地域同窓会
12月12日（土）
香川
香川県地域同窓会
12月12日（土）
群馬
群馬県地域同窓会
1月 9日（土）
岡山
岡山県地域同窓会
3月26日（土）
東京
関東ブロック同窓会
3月26日（土）
富山
北信越ブロック同窓会
3月26日（土）
大阪
近畿ブロック代表者会議
3月26日（土）
福岡
九州・沖縄ブロック同窓会
3月27日（日）
岡山
中国ブロック同窓会
※網掛け部分は開催予定の企画です。

企画名
新入生歓迎交流会
通信学部在学生と同窓生の交流会
通信教育学生との懇談・交流会
神奈川県地域同窓会設立30周年記念講演会&レセプション
通信生歓迎交流会
通信教育部在学生・同窓生交流会
ようこそ岡山へ‼今年もやります。同窓生・通信生合同新年会
卒業を祝う会in関東
卒業祝賀会＆通信生交流会
卒業を祝う会in関西
卒業お祝い記念 大交流会in九州
卒業お祝い記念交流会in中国

出 会い・交 流の場として・・・

ホームページ・Facebook de 同窓会
○○年前に大学を卒業してから・・・、
同窓会のホームページやFacebookをご覧になったことがありますか？
▶日本福祉大学同窓会
ホームページ
全国各地域の同窓会、ゼミ・同期・サークル
などの認定同窓会の開催案内や開催報告を
はじめ、色々な情報を掲載しております。

http://nfudousou.auy.jp/
パソコン・タブレット端末 画面

スマートフォン 画面

◀お知らせ
全国の地域ブロックごとに分けてありま
すので、みなさんの所属するブロックのみ
の表示もできます。
一度、お住まいのブロックのタブをクリッ
クしてご覧ください。
ホームページ「お知らせ」

お世話になった先生や仲良しだった友達の近況、地元の同窓生の活動など
ホームページとFacebookが連動してみなさんへお届けしております。
▶トピックス
同窓会開催後に本部にお寄せいた
だきました内容を主にFacebook
とホームページへ掲載させていた
だいています。
Facebookの 記 事 に 良 か っ た ら
「いいね！」のアクションボタン
をぜひ押してください！事務局の
励みになります♪
Facebook 画面

ホームページ「トピックス」

みなさんの学生時代はいかがでしたか。
全国どこにでもいる日本福祉大学の同窓生の方とつながっていただく機会を
これからもホームページ・Facebookでご案内・ご報告いたします！
また次号より、同窓会報のデジタル版をホームページに掲載する予定です。
にほんふくしだいがくどうそうかい

第27回社会福祉セミナー「日本福祉大学セミナーin 長野」 開催報告

『命の根』を考え、
『根を張ったふくし活動』をめざして
2015年11月28日
（土）
、日本福祉大学セミナー
ていく」と強調されました。
in 長野（第27回社会福祉セミナー）を松本市の
後半は「地域福祉」
「子ども」
「相談支援」の
キッセイ文化ホールにて開催しました。同年2月に
3分科会、そして今回はセミナーで初めての高校
開催された同セミナー in 宮崎を視察してからの
生による特別分科会がポスターセッション形式で
9ヶ月間、長野県地域同窓会、同窓会北信越ブ
行われました。実行委員会を中心に今こそ考え
ロックで実行委員会を設置し、9回の実行委員会
なければならない「ふくし課題（テーマ）」を選び、
を経て本番を迎えました。
発表者、助言者と綿密な打ち合わせを重ねた結
実行委員は同窓生以外の方にもお願いし、当
果、3分科会では県内各地の『根を張ったふくし
日は100名余の方々にスタッフとして協力してもら
活動』が発表され、素敵な分科会となりました。ま
いました。長野県地域同窓会のパワーと、福祉に
た、高校生特別分科会は、
「地域にしっかり根を
関する県民意識の高さを感じました。
張って活動している高校生の姿がとても新鮮で、
基調講演は東京大学名誉教授の姜尚中氏が （活動内容が）
よく伝わった」と大好評でした。
「現代と人間」をテーマに話され、約550名の来
長野県地域同窓会のパワーとエネルギーは本
場者が聞き入りました。姜氏は「現代は『命の根』 当にすごいと感じることができたセミナーでしたが、
がぐらついている。社会が脆弱になり、国家に寄
これを機にますます同窓会活動の発展、そして
り添う人が増えるとどうなるかは戦前の歴史が示
県内のふくしがより良くなることを願い、次回の
している。
『命の根』は共に生きることで育まれ、 静岡県地域同窓会へ引き継ぐことといたします。

（文責：長野県地域同窓会事務局長 伊藤 直哉）
地域社会が強くなっていくことで『ふくし』が育っ

受付

会場全景
（基調講演）

分科会

高校生特別分科会

◎開催趣旨
「幸せ」とは何か、
「平和」とは何か、私たちはずっと考えてきました。
「ふくし」は「人々が快適に生きること、幸せ」を
目指します。すべての人々の「いのち」を大切にし、
「くらし」を豊かにし、
「生きがい」を見つけることが「ふくし」の目的です。
「平和」がなければ「ふくし」はありません。
住んでいる地域をつくり、お互いをささえあい、ともに歩んでいく、
「ふくし」を信州でシンフォニーのごとく奏でるために、
みんなで「幸せ」と「平和」について語り合いましょう。
◎ 開催テーマ
『信州で奏でよう ふくしシンフォニー』〜地域をつくり、
ささえ、
ともに歩む〜
◎分 科 会
第１分科会
第 2 分科会
第 3 分科会
特別分科会

「すべての人が暮らしやすいまちづくりとは？」〜地域のロマンを再発見
「子どもが輝ける世の中を」〜子ども支援の現場からの報告〜
「地域を支える相談支援」〜各職種における役割と可能性〜
「未来をつくる高校生の地域活動のいま！」

信州で見た ステキな街〜

第28回社会福祉セミナー
「日本福祉大学セミナーin静岡」のご案内
日

時

2016年11月19日（土）

会

場

アクトシティ浜松

マ

「静岡のふくし

テ

ー

13：30～

コングレスセンター4階
未来へのバトン（仮題）」

活 動 日 誌
5
（土）
5
（土）
・6
（日）
12
（土）
12
（土）
12
（土）

月

10

11

12

1

月

2

月

3

月

西三河/碧海地域同窓会
「安城の集い」
ラニ・ハルナ
見学・卒業を祝う会・学生と同窓生の交流会
全社ゼミ関係者同窓会
第2回東海地域ブロック代表者会議
富山県地域同窓会
「同世代
（新卒）
交流会&懇親会」
福岡県地域同窓会
「福岡県同窓生・学生の集い・懇親会」
・総会・交流会
茨城県地域同窓会 研修会&交流会・総会・懇親会
第2回九州・沖縄地域ブロック代表者会議
和歌山県地域同窓会 総会・懇親会・事業報告
1981年竹村ゼミ同窓会
福岡県地域同窓会「スーパービジョン研修会」講義・演習・交流会
奈良県地域同窓会 総会・公開講演会・懇親会
第2回北信越地域ブロック代表者会議
北海道田中会
岐阜県地域同窓会
「同窓生の集い」
・懇親会
大阪地域同窓会
「tea time 交流会」
新山会
第2回四国地域ブロック代表者会議
三重県地域同窓会 総会・交流会・懇親会
Ⅰ部聴覚障害者問題研究会“加絵手”OB・OG会
訓覇スウェーデンセミナー同窓会
（第16回）
基礎心理・情操教育を学ぶ会
サンニー勢和会
埼玉県地域同窓会「通信教育部交流会」
1968年度入学Aクラス
第2回東北地域ブロック代表者会議
PSW-NET
岐阜県地域同窓会 国際交流料理教室
滋賀県地域同窓会
「特養
『菊水園』
見学会&懇親会」
静岡県地域同窓会 総会・懇親会
大阪地区医療と福祉のソーシャルワーカー勉強会
1985年卒業社会福祉学部第Ⅰ部1年Kクラス同窓会
岡山県地域同窓会
「操山ハイキング」
瀬戸・尾張旭・長久手地域同窓会 文化講演会・総会・交流会
広島県地域同窓会
「似島散策」
サッカーサークル同窓会“がむしゃら”
第2回近畿地域ブロック代表者会議
富山県地域同窓会 総会・懇親会
岩手県地域同窓会
「アフター研究会被災地訪問」
未申会
37杁中会
杁中のロクさん
日本福祉大学フライングディスク部同窓会
神奈川県地域同窓会 設立30周年記念講演会&レセプション
広島県地域同窓会 公開講演会・総会・懇親会
中社大3期生のつどい
名古屋地域同窓会 福祉大学祭出展
兵庫県地域同窓会 交流会
小林ゼミ全体同窓会
岐阜県地域同窓会 飛騨支部総会・交流会
昭和37年度卒業社会福祉学部Ⅰ部
ヤジエセツルメントOS（45-55）
会
宮田ゼミナール
（農村問題ゼミ）
Five Flags同窓会
ヤジエセツルメント76年入学世代同窓会
36の会
同窓会設立60周年記念大同窓会
名古屋地域同窓会
「クラフト・八事の蝶づくり」
西三河/豊田・岡崎地域同窓会 総会・つどい
東三河地域同窓会
「次郎柿詰め放題」
北尾張地域同窓会 座談会
西尾張地域同窓会 交流会・スタンプラリー
知多地域同窓会
「カフェ・知多土産・ゲームコーナー」
静岡県地域同窓会
経済学部同窓会
「経済セミナー&ディスカッション」
195F同窓会
昭和42年度卒業社会福祉学部Ⅰ部同期会
宮田ゼミ拡大同窓会
亀谷ゼミTFCオール
昭和44年卒業社会福祉学部Ⅰ部同期会
井戸田セツルメント2012
半田キャンパスボランティア同窓会
半田バレーボールサークル同窓会
訓覇スウェーデンセミナー同窓会
日本福祉大学DⅠ66同期会
拡大近藤直子ゼミ同窓会
1979年度1部近藤直子ゼミ同窓会
第1期近藤直子ゼミ同窓会
1987年卒Ⅰ部近藤直子ゼミ
障害学生支援センターともの会

月

月

11

13
（日）
13
（日）
19
（土）
19
（土）
23
（水・祝）
26
（土）
26
（土）
26
（土）
3
（土）
3
（土）
3
（土）
3
（土）
10
（土）
10
（土）
10
（土）
・11
（日）
13
（火）
15
（木）
・16
（金）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
・18
（日）
17
（土）
・18
（日）
18
（日）
18
（日）
24
（土）
24
（土）
24
（土）
24
（土）
25
（日）
25
（日）
30
（金）
・31
（土）
31
（土）
31
（土）
31
（土）
31
（土）
・11/1
（日）
4
（水）
4
（水）
7
（土）
7
（土）
8
（日）
9
（月）
14
（土）
14
（土）
14
（土）
・15
（日）
15
（日）
21
（土）
・22
（日）
21
（土）
・22
（日）
21
（土）
・22
（日）
21
（土）
・22
（日）
21
（土）
・22
（日）
21
（土）
・22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）
22
（日）

網掛けは本部事項

月

月

9

2015年9月~2016年3月

22
（日）
82にこちゃん近直
22
（日）
'82年卒近藤直子ゼミ同窓会
22
（日）
オール児童文化部同窓会「BBS赤とんぼの会・オニヤンマの会・赤とんぼ’87」
22
（日）
昭和49年度金田ゼミ紫陽花の会
22
（日）
児玉善郎ゼミ同窓会
22
（日）
小木ゼミOG・OB会
22
（日）
大泉ゼミナールたてわり同窓会
22
（日）
1981年短大卒大泉ゼミ
22
（日）
野口忠久ゼミ生大同窓会
22
（日）
小泉純一先生を囲む会
22
（日）
レクリエーション部OB会“ふくろう会”
22
（日）
ナイト70の会
22
（日）
みちくさの会
22
（日）
昭和53年度卒第1部児島ゼミ同窓会
22
（日）
笛木ゼミ80年卒同窓会
22
（日）
日本福祉大学サイクリング部OB会
22
（日）
1975卒業Ⅱ部積ゼミ
28
（土）
社会福祉セミナーin長野 長野県地域同窓会交流会
28
（土）
K-net（近藤克則ゼミ）
28
（土）
・29
（日） 日本福祉大学硬式テニス部OB会
28
（土）
・29
（日） 日本福祉大学第14期二木立ゼミ同窓会
30
（月）
第2回常任理事会
北海道地域同窓会
「ガッツリ食って、
ガッツリ語る
5
（土）
意見交換会 生ハムもあるでよin白石 Part2」
5
（土）
岡山県地域同窓会
「シングル婚活ランチパーティー」
5
（土）
福岡県地域同窓会
「久留米de交流会」
6
（日）
福岡県地域同窓会
「北九州de交流会」
6
（日）
第2回中国地域ブロック代表者会議
6
（日）
東京地域同窓会
「国立療養所 多磨全生園見学会」
10
（木）
鴻福会
12
（土）
第2回理事会
12
（土）
香川県地域同窓会 通信生歓迎交流会
群馬県地域同窓会 通信教育部在学生・同窓生交流会
12
（土）
19
（土）
島根県地域同窓会 研修会・総会・懇親会
8
（金）
永岡ゼミ同窓会
岡山県地域同窓会「ようこそ岡山へ!!今年もやります。
9
（土）
同窓生・通信生合同新年会」
東京&神奈川県地域同窓会共催
「国試合格祈願・
10
（日）
新春高尾山参拝ツア― !!」
23
（土）
第2回関東地域ブロック代表者会議
30
（土）
名古屋地域同窓会
「料理教室」
30
（土）
大阪地域同窓会
「新年会&サテライト見学」
30
（土）
北陸地域就職相談会
九州・沖縄ブロック
「九州沖縄ブロック
30
（土）
Uターン就職等なんでも相談会in美浜」
30
（土）
静岡県地域同窓会 Uターン就職相談会
31
（日）
佐賀県地域同窓会総会・交流会
6
（土）
京都地域同窓会
「公開学習会」
名古屋地域・南尾張地域・経済学部同窓会
6
（土）
「経済セミナー&名刺交換懇親会」
6
（土）
・7
（日）
福島県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
7
（日）
千葉県地域同窓会 交流会
9
（火）
・10
（水） 四国地域キャリア情報収集バスツアー
13
（土）
北海道地域同窓会 総会・交流会
13
（土）
鹿児島県地域同窓会「通信生の会」
13（土）
・14（日）
第3回近畿地域ブロック代表者会議
14
（日）
栃木県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
福岡県地域同窓会
「同窓生・学生の集い
14
（日）
~分野・テーマ別情報交換会~&懇親会」
14
（日）
日本福祉大学アーチェリー部OB会
埼玉県地域同窓会
「上野、
谷根千を散歩しませんか」
20
（土）
20
（土）
福井県地域同窓会
「同窓生のつどい」
26
（金）
北海道地域同窓会 道東地区懇親会
27
（土）
北海道道南地域同窓会 交流会
28
（日）
第2回北海道地域ブロック代表者会議
（in函館）
4
（金）
三重県職員同窓会
5
（土）
大分県地域同窓会 交流会＆歓迎会
5
（土）
第3回常任理事会
5
（土）
愛媛県地域同窓会 60周年記念講演会
5
（土）
熊本県地域同窓会 実践レポート・情報交換会・懇親会
6
（日）
大谷京子ゼミ同窓会
6
（日）
沖縄県地域同窓会
「日福マインドを語る会」
12
（土）
第3回理事会
12
（土）
長野県地域同窓会総会・認知症問題セミナー
13
（日）
第3回東海地域ブロック代表者会議
19（土）
・20（日）
訓覇スウェーデンセミナー同窓会
（第17回）
26
（土）
近畿地域ブロック
「卒業を祝う会in関西」
26
（土）
関東地域ブロック
「卒業を祝う会in関東」
26
（土）
北信越地域ブロック
「卒業祝賀会・通信生交流会」
26
（土）
九州・沖縄地域ブロック
「卒業お祝い記念 大交流会in九州」
27
（日）
中国地域ブロック
「卒業お祝い記念交流会in中国」

「知的な育ち」を形成する
保育実践Ⅱ

本書は『「知的な育ち」を形成する保育
実践Ⅰ』2013年の続編で、1970年代から
80年代前半にかけての著名な三園（和光
鶴川幼稚園、
さくらんぼ保育園、神戸大学
教育学部附属幼稚園 ）の実践を丁寧に
考察している。
「 早期教育 」や、安易な
「児童中心主義」に偏らない、真の「知的
な育ち」とは何か、を現代的な視点から
解明している。

社会福祉士相談援助演習 事例集

●編著者：勅使 千鶴
（日本福祉大学名誉教授）
、亀谷 和史
（日本福祉大学教授）
、
東内 瑠里子
（日本福祉大学准教授）
●執筆者：金 珉呈
（2005年社会福祉学研究科修了）
、 木村 和子、宍戸 洋子、
中村 強士
（日本福祉大学准教授）
、 韓 仁愛
（2002年社会福祉学研究科修了）
、
吉葉 研司
（1991年社会福祉学部卒）

●監修
加藤 幸雄
（日本福祉大学前学長・名誉教授）
●編著
、
鈴木 武幸
（2003年社会福祉学研究科修了）
鈴木 政史

■新読書社
（2016年） 定価2,200円＋税

■学文社
（2015年） 定価2,600円＋税

障害のある人とそのきょうだいの物語
−青年期のホンネ−

●編者
近藤 直子
（日本福祉大学教授）
、
田倉 さやか
（元日本福祉大学助教）
日本福祉大学きょうだいの会
■クリエイツかもがわ
（2015年）
定価1,000円＋税

知的障害者の大学創造への道

−ゆたか「カレッジ」グループの挑戦−
●著者
長谷川 正人（2012年社会福祉学研究科修了）
●編者
田中 良三、猪狩 恵美子
■クリエイツかもがわ
（2015年）
定価2,000円＋税

子どもNPO 白書2015
−創刊号−

●編集：日本子どもNPOセンター編集委員会
●編集委員長：小木 美代子（日本福祉大学名誉教授）
●執筆者：喜多 明人、浅井 春夫
（1978年社会福祉学研究科修了）
、
奥地 圭子、木全 和巳（日本福祉大学教授）、
田中 尚輝、立柳 聡、吉野 裕之

高齢者、障害者のためのゲーム
「スキットル＆キャロム」
●著者
統合スポーツ共遊球技研究所
竹内 啓也
（1965年社会福祉学部卒）
■文芸社
（2015年） 定価1,000円＋税

■エイデル研究所（2015年） 定価2,500円＋税

「地方」の実践からみた日本キリスト教社会福祉
−近代から戦後まで−

●著者
杉山 博昭
（1985年社会福祉学部卒）
■ミネルヴァ書房（2015年）
定価7,000円＋税

新ケアマネジメントの仕事術
−現場実践の見える化と勘所−

●著者
ケアタウン総合研究所
高室 成幸
（1980年社会福祉学部卒）
■中央法規
（2015年）
定価2,800円＋税

現代社会福祉用語の基礎知識
（第12版）

●編集代表者
成清 美治
（1970年社会福祉学部卒）
、
加納 光子
■学文社
（2015年） 定価2,592円

介護福祉論
●編著者
成清 美治
（1970年社会福祉学部卒）
、
笠原 幸子
■学文社
（2015年） 定価2,380円＋税

福祉職場の採用面接

−複数面接＆実技観察−

精神保健福祉士（PSW）
の魅力と可能性

−精神障碍者と共に歩んできた実践を通して−
●著者：青木 聖久
（日本福祉大学教授）
■やどかり出版
（2015年）
定価2,200円＋税

本書は、筆者の生い立ちから始まり、本学
1年生の時、スキーバス事故で22名の級友
を失ったこと、阪神淡路大震災を被災地で
過ごしたこと、精神障碍者の普及啓発活動
に情熱を注いできたこと等を綴っている。18
年間の実践を通して、特に感銘深かった
精神障碍者や家族の姿を、精神保健福祉
士
（以下、PSW）
の視点で論じているのが、
本書の特長である。また、なぜ筆者が精神
科病院から地域の作業所に活動拠点を
移したのか、という想い、さらには具体的な
実践の中身についても触れている。本書は、
2006年に初版を出して以来、増刷を重ね、
今回で第3版になる。ぜひ、精神障碍者や
家族の人生に追体験できるPSW の魅力
や可能性を感じてもらえると幸いである。

ーオランダ、ドイツ、デンマーク、フィンランドー

学級担任・特別支援教育コーディネーターのための
「特別な教育的ニーズ」をもつ子どもの支援ガイド

■学文社
（2015年） 定価1,000円＋税

■明治図書出版
（2015年） 定価1,700円＋税

海外の介護保障を学ぶ

●著者
成清 美治
（1970年社会福祉学部卒）

社会福祉事業の
生成・変容・展望

●著者
戸田 竜也
（1999年社会福祉学部卒）

昭和陸軍全史 3 太平洋戦争

●著者
高室 成幸
（1980年社会福祉学部卒）

●著者
鵜沼 憲晴
（1989年社会福祉学部卒）

●著者
川田 稔
（日本福祉大学教授）

■筒井書房
（2015年） 定価1,800円＋税

（2015年） 定価6,900円＋税
■法律文化社

■講談社
（2015年） 定価1,296円
※「昭和陸軍全史１」及び「昭和陸軍全史２」
は2014年に刊行

公

示

2016年度日本福祉大学同窓会代表者会議等の開催について

◆ 代表者会議

◆ 代表者・事務局長合同会議

○開催日：2016年6月11日（土）
○会 場：名古屋栄 東急REIホテル
愛知県名古屋市中区栄3–1–8
TEL 052-251-0109
○議 事 1．2015年度事業報告について
2．2015年度収支決算について
3．同窓会規程等の改訂について（案）
4．2016年度事業方針・事業計画について（案）
5．2016年度収支予算について（案）
6．本部役員の選出について（案）
7．その他

○開催日：2016年6月12日（日）
○会 場：名古屋栄 東急REIホテル
○内 容：全体会、地域ブロック別等グループ協議
1．第2期（2016〜2018年度）3カ年計画についての意見交換等
2．2016年度ブロック計画の意見交換等
3．
その他
※各地域同窓会、学部同窓会の代表者には、追って詳細をご連絡します。
※認定同窓会で、所定の手続きを経て代表者登録をされた団体は、
代表者会議へのオブザーバー参加が可能です。

大学近況

半田キャンパス開設20周年記念式典・記念講演会・
記念学部祭が開催されました

愛知県半田市からの誘致を受けて1995年4月に誕生した半田キャンパス。開設20周年を記念した式典と記念
講演会が2015年7月4日、同キャンパスを会場に開催され、半田市関係者、一般市民、本学の卒業生・教職員ら約
400人が参加して20周年の節目を祝いました。

記念式典の様子

諏訪兼位日本福祉大学元学長による講演

著名な地球科学の研究者で、日本福祉大学元学長の諏訪兼位名誉教授による記念講演「東南海地震に備えて：地震と地盤」
を開催。諏訪先生は、情報社会科学部（現・健康科学部）の初代学部長であり、半田キャンパスが開設された当時のエピソー
ドを紹介しながら、参加者とともに当時の思い出を振り返りました。
午後からは20周年を記念した半田キャンパスの学部祭「七夕祭」を開催。あいにくの雨模様の天気にもかかわらず約1,000人
が参加しました。芸人企画のなかで登場した、浅井企画に所属するゴールドジョージ。ジョージさんは情報社会科学部の卒業生で
あり、半田キャンパスの思い出を語りながら会場を沸かすトークで学部祭を盛り上げました。また、半田キャンパスの卒業生約
80人が参加して同窓会が開催されました。

1

2

ゴールドジョージ（ジョージさん：左）

同窓会の様子。
参加者は在学当時にお世話になった
恩師と旧交を温めました。

中部国際空港株式会社と産学連携協定を締結しました
学校法人日本福祉大学と中部国際空港株式会社は、地域
における産学連携活動の円滑な推進と構成員の資質向上をめ
ざした相互協力をもって、地域社会の発展に貢献することを目
的として、2015年12月7日に産学連携に関する協定を中部国
際空港で締結しました。

武豊町と防災協定を締結しました
学校法人日本福祉大学と愛知県武豊町は、 防災協定を
2015年9月1日に武豊町役場で締結しました。 武豊町内には
本学の指定下宿があり、下宿生や町民である学生・生徒など
約400人が暮らしています。今回の締結は大規模災害の発生
に備え平常時から防災・減災に関わる事業の連携を図るととも
に、災害発生時において相互協力により応急・復旧対策等を
円滑に行うことを目的に結ばれました。

（左から）上用敏弘執行役員、友添雅直社長、丸山悟理事長、二木立学長

締結式には学園および中部国際空港から丸山悟理事長、
二木立学長、友添雅直社長、上用敏弘執行役員らが出席。
協定の概要やこれまでの連携実績、今後の計画について説明
された後、連携・協力内容が記された協定書に丸山理事長、
二木学長、友添社長が署名しました。今後はセントレアなどを
フィールドに、地域振興の推進や調査研究活動をはじめ、国
際交流・キャリア教育など地域に根ざした事業を連携しながら
展開していきます。

締結式には学園および武豊町から丸山悟理事長、二木立
学長、籾山芳輝武豊町長らが出席。 協定の概要、これまで
の連携実績や今後の計画について説明された後、４つの協力
内容（①防災及び減災に関する啓発の推進に関すること②災
害発生時における広域ボランティア活動に関すること③災害発
生時における学生の安否情報に関すること④その他、必要と
認めた事項）などが記された協定書に丸山理事長、二木学長、
籾山町長が署名しました。

豊田通商株式会社と産学連携協定を締結しました

豊田通商株式会社本社（名古屋市中村区）

学校法人日本福祉大学と豊田通商株式会社は、地域における産学連携活動の円滑な
推進をめざした相互協力をもって、地域社会の発展に貢献することを目的に産学連携協定
を2016年2月8日に締結しました。これまで豊田通商とは、企業・事業体の経営者を講師と
して招き、経営理念、経営戦略、マネジメントの要点を学ぶ「経営者講座（経済学部3
年生科目）
」において、2014年度から同社元役員を招きゲスト講義を行うなど交流を続け
てきました。 協定書には７つの連携・
協力事項（①海外における学びの場
の提供②研修並びに教育に関する協
業③福祉用具貸与並びに販売事業に
関する協業④スポーツ振興に関する協
業⑤学生へのビジネス機会の提供⑥
地域活性化に関する調査研究と情報
交換⑦その他、産学連携に必要と思
われる事項）が記されており、今後は
学生のキャリア教育や現任者を対象と
した研修の展開など、多様な分野での
連携を検討しています。
「経営者講座」でのゲスト講義

■2015年・2016年に学園・大学が締結した各種協定について
協

定

締結日

2016年2月8日時点
協

定

締結日

半田市との包括協定（学校法人と締結）
■同市との防災協定（学校法人・大学と締結）

2015年 1月16日 知多信用金庫との産学連携協定

7月 4日 （学校法人・大学と締結）



6月 4日

藤田保健衛生大学との包括連携協定（大学と締結）



2月13日



9月 1日

東海市との包括連携協定（学校法人・大学と締結）
■同市との施設開放に関する協定（同上）
■同市との防災協定（同上）



2月20日

中部国際空港株式会社との産学連携協定
（学校法人・大学と締結）



12月 7日



5月28日

豊田通商株式会社との産学連携協定
（学校法人・大学と締結）

2016年 2月 8日

日本福祉大学生活協同組合との相互協力協定
（学校法人と締結）

武豊町との防災協定（学校法人・大学と締結）

第1回東海キャンパス祭が開催されました

大学近況

2015年4月に開設した東海キャンパスで初めてとなるキャンパス祭が2015年11月7・8日に同キャンパスで開
催され、学生や一般市民が多数参加しました。キャンパス祭のテーマは「福祉と地域の絆」で、学生10人により
組織された東海イベントオフィスが6月からこの日に向けて準備を進めてきました。キャンパス祭スタート直後は人
影もまばらでしたが、正午に近づくにつれて学生だけでなく家族連れなどが多くつめかけました。キャンパス内で
はキャンパスツアーやスタンプラリーのほか、看護学部の企画として日本赤十字社・知多保健所による協力のも
と献血・骨髄バンク登録会が実施されました。このほかにも、学生サークルの発表や模擬店、ステージ企画、地
元ケーブルテレビ局による公開収録や子どもたちを対象とした射的・輪投げコーナーなどが設けられ、キャンパス
内は子どもたちの笑い声に包まれました。

科研費、本学が新規採択率で全国14位、
「社会福祉学」分野の採択件数で全国1位

大学近況

文部科学省が2015年9月16日に発表した「平成27年度科学研究費助成亊業（科研費）の配分状況等」において、本学の
新規採択率は37.0％で、新規応募件数が50件以上の全国の研究機関のうち14位となりました（全国平均：26.5％）
。併せて細
目別採択件数上位10機関（過去5年間の新規採択の累計数）が公表され、昨年度に引き続き「社会福祉学」において、本学
が1位（新規採択累計数：40.5件、うち女性22.0件）となりました。全351の細目のうち、私立大学が1位となったのは26細目10
大学です（早稲田大学：13細目、慶應義塾大学：3細目、立命館大学・順天堂大学：2細目、大妻女子大学・立教大学・北
里大学・日本大学・聖路加国際大学・日本福祉大学：1細目）
。
科研費は学術研究を発展させることを目的とした競争的研究資金で、独創的で先駆的な研究に助成を行うものであることからも、
本学の研究への取り組みが高く評価を受けたものと考えています。
＜文部科学省ホームページ資料より抜粋＞

◆ 研究者が所属する研究機関別

採択率

機関名

上位20機関（平成27年度新規採択分）

採択率（％） 採択件数

機関名

採択率（％） 採択件数

1

一橋大学

55.6%

69

11

東京学芸大学

37.9%

39

2

立教大学

45.1%

65

12

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

37.6%

64

3

東京外国語大学

44.3%

43

13

東京大学

37.4%

1,461

4

国立情報学研究所

41.2%

40

14

日本福祉大学

37.0%

20

5

国立遺伝学研究所

41.0%

43

15

同志社大学

36.8%

124
50

6

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

40.6%

41

16

静岡県立大学

36.8%

7

専修大学

40.3%

27

17

九州歯科大学

36.8%

25

8

日本女子大学

40.0%

32

18

京都大学

36.4%

1,115

9

関西学院大学

39.5%

81

19

国立医薬品食品衛生研究所

36.4%

20

南山大学

38.7%

24

20

中央大学

36.3%

69

10

（注１）平成２７年度科学研究費のうち、「奨励研究」を除く研究課題（新規採択分）について分類。
（注２）研究代表者が所属する研究機関により整理。
（注３）新規応募件数が50件以上の研究機関を分析対象。（採択率＝採択件数/応募件数）

◆ 詳細は文部科学省ホームページをご参照ください。

平成27年度科学研究費助成事業の配分について（文部科学省）http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1361986.htm

日本福祉大学大阪サテライトを開設しました

大学近況

都道府県別の地域同窓会はじめ、全国各地に様々なネットワークを擁する本学は、これまで全国各地に大学の拠点となるオフィス
を設置してきましたが、
この度近畿地域の拠点となる、
日本福祉大学大阪サテライトを2015年7月に開設しました。
これまで設置してきた地域オフィスと異なる点は2つ。1つ目は名称を「サテライト」としたことです。サテライトとは一般的に本校舎
以外の場所で授業等を行う環境を指しますが、今回開設した大阪及び既設の東京サテライトでは、その名のとおり各地域（関東地
域や関西地域）
にお住まいの方を対象としたリカレント事業（社会人対象の再教育）
の展開を目指しています。本学が60年以上蓄積
をしてきた知識やノウハウを社会人の方にも関わりやすい形で提供していく予定です。
2つ目は大阪サテライトの設置場所を、日本福祉大学の母体となる法音寺（本山：名古屋市昭和区駒方町）の支院にあたる、法音
寺大阪支院の敷地内に設置したことです。法音寺大阪支院には本学同様、法音寺を母体にした社会福祉法人昭徳会（本部：愛知
県名古屋市昭和区駒方町）の施設（軽費老人ホーム）も隣接し、3法人が同じ敷地内で活動することで、互いの連携をさらに深めて
いくとともに、学園創設者である鈴木修学先生が開学時に掲げられた建学の精神のもと、地域に必要な取り組みを数多く発信して
いくことも大阪サテライトの事業内容に含まれています。
そのような中、去る12月19日（土）に日本福祉大学大阪サテライト開所記念講演（日本福祉大学セミナーin大阪）を法音寺の皆さ
まの多大なご支援のもと、大阪支院内で開催しました。
記念講演の講師として、大阪の落語（上方落語）家として半世紀以上活動されている大御所 桂福團治さんに登壇いただき、
「誰
もが普通に暮らせる幸せを」
をテーマに当日は170名を超える参加のもと開催されました。桂福團治さんは、
ご自身の手術をきっかけに
「手話落語」の普及に尽力され、頭の中で創造する聴覚芸である落語を、視覚語（手話）で障害のある方にも楽しめるものにした数
少ない落語家であります。手話落語はメディア等で度々紹介されているが、掲載面は「社会面」や「福祉欄」ばかりで「娯楽番組」や
「文化欄」には中々載ってこない。いつの日か手話落語が「娯楽」と認知され、誰もが分け隔てなく楽しめる時代が来ることを願うとご
自身のHPで綴っておられます。本講演会では、そんな福團治さんが手話落語をはじめるに至った思いや普及活動における苦労点な
どを「手話落語と私」という演題で講演いただきました。講演会終了後には落語公演及び手話落語体験会も催され、笑いあり時には
涙ありの中、大盛況の内に終了しました。
今後も同窓生や一般市民の皆さんなど、数多くの方に必要とされる事業体をめざしていきます。
日本福祉大学大阪サテライト 亀山 哲也

主催者挨拶

落語公演（蜆売り）

講師を中心に記念写真

＜速報値＞2015年度 卒業生の進路・就職結果（2016年1月15日報告迄）
1月に入り、いよいよ就職活動も佳境を迎えています。学生個々の希望に叶った就職ができるよう、
キャリア開発課では今後も学生
支援に全力を尽くしてまいります。同窓生の皆様もご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
1月15日時点の就職内定率は81.9%(対前年同時期比+10.5%)と、昨今の経済状況を背景にして、企業・法人の採用意欲も高
く、現在のところ順調に推移しています。
しかし、未内定学生は200人近く存在しており、卒業まで残り約2カ月を切った中で、今後は
個別支援に注力をしてまいります。
【2015年度卒業生と過年度卒業生の就職実績】

〈表 1〉

〈グラフ 1〉

内定率

4/末 5/末 6/末 7/末 8/末 9/末 10/末11/末12/末 1/15 最終

100

10年度

7.3 12.6 20.4 27.0 31.5 40.1 47.1 54.1 60.8 64.3 97.8

90

11年度

5.0

70

12年度

5.8 10.3 17.6 22.4 27.1 33.8 42.5 52.2 59.6 65.3 97.4

13年度

9.2 13.2 17.3 25.1 28.3 33.9 47.3 55.3 64.6 67.5 97.3

14年度

8.1 12.6 19.5 31.0 33.9 41.6 49.3 58.2 67.1 71.4 98.2

9.6 14.3 20.5 25.4 32.4 41.2 50.0 59.6 61.8 96.9

▲3.9P ▲7.2P ▲7.4P ▲11.9P ▲8.6P ▲1.1P +16.5P +15.5P +13.1P +10.5P

15年度

4.2

5.4 12.1 19.1 25.3 40.5 65.8 73.7 80.2 81.9
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就職支援プログラムのご紹介
2016年度卒業生からいわゆる、経団連の就職倫理協定による
「就職活動時期」
が変更されます。
これにより、これまでの選考活動開
始より2カ月前倒しをされるということで、今まで以上に早い段階での準備が求められています。
こういった中、本学では3月1日の就活解
禁にあわせて、スタートダッシュがきれるよう、各種支援プログラムを通じて、密度の濃い、またスピード感を意識した就職支援を展開し
ております。

同窓生・同窓会による就職支援の取り組みのご紹介
①就職支援企画へのご協力

学内で実施する様々な就職支援企画に、卒業生相談員として多くの同窓生に
ご協力、ご尽力をいただいております。業界研究会
（通年）
や就活プランニングセミ
ナー
（12月）
、Uターン就職ガイダンス
（12月）
では、幅広い業界・職種から相談員や
講師としてご協力をいただき、就職活動へのアドバイスや相談の機会をいただき
ました。参加した学生には、実際の仕事の経験談、やりがいなどを教えていただき、
学生にとって自分の将来やキャリアプランを考える上での貴重な機会となりました。

②求人情報のご紹介

お勤め先や知人の方からの情報などをもとに、毎年多数の求人情報を同窓生の
方にご提供をいただいております。本学学生が対象となりうるような求人情報がござ
いましたら、お知らせいただけますと幸いです（求人のご案内や求人票につきまして
は、本学ＨＰ内に掲載しております）
。

③キャリア支援人材バンクへのご協力

本学では、学生が同窓生のキャリアアドバイザー
（在学生の就職を応援・支援して
くださる方）を検索できる「キャリアアドバイザー検索システム」を導入しております。
学生は本システムを通じて、同窓生の方へお願いしたい支援内容のご連絡や支援
日程をスムーズに調整ができます。ぜひ、キャリアアドバイザーとして後輩の支援に
ご協力・ご尽力をいただける方は、
ご連絡をいただけますと幸いです。
【お問い合わせ先】 キャリア開発課 T
 EL：0569-87-2321 FAX：0569-87-2273
Email：career@ml.n-fukushi.ac.jp

サークルトピックス

学生生活

今年度活躍した学生を励ます集い

開催報告

本学では、毎年、スポーツや学術文化、地域貢献活動など、課外活動においてすぐれた成果をあげた学生やサークル・団体を
表彰しています。2015年度の授与式「今年度活躍した学生を励ます集い」が2015年12月19日に美浜キャンパスで開催されました。
第1部は、日本福祉大学後援会主催による学生活動支援助成事業贈呈式、第2部は、学長表彰・学生部長賞表彰が行われ、
スポーツ活動や学術文化、地域貢献活動ですぐれた成果をあげた4個人、9団体が表彰されました。また、サークル協議会に
所属する36のサークルが、大学と後援会による援助のもと、活動に必要な備品の贈呈を受けました。
表彰団体・学生
○学長表彰（個人）
・スポーツ活動：岡鼻裕二（硬式野球部、経済学部4年）
○学長表彰（団体）
・スポーツ活動：フライングディスク部、男子ソフトボール部、女子ソフトボール部
○学生部長表彰（個人）
・スポーツ活動：赤沼詢一朗
（ウエイトリフティング競技、
健康科学部3年）
、
矢野紗也（セーリング競技、
国際福祉開発学部2年）
・地域貢献活動：佐野円香（ジュニアリーダースクラブ支援、子ども発達学部2年）
○学生部長表彰（団体）
・スポーツ活動：陸上競技部、Ⅰ部バドミントン部、Ⅰ部バスケットボール部、硬式野球部
・学術文化活動：合奏研究会吹奏楽団
・地域貢献活動：Ⅰ部聴覚障害者問題研究会加絵手
詳細は、大学トップページ→学園・大学案内→学園広報→トピックス一覧→「今年度活躍した学生を励ます集いが開催されました」
（2016/1/5掲載）でご参照いただけます。 http://www.n-fukushi.ac.jp/news/15/160105/16010501.html

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●Ⅰ部バドミントン部
私たちⅠ部バドミントン部は男子22人、女子12人の合計
34人で活動しております。春と秋に行われる東海リーグでは
男女ともに1部リーグでの優勝を目指し練習に励んでいます。
5月に行われる中部大会、8月に行われる西日本大会ではイン
カレ出場権の獲得を目標に努力をしております。昨年の結果
としては、
男子は東海リーグ1部3位、
女子は1部2位と、優勝
まであと一歩のところで手が届かない状況であり、来年こそ
優勝できるよう努力を積み重ねていきたいと思います。
部活の雰囲気はいつも明るく活気があります。選手一人一
人が個人の目標、団体の目標をしっかりと認識し、目標に向
かって日々努力すること、部員内でのライバル意識をもって
部活に取り組むことを怠りません。また愛知県内の高校や県

外のジュニアチーム等の練習
受け入れを頻繁に行い、バド
ミントンに必要な技術やバド
ミントンの楽しさを伝える活
動も積極的に行っております。

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●フライングディスク部
私たちフライングディスク部は男子17人、女子10人の
合計27人で活動をしており、主にアルティメットという競
技とガッツという競技を行っています。アルティメットで
は9月にある全日本学生アルティメット選手権大会出場に
向け週4日の練習に励んでいます。またガッツでは2015年
に台湾で行われたアジア・オセアニアガッツクラブ選手権
大会に日本福祉大学から3人出場し見事優勝することがで
きました。今年6月に行われる世界大会には現役から2名、
OBから1名日本代表として出場します。
普段の練習ではお互いが気になったところでは、学年に
関係なく指摘し合い目標に向かって日々の練習を行ってい
ます。またOBさんや他大学からの人たちも練習に足を運
びに来てくれているおかげでとても活気のある練習が毎回

行えています。
これからも男女ともに全
日本学生アルティメット選
手権への出場を目指して
日々の練習を頑張っていき
たいと思います。

毎年1月2 8日は、多くの同窓 生 が 全 国 各地で、犀川スキーバス事 故のことに思いを馳せ 亡くなった学友を
偲んで、年を重ねてこられたことと思います。来年は、仏教法要では大きな節目の年にあたる三十三回忌を迎えます。
二十七回忌以降の現地での法要は、遺族会のご意向により、ご高齢になられたご両親が一人でも多く参加できる
よう、足元の悪い厳冬の1月を避けて、気候の良い秋に執り行われてきました。
しかし、来年は改めて祥月命日に執り行いたいというご遺族のご意見がまとまり、下記のとおり執り行われることに
なりました。
同窓生の皆さまで出席をご希望される方につきましては、ご予定くださいますよう、ご案内申し上げます。

犀川スキーバス事故

三十三回忌現地法要

〇２０１７年１月２８日（土）
場 所 正源寺（本堂及び観音堂）、現地慰霊碑
参列者 ご遺族 大学教職員 三重交通関係者

＊これまでの回忌法要と同様、遺族会・大学・三重交通の三者合同での法要となります。

予

定

午前５時４５分
午前９時
午前１０時４０分

現地慰霊碑 早朝供養
正源寺での法要（仏式）
現地慰霊碑 献花式

現地慰霊碑

＊詳細は次号の同窓会報でお知らせいたします。

＊なお、美浜キャンパスで行われる「犀川スキーバス事故追悼集会」は、現地法要との重なりを避け、来年は1月26日（木）に執り行われる予定です。

大学では、事故の教訓を次世代に引き継いでいくためにも、当時の資料の整理・保存の取り組みをすすめており
ます。ゼミやサークルでまとめられた追悼文集につきましても、保存をしていきたいと考えております。
同窓生の皆さまで複数冊お持ちになり、お送りくださることが可能な場合は、下記あてにご連絡いただけますと
幸いです。
問い合わせ先
日本福祉大学 理事長・学長室
〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田 Tel：0569‐87‐5225 Fax：0569‐87‐2796 E-mail：rg@ｍl.ｎ-fukushi.ac.jp

訃 報
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
早坂
丹羽
今井
森
山本
佐藤
寺脇
森

松さん
鉦治さん
圭一さん
昭次さん
邦夫さん
安男さん
潔さん
和子さん

1955年中部社会事業短大卒／2014年4月ご逝去
1956年中部社会事業短大卒／2015年1月ご逝去
1957年中部社会事業短大卒／2015年5月ご逝去
1960年社会福祉学部卒／2015年5月ご逝去
1961年社会福祉学部卒／2015年10月ご逝去
1964年社会福祉学部卒／2016年1月ご逝去
1965年社会福祉学部卒／2014年9月ご逝去
1965年社会福祉学部卒／2016年2月ご逝去

石田
高橋
長坂
田中
岡本
平田
岡
竹内

孝さん
恒男さん
謙吉さん
良三さん
隆司さん
洋子さん
俊子さん
大貴さん

1966年社会福祉学部卒／2015年3月ご逝去
1966年社会福祉学部卒／2014年4月ご逝去
1966年社会福祉学部卒／2015年7月ご逝去
1975年社会福祉学部卒／2016年1月ご逝去
1979年社会福祉学部卒／2015年2月ご逝去
1983年社会福祉学部卒／2012年8月ご逝去
2007年通信教育部卒／2014年1月ご逝去
2007年福祉経営学部卒／2015年10月ご逝去



〜あなたのキャリア眠っていませんか？〜
株式会社エヌ・エフ・ユーでは、“出産”や“子育て”、“転居”などで
眠っているあなたのキャリアを介護のお仕事に活かします！
「もう一度介護の仕事に携わりたい」
「しばらく仕事から離れていたけど大丈夫？」
など、
お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先

株式会社エヌ・エフ・ユー ソーシャルビジネス推進課（担当：酒井、松下）
TEL：0569-21-0560 FAX：0569-21-0630

（卒業年次順）

社会福祉学会（学内学会）

活 動 案 内

1968年に発足し、年一回の大会を中心に活動しています。本会は、研究と実践の双方の視点を持ち、大学と現場を
結びながら、時代の動きと社会福祉の現状、国民生活の実態、要求を見極め、真に国民の為の社会福祉研究、実践の
方向性を切り開いていくことを目的としています。
会員は、年代・職種共に幅広く、卒業生、教職員、学生が中心です。様々な視点から社会福祉について一緒に学びま
せんか？ ぜひ、ご入会ください。ホームページからも入会のお申し込みが可能です。

●若者セミナー ＜2015年11月28日＞
「今までの実践と未来を語ろう 〜明日へつなぐ支援〜」
各分野で活躍する若者が集い、活気あるセミナーが開催されました。
実践報告では「人と人との繋がりの大切さ」
「自分自身にできることと頼れる仲間
作り」について、相手の立場に立って実践することは勿論、課題や疑問に向き合い、
更なる発展を目指そうという意欲が感じられる報告でした。後半はワールドカフェ方式
によるグループディスカッションを行い、
「私は
こんな支援者になりたい」をテーマに話し合い
ました。今回「明日から頑張りたい事」を付箋
に書いて他の参加者からコメントを貰うフィード
バック方法を初めて取り入れ、参加者それぞれの「頑張りたい事」の返事に
は「イイネ！」
「一緒に頑張ろう」
「応援しています」等多くのコメントと元気を
もらいました。

今年は、6月18日
（土）
・19日
（日）
に第48回大会を東海キャンパスで開催します。テーマは「平和と人権・福祉」で1日目
の記念講演には藤井克徳さん
（日本障害者協議会代表）
をお迎えします。2日目は、貧困、児童、障害、高齢、教育実習研
修の5つの分科会を行います。全国から会員、卒業生等が集まり、講演会、高齢者分野・児童分野などの分科会における
実践報告を予定しています。また、8月もしくは9月ごろに若者セミナーを実施予定です。他にも、社会福祉に関する論文等
を掲載する『福祉研究』の発行、社会情勢に応じた講演会・研修会を行う「新春企画」などの活動をしています。
非会員の方も、ぜひご参加ください。

〈文責：運営委員 浅野 寿枝〉

入会・活動に関するお問い合わせ日本福祉大学社会福祉学会（学内学会）

〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田 日本福祉大学内
TEL 0569-87-2211（代） FAX 0569-87-1690
E-mail gakkai@n-fukushi.ac.jp
URL http：//www.geocities.jp/gakunaigakkai/

※お 電話でのお問い合わせは金曜の10時〜13時に
お願いいたします。

Kurasott ユウナル東海店（くらそっと）
暮らしに “そっと” 寄り添うライフスタイル相談カフェ

ユウナル東海の一角にオープンした「くらそっと」は、福祉用具の販売、介護保険レンタル＆販売、
住宅改修・福祉住環境など、暮らしにまつわる相談ができるお店。日本福祉大学グループが営む、ほっ
と安らぐ空間が嬉しいカフェ＆ショールームです。
カフェ 9：00〜18：00
（不定休）
東海市大田町下浜田137 ユウナル東海内
（土日祝休）
TEL 0562-38-6250（代） P ユウナル東海駐車場（30分無料） ショールーム 10：00〜17：00
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編集後記
2015年度は同窓会にとって設立60周年という記念の年です。1955年に67名の先輩によって設立
された本同窓会は、いまや6万名の会員に会報をお届けする大きな同窓会となり、今年度は記念の
集いを含めて、214件もの行事が全国各地で開催されました。これらの同窓会活動を会報で全て網
羅し、紹介することはできなくなってきています。会報とホームページおよびFacebookを連動させ
てできる限り、リアルタイムに「同窓会の今」を発信するように努めています。60年の歩みの上に、
会員にとって価値ある「拠る辺」なる同窓会づくりに役立つ情報発信に、会員の皆様のご協力・ご
支援をお願いします。
（Ｔ.Ｍ）

