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「福祉文化創成事業」

日本福祉大学が取り組む
1「福祉文化創成事業」概要とねらい

福祉文化創成事業とは、誰もが人として尊重されるしあわせな社会の実現、それを担う「人財」の養成・輩出という
本学の使命を果たす取り組みです。学園の礎をなす「建学の精神」の継承発展につながる全ての事業を指します。本事
業は学園創立50周年（2003年）を機に、本学の研究・教育が果たしてきた役割を再認識するなかで、建学の精神に立ち
返り、広く社会のなかで福祉文化が醸成されることをめざし、
全学をあげて推進しています。

2 これまでの経緯と本学での位置づけ
具体的な事業としては、
「高校生福祉文化賞エッセイコンテスト」
が 50周年記念事業の一環で始まりました。
「21世紀
学園ビジョン」
（2006年）では、本学園がめざす3 つの基本目標のひとつに、福祉文化創成事業が取り上げられています
（「福祉文化」の創成と全国への普及）。その後、
「第2 期学園・大学中期計画」
（期間：2015年度～2020年度）では、主要政
策の 3 つの基本戦略のひとつに掲げられ、継続して事業を推進しています（「同窓会・後援会による支援および 3 法人
連携を基盤とする福祉文化創成事業などの展開」
）
。

各事業内容の紹介 〉〉
本事業に位置づけられる取り組みは、創立50周年を迎える前からも開催されています。今回は、とりわけ大学や同窓会、
学園関係法人が関わっている事業をピックアップしてご紹介します
（2016年度開催実績を中心に）
。
1「作文コンクール」
知多の子どもたち
からのメッセージ
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2『はじめてのふくし』制作
3 高校生福祉文化賞
エッセイコンテスト

4 福祉用具アイデア
コンテスト

高校教員・中高生・
福祉関係団体・
知多全域の
一般
小・中学生
高校生

5 福祉教育研究フォーラム・
高校生と大学生のつどい

福祉系高校教員・
高校生・在学生・一般

6 社会福祉・医療系の
仕事発見セミナー

高校生・保護者・
高校教員

7 学園創立者紹介
書籍の贈呈

福祉文化
創成事業

8 大学COC事業のうち、

在学生

在学生・教職員・
同窓生等

同窓生・
法音寺・
福祉施設・一般等
昭徳会
在学生
一般
関係者 保護者・同窓生・
一般（檀信徒）等
三法人
連携事業

日本福祉大学
セミナー・文化講演会

9 ふくしAWARAD

50周年記念館の
活用
寿齢讃歌 写真展
知多半島春の
国際音楽祭 2017
地域ブロックセンター等を
拠点とした各種研修・講座

社会福祉施設の
アート＆クラフト展

ねらい： 身近な出来事や社会
事象を見聞きし、
体験しながら
さまざまな思いや願いを抱く
子どもたち。その思いを受け
止めることで、大人が子ども
たちへの理解を深め、今後の
教育やまちづくりを考える機
会になることをめざします。
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ねらい： ふくしへの関心と
理解を深めます。また、大学
でふくしを学ぶ意欲を高
め、卒業後の進路に対する
見通しを持つことにも寄与
することがねらいです。

3

内 容： 幅広
い「ふくし」
と
進路イメー
ジを解説し
た入門冊子。高校の授業、福祉
施設・社協インターンシップ
での活用のほか、本学入学前
学習教材として配布。

高校生福祉文化賞
エッセイコンテスト

ねらい： ①次代を担う若者を
通じた
「ふくし」
文化の普及
②高校や支援者に向けて本
学の認知度向上、
拡大
③高大連携（教育・教材支援、
学生募集）

4

内容： 本学と半田市生涯学習
推進協議会とで主催する、知
多半島内の小中学生を対象
にした作文コンクールです。
22回目となる2016年度は、
46校 3,145作品の応募があ
りました。

『はじめてのふくし』制作

とりわけ地域連携教育
（「ふくし・マイスター」養成）
※2015年度新入生より対象

一般

作文コンクール
知多の子どもたちからのメッセージ

内容： 本学・
朝日新聞社
共催による
コンテスト。
毎年、
海外からも
含め1万点近い応募があり、
高校の授業や課外活動で活
用されています。

福祉用具
アイデアコンテスト

福 祉 機 器 や 福 祉 用 具 、ユニ
バーサルデザイン、
障がいの有
無にかかわらず、利用者ニー
ズに配慮したサービス・・・
誰もが快適に暮らせるため
の高校生のアイデアを募集。
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福祉教育研究フォーラム・高校生と大学生のつどい

ねらい： 青年期における福祉の学びと教育の発展を
めざします。 ①福祉系高校教員と本学との連携強化
②研究成果の社会的還元 ③学生募集
（高大連携）
内容： 教員研修・交流の場として、
講演・分科会・シン
ポジウムなどを2007年度より開催。高校教員・本学
教員による実行委員会形式で運営。つどいは、高校
生と本学学生との交流・学びの機会として、オープ
ンキャンパス企画の一環で開催しています。
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学園創立者紹介書籍の贈呈

「建学の精神」の継承を目的に、毎年、入学式で通学部新入生全員に
入学記念品として贈呈しています。
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内容： 被写体が80才以上の高齢者であることが
条件の公募写真展を開催。人生経験豊かな高齢者
の奥深い表情や、
日常の一瞬を切り取った人生のマエストロたちの写真展です。
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大学COC事業のうち、
とりわけ地域連携教育
（「ふくし・マイスター」養成）

ねらい： 持続可能な「ふくし社会」
を担う人材を養成・輩出すること
を通して、
地域課題の解決や魅力あ
るまちづくりなど、地 域に貢献し
ます。
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寿齢讃歌 写真展

地域ブロックセンター等を拠点とした各種研修・講座

ねらい： 市民にとって必要な学びの場、
リカレント事業の場の創出

8

内容： 県地域同窓会・本学共催による各
分野・領域で働く同窓生相談員による就
職相談・説明会です。

内容： 学部科目と全学共通科目による体系的
な地域連携教育で「ふくし・マイスター ※ 」を
育成します。 ※「ふくし・マイスター」とは広
義のふくしの視点とともに市民力やボラン
ティア 精神・リーダーシップを兼ね備え、地域
住民とともに課題解決に当たることができ
る人財（人材）です。

50周年記念館の活用

学園創立者や歴史の紹介
展示、文化事業等を開催
しています。
今後のさらな
る活用が期待されます。

ねらい： 地域における福祉文化の普及、
醸成
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社会福祉・医療系の仕事発見セミナー

ねらい： ①幅広いふくしの仕事イメージ
の普及、
醸成
②学生募集（本学関心層・接触者数の拡大）
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ふくしAWARD

授業や課外活動で学んだことについて、
プレゼンテーション能力・ICT活用能力を
基礎にしてお互いの学びを
「表現」
し合う
プレゼンテーションコンテストです。
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内容： 大阪サテライト主催「家族の介護
を考える学習会」、名古屋市教育委員会・
本学共催
「市民大学公開講演会」
等を開催

日本福祉大学セミナー・
文化講演会

ねらい： ①教育・研究活動の成果を地域に還元し、
福祉文化を醸成
②同窓生ネットワークの強化（学園支援者層の形成）
③地域における本学の知名度向上
内容： 全国各地で、
本学と大学後援会主催による文
化人・著名人の講演会を開催。
地域同窓会主体の社会
福祉セミナーは、
2016年度に28回目を迎えました。

知多半島春の国際音楽祭 2017

ねらい： 住民全体の音楽によるまちづ
くり、地域からの音楽の発信、観光の促
進などを目的とした音楽祭です。
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内容： 知多半島全域で多数のコンサート
を開催します。音楽祭運営委員会・実行
委員会形式。
本学は特別協賛団体となっ
ています。

社会福祉施設の
アート＆クラフト展

ねらい：
①地域における福祉文化の普及、
醸成
②障がい児・者、
施設に対する理解促進
内容： 長野県内の社会福祉施設・団体の利用者が制作した絵画や工芸品を展示する作品
展です。松本駅東西自由通路で開催しています。作品の一部は、学内でも展示しています。
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三法人※ 連携事業

ねらい： ①創立者顕彰
②
「建学の精神」
の継承・発展
③学園事業の理解促進
④介護人材確保・育成

※三法人
宗教法人 法音寺
社会福祉法人 昭徳会
学校法人 日本福祉大学

内容： 各支院でのセミナー等開催、情報
交換、
『法音』寄稿、受託事業などを行っ
ています。

同窓生の皆さまへ 〉〉
福祉文化創成事業は、
福祉、
医療、
教育、
スポーツ、
環境、
人権、
平和、
国際協力など多方面にわたり、
この紙面では紹介しきれな
いほどの広がりをみせています。その原動力は、建学の精神であり、同窓生の皆さまをはじめとする関係者の方々のご理解
と参加によって推進されています。
日本福祉大学同窓会は、エッセイコンテストや入賞作品の紹介（http://www.n-fukushi.ac.jp/50th/essay/）、
『はじめての
ふくし』の配布、福祉教育やボランティア活動に熱心に取り組む高等学校の紹介、
「社会福祉・医療系の仕事発見セミナー」の
開催、
各地における高校生のふくし体験発表の場の創出など、
高大連携を視野に入れて福祉文化創成事業の推進に協力します。
また、大学後援会など関係団体と連携をはかり、人が人として尊重され、安心して平和に暮らしていける持続的な社会の実現
を希求する
「ふくしの文化」
を育てていきます。
引き続き、
同窓生の皆さまのご協力とご支援をよろしくお願い申し上げます。
日本福祉大学同窓会
（お問い合わせ先 alumni@ml.n-fukushi.ac.jp）

研 究

Research

紹 介

Introduction

災害時の共助から看護専門職の
思いと力を考える
看護学部准教授

新美 綾子

必要な指示が得られれば、医療的処置の実施も可能である。
命に係わる緊急時には、保健師助産師看護師法第37条
東日本大震災以降、日本は災害多発期、地震頻発期に
により、医師の指示がなくても臨時応急の処置が可能で
入ったのではないかといわれている。しかも、東日本大震
ある。また、看護職は常に看護の対象者を思考の中心に
災以上の被害規模になるとみられている東海・東南海・
おき、他職種との連携やコーディネートを日常業務とし
南海の3 連動地震である南海トラフ巨大地震が想定され
ていることから、被災時にも様々な人と調整し、連携す
ている。東日本大震災の経験から、広域にわたる大規模
る能力がある。よって、避難所の避難者全体が協力し合
災害時には、行政が直ちに駆けつけて救助や支援を行う
う体制を作ることも可能であると考える。したがって、
「公助」には限界があり、地域コミュニティやNPOな
災害時の看護職の存在は、人々の命を守るうえで非常に
どによる共助が、防災、減災とその後の復興期までを支
大きい。しかし、病院などで正規職員として働いている
える大きな力となることが広く認識された。一方、東海
看護職は、災害時には所属機関への参集行動をとること
キャンパスが位置している東海市では、来るべき大規模
が多い。一方で、わが国には、所属をもっていない潜在
災害に備え、様々な課題を洗い出し、備えを検討している。 看護職が約70万人いると推定されている。これらの人た
その一つに、市内在住医師数が少なく、休日や夜間など
ちの多くは一般住民として生活しており、被災時には住
に発災した場合、発災直後の医療ニーズが高い時期に十
民とともに行動するであろう。専門的な災害医療には、
分な医療的ケアの提供が困難になるという課題があった。 多くのトレーニングと専門的な技術が必要となる。しか
この場合、いかにして住民の命を守るか。そこで、東海
し、十分な医療資材や設備がない被災直後の避難所では、
市の保健師、保健所の保健師、開業医師、本学福祉経営
ナイチンゲールの考え方が生きてくるのである。医療現
学部山本克彦准教授（災害ソーシャルワーク）、看護学
場の第一線から離れていることは関係ない。大切なのは、
部肥田佳美准教授（地域看護学）
、全学教育センター佐
そこで行動を起こせるかということである。
藤大介助教（災害ソーシャルワーク）らと研究チームを
結成し、看護職の免許を保有しているが病院等で働いて
２．潜在看護職のパワー
いない潜在看護職の力を借りた課題解決に取り組むこと
にした。本稿では、そのエッセンスに触れながら、看護
災害時に潜在看護職が行動を起こせるために、まず、
専門職の力について考える。
災害時に潜在看護職に何を期待するかを研究チームで検
討し、必要なコンピテンシー（遂行能力）を抽出した。
その内容は、潜在看護職が自分の力を再確認すること、
１．地域在住災害支援ナース養成の発想
感染症予防をふまえた避難所運営に関与できること、慢
ナイチンゲールは、看護とは自然が患者に働きかける
性疾患をもっている人や外傷を負った人に当面の対応が
ように最善の状態に患者をおくことであり、そのために
できることなどであった。これをもとに、2015年に地域
患者の生命力の消耗を最小にするように環境を整えるこ
在住災害支援ナース育成プログラム案を作成、試行し、
とであると述べている。この考え方は、看護専門職とな
2016年には、さらに改良したプログラムを展開した（表1）
。
るための基礎教育において学生に伝えられ、看護職とし
プログラムに参加した潜在看護職は、子育て中の方から
ての行動の礎となっている。また注射、投薬などの診療
定年退職後の方まで、最高齢は73歳であった。終始和気
の補助技術以外の看護の実施には、他のコメディカルに
あいあいとした雰囲気でプログラムは進み、トリアー
あるような「医師の指示」は必要なく、看護職自らの判
ジ・応急処置の演習では、現役の看護師や看護学生を教
断で人々の健康を守るために行動できる。このような看
えている講師が驚くほど積極的で、実践的な質問も多く、
護職の仕事の特徴は、災害時の避難所において、人々の
看護職としての往年の動きを垣間見た。このプログラム
健康を保つために必要な環境を整え、排泄や食事摂取に
で参加者は、「自分たちにできることがある」「災害時
困難がある人、慢性疾患をもっている人、高齢者、乳幼児、 には積極的に関わっていきたい」など意欲的な姿勢を見
妊婦、褥婦などの健康リスクの高い人への対応に結び
せた。しかし、プログラムを通して最も大切だと感じた
付く。助産師が居合わせれば、お産が始まったとしても
のは、
「仲間がいる」ということである。一人ではでき
安心であり、看護師であっても分娩時の基本的な看護は
ないことでも、看護職の仲間がいること、たとえその場
実践できる。もし外部の医師に何らかの形で通信ができ、 にいなくても連絡を取りあえることなどが、行動の原動

はじめに

研修会風景

表1）2016年地域在住災害支援ナース育成プログラム
回

テーマ

１ 「災害現場での
実体験を
聴こう！」

講師

内容
東日本大震災の釜石市の
被災状況と医療救護体制

岩手県釜石市
保健師・事務職
各１名

２ 「災害が起きたら、 日本福祉大学
どうする？」
福祉経営学部
山本克彦准教授
全学教育センター
佐藤大介助教

災害ソーシャルワーカー
として、被災地での様々な
支援の経験から、災害時に
何をしなければ
ならないかを学ぶ

３ 「HUGを使って
災害を体験
しよう！」

日本福祉大学
看護学部
新美綾子准教授他

HUG（災害時避難所運営
ゲーム）
を用いて、実際に
災害が起きたときの状況を
体験してもらい、災害時の
避難者の対応を学ぶ

４ 「災害時にお産が
始まったら！」

山口助産院
山口みちる助産師

「避難所でお産が始まったら
どうするか」
など、
妊産婦さんへの対応および
応急処置について学ぶ

５ 「災害の
応急対応を知ろ
う！」

名古屋掖済会病院
副院長・救命救急
センター長
北川喜己医師

救命のスペシャリストから
災害時のトリアージや
応急処置について学ぶ

６ 「災害時に
何ができるか
考えよう！」

日本福祉大学
看護学部
新美綾子准教授他

今まで学んだことを踏まえ
て、東海市のマップを作成
し、災害時に看護職として
何ができるかあらためて
考える

力になると確信した。定期的な研修機会を設けて知識や
技術を確認することだけでなく、研修を通した顔が見え
る関係の仲間づくりからネットワークづくりに発展させ
ることが、潜在看護職のパワーをより強固なものとする
のである。

を退いたとしても、力を発揮する場、力を発揮する方法
は多々ある。プログラム参加者の中で、
「まずは自分の
健康に気をつけて、自分のできることをやっていきたい」
とアンケートに書いてくださった方がいた。まさにその
気持ちを持ち続けることが、生涯看護専門職であり続け
るということなのではないか。この思いが集まれば、
災害時に多くの人の命をつなぐことになり、看護本来の
目的が達成されるのである。そのためには、潜在看護職
が気軽に受講できる様々な研修会が企画され、いつに
なっても学ぶ機会がある環境が理想である。潜在看護職
に学ぶ機会を与えることのできる地域に開かれた大学で
あり続ける必要性を強く感じた。

おわりに
看護専門職の責任感の強さは、他の職種に決して負け
るものではない。研修会で強くお願いしたのは、災害時
にはサービスの提供者に徹することなく、自分自身も被
災者であるということを忘れずに行動してほしいという
ことであった。プログラムに意欲的に参加いただいた定年
退職後の方の後ろ姿は、後輩の私にとっては自分の将来
の姿として心に刻んだ。今後も看護専門職の思いと力を
つなげるように、この研修会をさらに発展していきたい。
日本福祉大学 看護学部准教授

新美 綾子

３．看護専門職であり続けること
生涯現役とは芸能や芸術などの世界ではよく使われる
言葉である。国家免許である職種は、定年退職後も免許
証は保有している。免許に定年がないように、その免許
を取得するために学んだ知識や技術は個人の中にあり
続ける。就業している看護職は、保健師助産師看護師法
第33条により、2年ごとに届出が義務付けられている。
潜在看護職については、これまで把握する方法がなく、
人数も推測の域を出なかった。しかし、一昨年より、退職
後の看護職の届出が努力義務化されたことで、これまで
わからなかった潜在看護職の所在が少しずつ明らかに
なる。加えて、日本老年学会は高齢者の定義にある高齢
者の年齢を75歳以上に引き上げるよう提言した。この提
言は、わが国では定年後の多くの人々が長く能力を発揮
できる状態にあることを示している。所属していた職場

2009年
2014年
2014年
2015年

Ayako Niimi

プロフィール
1980年 名古屋保健衛生大学衛生学部卒業
1980年 名古屋保健衛生大学病院、
小田原市立病院、半田市立半田病院
1984年 半田常滑看護専門学校教員
2002年 同 副校長
愛知県立看護大学大学院看護学研究科看護学専攻修了 修士（看護学）
愛知県立大学大学院博士後期課程修了 博士（看護学）
日本福祉大学福祉経営学部准教授
日本福祉大学看護学部准教授

主な業績
【著書】
・看護師国試 満点獲得！状況設定完全予想問題集2015年版，
共著，成美堂出版，2014
【論文】
・大地震発生を想定した看護職者の参集意識－看護職の個人的要件
との関連－，共著，集団災害医学会誌，21(2)，pp.216-225，2016.
・新卒看護師の看護技術に対する看護教員と看護実践者の評価の
視点と到達基準～輸液ラインのある患者の寝衣交換技術の観察を
通して～，単著，日本看護研究学会誌，34(4)，pp.33-44，2011.

み や じ ま
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宮島 徹也さん

富山県車椅子バスケットボールクラブ所属
車椅子バスケットボール選手
富山県生まれ。2011年3月、日本福祉大学情報社会科学部人間福祉情報
学科卒業。中学2年の時、バスケットボール県選抜チーム入りを決める選考
会中に靱帯断裂の大けがを負い、手術を受けるも医療ミスが原因で左太もも
から下を切断。半年後に車椅子バスケを始め、高校2年でジュニア日本代表、
日本福祉大学在学中の2008年には北京パラリンピックに日本代表として
出場。その後も2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロと3大会連続出場
を果たす。アスリート契約を交わすバーチャレクス・コンサルティング株式
会社に在籍し、富山県車椅子バスケットボールクラブの主将としてチームを
束ね練習に励む。

てくれ！」と病床でずっと言っていたそうです。当時
の私にとってバスケットボールは、自信を持って人に
好きだと言える唯一無二のものでしたから、死んでし
まうことへの恐怖よりも先に、バスケットボールがで
きなくなることの方が嫌だったみたいです。麻酔から
目覚めて短くなった左足を見た時は、大きな衝撃を受
けて涙が止まりませんでした。病室で母親や看護師に
↓

―車椅子バスケットボールの魅力を教えてください。
タイヤとフロアの摩擦で焦げた匂いが漂うほどのス
ピーディーかつ激しい攻防が、車椅子バスケットボール
の魅力。また、選手の障がいレベルには個人差がある
ため、互いの身体的特徴を理解して助け合うチーム
ワークも魅力の一つです。私の所属する富山県車椅子
バスケットボールクラブでは、60歳を超えたメンバー
も一緒になってプレーしています。このことは健常者
バスケットボールでは考えられないことです。連携プ
レーから得点につながった時など、世代を超えて一緒
に喜びを分かち合えることは、車椅子バスケットボール
ならではの醍醐味とも言えます。これらの魅力を多く
の人に伝えたいと思っているのですが、言葉ではなか
なか伝わらないこともあるため、機会があれば実際に
見て体験してもらいたいですね。きっと驚くはずです。
―大学での学びや経験が現在の活動に活かされている
と思うことはありますか。
在学中はゼミナールにて障がいを持つ人たちの日常
生活における移動距離について調査・研究を行いま
した。自身の経験と調査結果を基に、外出機会が増え
ると多くの出会いや交流が生まれ、さまざまな人との
つながりを持つことができるのではないかと提案発表
したことを覚えています。そのようなことから、所属
チームの若い選手たちには積極的に外に出掛け、色々
な経験をするように言ってきました。また、障がいを
持っていてもスポーツができそうな人には、「車椅子
バスケットボールをしませんか？」と自ら声を掛ける
ようになりました。大学の学びの中で気付いたことが、
私自身や周囲の人たちに少なからず良い影響を与えて
いるような気がします。
― 医療ミスからの左足切断という受け入れ難い現実に直面
した当時の心境はどれほどのものだったのでしょうか。
手術によって再びバスケットボールができると思って
いたのに、足を切断すると言われた時は何を言ってい
るのか理解することができませんでした。後に母親か
ら聞いた話では、死を選ぶか足を切断するかを迫られ
ているような時に、
「バスケがしたい、バスケをさせ

夢 や 目 標 を 持 ち 続 け
自 分 の 可 能 性 と 大 切
当たり散らし、母親に向かって「死にたい」とまで漏
らすこともありましたが、そんなどん底の状況から頑
張ろうと前向きになれたのには、私に寄り添ってくれ
た家族、学校帰りに毎日見舞いに来てくれた友だちな
ど、今まで通りに接してくれる周囲の人たちの言葉が
あったからだと思います。
―車椅子バスケットボールを始めたきっかけを教えて
ください。
病室で当たり散らしていたどん底の時期に、車椅子
バスケットボールを題材にした漫画「リアル」（集英
社／井上雄彦 作）を読んで、自分もやってみたいと
いう思いが 湧きました。そして、どこから聞いたのか
3歳年上で、車椅子バスケットボールジュニア日本代表
の野澤拓哉さんが訪ねてきたのです。既に世界と戦っ
ている彼が「一緒に日本代表になろうぜ」と誘ってく
れたことが、私が競技を始める大きなきっかけになり
ました。退院後、彼の所属するチーム練習に参加。
誘ってくれた野澤さんに追いつきたい気持ちもあって、
目標を北京パラリンピック日本代表と決めてからは、
人一倍練習に打ち込みました。大学2年生の時に念願
の日本代表として北京パラリンピックに出場。当時は
試合などで遠征することが多く、学業との両立には苦
心しましたが、大学の教職員の方々のご理解とご支援

チームメイトと激しく競り合う宮島さん

チームメイトを集めてアドバイスを行う宮島さん

には凄く助けられました。
―世界を相手に戦い続ける原動力は何ですか？
周囲の人たちの存在です。5歳と2歳になる二人の息
子や家族が試合に駆け付けてスタンドから送ってくれ
る声援は力になりますし、毎週2回石川県内灘町にて
開催しているスポーツアカデミーで教えている子ども
たちとバスケットボールをすることもそうです。年齢
に関係なく車椅子バスケットボールの練習に励むチーム
メイトの姿も私の背中を後押ししてくれています。過去
を振り返って見ても、その時々で私の周りにいた家族、
友人、チームメイト、他県の選手、海外の選手たちの
存在が私を大いに奮い立たせてくれました。そして
何より、日本代表という目標がモチベーションを維持
する一番の原動力になっているのだと思います。父親
が名付けた私の名前「徹也」には、最初に心に決めた
ことを最後まで貫き通す「初志貫徹」の意味が込めら
れています。その名前の通り一度決めたことは最後
↓

る こ と で 、
な 存 在 が 見 え て く る 。
までやらないと気が済まない性格ですから、目標を
持ち続けていたからこそ今まで世界を相手に戦って
こられたのではないでしょうか。
―リオデジャネイロパラリンピックを振り返っての感想
をお聞かせください。
凄く長かった4年間があっという間に終わった感じ
です。今大会は選手としてまた一つ成長することができ
ましたが、チームに良い結果をもたらす選手にはなれ
なかったと思います。本番で実力を発揮する難しさを
痛感しました。今後、日本代表チームがどのようなスタ
イルのチームを目指していくのかによって、私に求め
られるプレーや役割も変わってくるはずです。周囲から
は当たり負けしないフィジカルとゴール下に切り込む
プレーが私の持ち味と言われています。チームスタイル
が変化する中で、自分のパフォーマンスがどれほどの
ものなのかを楽しみながら練習に取り組んでいきたい
と思います。2017年には世界大会の予選が始まります
ので、そこでも日本代表として戦えるよう、目の前に
ある目標を一つずつ達成していきたいと考えています。
― 2017年4月、
スポーツ科学部が開設されます。それに
伴い、
母校に期待することはありますか？
スポーツ科学部が開設されると聞いて非常に驚いて
います。スポーツ科学部棟（仮称）に設けられるスポ

ーツ演習室には、バスケットボール公式コート3面分
の広さが確保されるようですから、完成したら是非私
を呼んでください
（笑）
。日本福祉大学は障がいを持った
方とのつながりが深いですし、2020年には東京オリン
ピック・パラリンピックが控えています。障がいの有無
にかかわらず、競技、研究、趣味など、さまざまなス
タンスでスポーツに関わる人たちが集まり、そのような
人たちをサポートする場所になってもらえたらと思い
ます。動作法や栄養学など、スポーツに関連するさま
ざまなことが学べるといいですね。
―最後に同窓生・在学生へ向けてメッセージをお願いします。
夢や目標を持っているだけで、人は変わることが
できると考えています。理想の自分に少しでも近づ
こうとしているならば、つらい状況に直面したとしても
必ず周囲の人たちがあなたを応援・サポートしてくれ
るはずです。たとえ、夢や目標を実現することができ
なかったとしても、一人の人間として成長したことに
なるでしょうし、応援・サポートしてくれた人は、あな
たにとってかけがえのない大きな財産となるはずです。
同窓生や在学生の皆さんには、年齢を問わず、夢や
目標を持ち続け、その実現に向けた取り組みをしてもら
いたいと思います。

◆◆◆◆ お知らせコーナー ◆◆◆◆

富山県車椅子バスケットボールクラブのメンバー

富山県車椅子バスケットボールクラブでは、一緒に参加して楽しんで
くれる仲間とマネージャー、スポンサーを募集しています。パワフルで
スピーディーな車椅子バスケットボールで、一緒に汗を流しませんか？
厳しい練習だけではなくオフ会を開催するなど、明るいメンバーばかり
です。富山市勤労身体障害者体育センター（富山市水橋）にて、
試合日を除く毎週木曜日午後7時と日曜日午後1時から練習を行っ
ています。上半身に障がいをお持ちの方でも参加できる「ツインバス
ケットボール」
もあります。興味関心をお持ちの方は、
クラブ公式サイ
トお問い合わせメールフォームより、お気軽にご連絡ください。

富山県車椅子バスケットボールクラブ公式サイト
http://www.toyama-wbc.jp/
富山県車椅子バスケットボールクラブ公式Facebook
https://ja-jp.facebook.com/toyamawbc/

犀川スキーバス事故三十三回忌法要・卒業生の集い開催
犀 川スキーバス事 故 から32年を迎えた1月28日（ 土 ）、
遺族会・三重交通・本学の三者合同で、大きな節目となる
三十三回忌の追悼法要が、慰霊碑前（長野市信更町）と
正源寺（長野市七二会）
において営まれました。
出席者は、ご遺族、大学教職員・卒業生、三重交通役職
者、笹平地区の方々等、約100名となりました。亡き友人を
偲んでご参列いただいた卒業生は、地元長野県をはじめ、
北海道・九州など遠方からも含め、約30名となりました。
まずは、事故発生の推定時刻午前5時45分に合わせて、
慰霊碑前で早朝供養が行われました。
まだ夜が明けてい
ない暗い犀川のほとりで、ご遺族の献花が行われ、正源寺
ご住職様による読経の中、一同手を合わせました。

その後は全員で、亡
くなられた25名 の 名
前が記された塔婆の
前に献 花を行い、ご
遺族は仏前に供えて
あったお団子を犀川
に 投 げ 入 れ、亡 き
方々を偲びました。

法要終了後は、ホテルメトロポリタン長野で、大学と同窓
会の共催で「卒業生の集い」が行われました。
冒頭、二木学長がご挨拶のなかで「当時のことを直接
知る教職員はごく少数となったが、これからも事故の教訓
を引き継ぐ取り組みを進めていく」と各取り組みについて
紹介されました。
次に、同 窓 会を代
表して数納同窓会長
が「若い命が絶たれ
た川 面に佇み、改め
て深い悲しみをおぼ
えた。亡き方々を偲ぶ
ことは、故人から託さ
れた未 来を、真 摯に
午前 9 時からは遺
生きたかどうかを見つめ直すことと考えている。
これから短
族 会 主 催で正 源 寺
い時間ではあるが、当時のご友人の皆さまと一緒に偲び、大
本堂において、引き続
切な時間としたい」
と挨拶しました。
き10時からは三重交
続いて、献杯を山本雄二長野県地域同窓会長にいただ
通主催で、事故後に
いて、集いがスタートしました。山本会長は、当時、事故直
正源寺境内に安置さ
後から救援に駆けつけられ、献身的に対応にあたっていた
れた観音堂前におい
だいた長野県地域同窓会のお一人です。
て法要が執り行われ、
なお、卒 業 生の他には、当時を知る教 職員の皆さまに
全員で焼香を行いま
もご出席いただきました。
した。
会食後は、それぞれが自己紹介もかねて、亡き友人の
本堂では、
ご遺族よりご挨拶がございました。何年経って 方々への変わらぬ思いや、事故に対する思いを語り合い
も変わることのない無 念な気 持ちと故 人を偲ぶ気 持ちに ました。
「当時のことが、昨日のことのようによみがえって思
ついて述べられ、しかし「前を向かなくては」と毎年の供養
い出された」
「亡き友人の面影は若い時のまま」
「共に過ご
を重ね、周りの方々に支えられてきたことに感謝の意を表さ したのは、1年未満という短い期間だったけれども、今でも
れました。
忘れられない大切な思い出となっている」等々、サークルや
午前10時半からは再び慰霊碑前において、大学主催で ゼミでの亡き友人との懐かしい思い出を話されました。
法要を執り行いました。冒頭、二木学長が、
これからもこの
また、
「事故当時の正源寺や現地と、今の様子がすっか
重大な事故の教訓を引き継いで行く決意を語られました。 り変わっていて改めて時が経ったことを実感した」
「なかな
かこの地まで足が向かなかったけど、今日は参列できてよ
かったと思っている」
「事故のことと向き合って生きていく覚
悟ができてからは、風化させてはいけないと、子どもや周り
の人にも事故のことを知ってほしいと語るようにしている」
という声も寄せられました。
早朝供養からの一連の法要を済ませ、出席者一同、事故
から32年という年月を経ても変わらぬ悲しみと無念な思い
をかみしめ、二度とこのような事故が起こることのないよう、
そして、これからもこの事 故のことを忘れず、亡き友 人の
志を引き継いで生きていくことを誓った一日となりました。

特別寄稿

犀川スキーバス事故三十三回忌にあたって 卒業生の皆さまへ
2017年3月1日 津田 道明

犀川事故はわが国大学バス事故史上、最大規模であり、
また乗務員と引率教員以外の死者のほとんどが大学入学後
9ヶ月の若者であったことから、社会的にも大きな衝撃を与え
ました。ご遺族はじめ、関係者にとってはまことに辛く厳しい
風雪の32 年間でした。
当時、学生が所属していた｢現代と学問｣の担当教員は退
職され、いま大学にはお一人もおられません。早晩、学内から
バス事故当時在職の教職員は姿を消すことになります。
この
ような学内事情の一方で、依然としてバス事故が起こり続け
ている事をふまえ、
「三十三回忌」にあたり、引率者の一人で
あり、転落バスに同乗していた当事者としてご遺族への追悼
の意思を新たにすべく、昨年来、犀川事故関係資料の整理
を進めてきました。

内に走って行かれたのです。大学からもご遺族からも依頼が
あったわけではありません。
こうした配慮がおのずから働き、行動
に移されたのです。
ご遺族の中で、長野での火葬を希望されて
いる事が伝えられた時、支部長を中心に、長野市総務部長と
協議を重ね、当日休場中の火葬場をあけていただいたこともあっ
たと聞いています。長野市や長野県が、今回の事故発生以来、
物心両面にわたって支援を惜しまれませんでしたが、その基礎
には、多くの卒業生が長野県においてすぐれた実践を積み上げ
てこられたことがあったからでしょう。
この事も含めて、
ご遺族を支
えて奮闘された同窓会の皆さまに改めてお礼を申し上げます。

事故発生後の教職員の結束した行動、そして美浜地域の方
たちの協力も大きな力を発揮したと思います。引き上げられた
荷物は、泥にまみれたままでした。葬儀を控え遺品をきれいにしな
追悼文集『かなしみをこえて』の、どのページにもはげしい
ければならない、美浜町や近隣のクリーニング店では間に合わ
歔欷の声が満ちています。
ない、助けていただいたのは、下宿組合だったそうです。
コイン
学生生活一年目の冬、一人暮らしをはじめてわずか 9ヶ月。 ランドリーを置いていた方が、設備を提供され、個人別に洗う
春秋に富む学生にとって、スキーバス事故はまことに惨い事故 ことが出来たのです。
です。子どもに先立たれた親にとっては人生最大の希望を奪わ
2月9日の新聞記事の中で、長野中央署が地元３地区の消
れるという過酷な現実が残されました。
こうした耐え難い悲しみ
防団はじめ地区あげて被災者の救助、救援、遺体引き上げな
のなかで、ご両親はじめ残された人たちを支えたものは何で どに貢献されたことに対し、感謝状を送ったことが、
またその数
あったのか。私たちは何をこの32年のなかから学び取らなけ 日後には事故直後、いちはやく遭難学生の救援にあたった
ればならないか。私のなかに次第に大きくなっていったのはこの ３人の方への感謝状の贈呈が報じられていました。
しかし、
問いでした。そしてバス事故関係資料を読み、
『かなしみをこ 私たちをダム湖から引き上げ、救急車が到着するまで励まし
えて』を繰り返し読む中で思い至ったのは、その力の源泉の大
続けられた通りがかりの多くの市民の方たちのお名前は、依然
きな部分を占めたのは、ご遺族の身近におられた方たちのほか、 として判っていません。
日本福祉大学の学生であり、卒業生であり、教職員であり、この
零度近い湖の岸に辿りついたものの、垂直に近い護岸を登る
事故を悼んで救助・救援に当たられた地域の方たち、つまり ことなど到底出来ないことです。護岸を下り、湖面から私たち
多様な人間のネットワークではなかったか、
ということでした。
を引き上げてくださった無名の市民の方たちの行為があって
こそ、私たちは生還することができたのです。長野県、市の支援
事故発生の一報が大学にもたらされ、教職員が動き始める や電話会社の支援、信州名鉄など関連企業の方々が支援を
ほぼ同時刻、全学会執行部を中心に、学生が独自に連絡網を
惜しまれなかったことなどこれらすべての行為に心から感謝し
作り、情報を集め、登校を呼びかけ、いち早く現地に代表を送 ます。
これらの多様な人間的な支援のつながりがご遺族と私たち
るべく準備が進められました。28日午後、大学による説明会の を支えた力だと思います。
そしてこのように思い至ったとき、逆に、
あと、引き続き追悼集会を開き、黙とうを捧げ、いち早く学生代表
心弱くなった学生、教職員を励まし、後押ししていただいたのは
を現地に送るべく募金活動を始めたのも学生たちでした。
そして
いったい誰であったろうと考えるに至りました。
100名を超える学生が29日早朝現地に向かいました。教職員、
それは、最も悲しみ、最も苦しみ、最も傷つかれたご遺族の方
ご遺族を超える数の学生が事故現場に立っていたのです。
そし たちの、この未曾有の悲劇に耐え続けて来られている姿では
てそこから直接、あるいは美浜からご実家での葬儀に参列する なかったでしょうか。
この意味で私の感謝の言葉は、犀川事故の
ために出発する学生もいました。バリトン・サックスの友人の死を ご遺族に申し上げたいと思っています。最後に慰霊碑の言葉を
悼み、合奏研究会の学生が実家での葬儀に追悼演奏を行なっ 記します。― われら永遠の友として―。
たこともありました。
その総数は29日、事故現場と正源寺に集まっ
た学生を大きく超える規模でした。
また葬儀後、下宿の片づけに
犀川の友へ、
近詠の八首を捧げます。
ご両親が来られた時、下宿の友人・先輩の学生が整理を手伝い
こんじょう
ました。
友の死を悼み、嘆き、憤りを隠さない学生の存在はご遺族
今生の別離はダム湖の闇に来て流れ続けり三十二年を
あら
の心に最も身近な存在であったことを、多くの遺族の方たちから
捩じれたる層露わなる犀川の崖は目に見ゆ新橋越しに
伺ったことがあります。
立ち荒れて砂を噛むがに落ちる波君もみたるか奥田の浜に
北信地域を中心に、卒業生も早朝から活動を開始しました。
同窓会長野支部は会長をはじめ皆さんは乗り合わせて現場に
向かい、被害学生が搬送された医療機関勤務の卒業生も支援
に駆けつけられました。長野支部では自発的な意思とこれまで
の福祉の専門家として培われた判断力で40数名の方たちが献
身されたのです。
正源寺本堂で死亡した学生たちの検案が終わり、ご遺体が
棺に納められた時、枕花がないことに気付かれ、花を求めて市

はくめい

かい

ゆきひじ

と

わ

薄明の峡に満ちたる雪泥の匂いの記憶永久に忘れず
幾たびも海にい行き戻り来し友を語りぬ涙ながらに
さびしさの果てを思えどバス事故の喪失の闇尽きることなし
犀川のダム湖の冬の水は行く暗き雪雲の色を映して
そうてん

ふる

と書かれたる追悼集の言葉に奮う
「雲海に蒼天あり」

1月28日の「卒業生の集い」に参加された方々にお渡ししたお礼の手紙をもとに、卒業生の皆さまに感謝の言葉を送らせていただきました。

あいさつ
経済学部の同窓生の皆さまにおかれましては、如何お過ごしでしょうか。
昨年11月には経済学部開設40周年記念事業が行われ、沢山の同窓生の方に東海キャンパスへお越しいただき、在学生を
交え、40周年の節目に相応しい講演会・懇親会を開催することが出来ました。今後におきましても、同窓生の皆さまの
ネットワークが広がり、一人ひとりが「参加してよかった」と思える活動、また在学生の皆さまに少しでもお役に立てる
活動を行うことができるよう、様々な企画を行っていきます。今回記念事業にあわせ開催した総会において新役員が
選ばれました。今後更に新役員一丸となって、同窓会活動を盛り上げていきたいと思います。
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
お願い致します。
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
● 2016年11月19日（土）
第３回首都圏経済経営系プレゼンテーション交流会

場所：日本福祉大学東京サテライト（東京都港区新橋）
自分たちの仕事などをプレゼンする「首都圏経済経営系プレゼンテーション
交流会」が開催されました。遠山桂氏の「ネット副業・起業のリアル」、南直樹
氏の「全国チェーンのスーパーマーケットの危機管理と事業継続」、菅庸郎氏
の「日本福祉大学の今」がプレゼンされ、特に「日本福祉大学の今」では、質問
や意見が多数出て、関心の深さがみられました。懇親会では、経済学部創設
期の方から当時の興味深い話も伺うことができ、懇親が深まりました。

● 2016年11月19日（土）
チャリティーゴルフコンペ（第9回）
場所：笹平カントリークラブ

● 2016年11月26日（土）
日本福祉大学経済学部開設40周年記念事業

記念講演「経営者に学ぶ社会を生き抜く力」
講師：樋口武男氏（大和ハウス工業㈱代表取締役会長兼CEO）
本学卒業生が約70名、全体では300名を超える参加者にお集まりいただ
き盛大に開催されました。東海キャンパスでの講演会はさながら大学で
の講義を思わせるような講演会となりました。
経済学部同窓会としては、第2部において在学生の業界研究会・情報交
換会を行い、今後就職活動に取り組む在学生と有意義な交流を図ること
が出来ました。

● 2017年2月4日（土）
セミナー＆名刺交換会

場所：日本福祉大学名古屋キャンパス
第1部 セミナー「人材育成の現場から」
講師：杉浦 敏代（ウェスティンナゴヤキャッスル総務部人材育成課長）
第2部 名刺交換懇親会
名古屋地域同窓会、
南尾張地域同窓会との合同にて開催しました。ウェスティンナゴヤキャッスルの杉浦課長にホテル業界の実情
をご紹介いただきながら、
人を育てることがいかに大切かということや、
社会人として仕事をする上で何が必要か？といったこと
について、実体験やホテルでの事例を交えながらお話しいただきました。普段から人間関係の重要性は皆さまの関心事でもあり、
参加者一同興味深く拝聴しました。また、第2部の名刺交換懇親会も、各々楽しく交流できました。
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第 4 期経済学部同窓会役員が決まりました
経済学部開設40周年記念事業開催時に経済学部同窓会総会を行い、役員が選任されました。
会 長 仲原 幹夫
副会長 遠山 桂
副会長 平松 幸夫
事務局長 荒木 保正

理事 近藤 宏和
理事 佐橋 道広
理事 仁木 俊二
理事 田邉 雄一郎

理事 南
理事 石川
理事 清水
理事 川端

直樹
愼也
美之
正人

理事 鈴木 健吾
理事 村田 敏顕
理事 上林 哲史
理事 中村 洋介

顧問 井上 隆志
顧問 二村 雅章

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

−2016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 ～福祉の源流から潮流を学ぶⅡ 貧困とソーシャルワークについて ～

2016年7月9日 大阪開催

●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～

2016年5月21日～22日（第19回）名古屋開催

2016年10月8日～9日（第20回）名古屋開催

2016年度に開催された地域学習会
地域学習会日程
5月21日（土）〜22日（日）
7月  9日（土）
10月  8日（土）〜  9日（日）
2月18日（土）
2月25日（土）
3月11日（土）
3月18日（土）〜19日（日）

開催地域
名古屋
大阪
名古屋
大阪
東京
名古屋
名古屋

企画名
第19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 福祉の源流から潮流を学ぶⅡ 貧困とソーシャルワークについて
第20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～
「やめられない」といえない薬物依存の問題とソーシャルワーカーの視点
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！vol.2
生きづらさを抱えている全ての人に対する支援と擁護 ～スーパービジョンの活用と人材育成～
第21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～

※網掛け部分は開催予定の企画です。

地域同窓会主催 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。2016年は、下記の13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

2016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14日（土）
兵庫
兵庫県地域同窓会
  7月  2日
（土）
富山
富山県地域同窓会
  7月16日（土）
浜松
静岡県地域同窓会
  7月30日（土） 北海道 北海道地域同窓会
11月  5日（土）
東京
東京地域同窓会
12月  3日（土）
香川
香川県地域同窓会
12月10日（土）
群馬
群馬県地域同窓会
12月10日（土）
岡山
岡山県地域同窓会
  3月25日（土）
大阪
近畿ブロック地域同窓会
  3月25日（土）
岡山
中国ブロック地域同窓会
  3月25日（土）
東京
関東ブロック地域同窓会
北信越ブロック地域同窓会
  3月25日（土）
富山
九州・沖縄ブロック地域同窓会
  3月26日（日）
福岡
※網掛け部分は開催予定の企画です。

企画名
「ゆるつな 日福通信 ひょうご」のお誘い
日福同窓生と通信在学生交流会
通信生と同窓生の交流会
新歓＆卒業のお祝い会
通信生と同窓生の交流・懇親会
香川県地域同窓会スクーリング交流会
通信生交流会
ようこそ岡山へ！同窓生・通信生合同忘年会
卒業お祝い式＆交流会in関西
卒業お祝い記念中国ブロック交流会
卒業を祝う会in関東
卒業祝賀・交流会
卒業お祝い記念 大交流会in九州

同 窓 会 開 催 の お 知ら せ
地域同窓会・認定同窓会名等

日時（2017年）

会場

会場・内容等、変更させていただく場合
がございます。詳細につきましては、地
域同窓会からの個別通知または同窓会
ホームページ（P43）でご確認ください。

内容（講師所属は2017年3月現在のものです）

関東ブロック

主婦会館プラザエフ
3月25日（土）
「カトレア」

北信越ブロック

3月25日（土）

富山オフィス／
海鮮ダイニング美蔵

⃝卒業祝賀・交流会

近畿ブロック

3月25日（土）

京阪ホテル京橋／
ガーデンダイニング
AGGRE café the terrace

⃝卒業お祝い式

中国ブロック

3月25日（土）

岡山オフィス

⃝卒業お祝い記念中国ブロック交流会

愛媛県地域同窓会

3月25日（土）

未定

⃝卒業を祝う会

九州・沖縄ブロック

3月26日（日）

福岡オフィス／居酒屋御膳屋

⃝卒業お祝い記念大交流会 in 九州

西三河/
碧海地域同窓会

4月15日（土）

授産所 高浜安立

⃝総会

神奈川県＆
東京地域同窓会

4月22日（土）

神奈川県立七沢森林公園

⃝森林セラピー

神奈川県地域同窓会

5月13日（土）

福祉保健研修交流センター
ウィリング横浜

⃝公開セミナー 基調講演
演題：
「障害のある人の人権と福祉～この子らを世の光に」
講師：河合 隆平 氏（金沢大学准教授）
⃝総会 ⃝懇親会 ⃝二次会

三重県地域同窓会
中勢地域ブロック

5月14日（日）

松燈庵

⃝交流会

静岡県地域同窓会

5月14日（日）

クーポール会館

⃝講演会
演題：
「だれもが安心して住み続けられる支え合いのまちづくり」
講師：児玉 善郎 先生（社会福祉学部長・2017年4月1日より学長に就任予定）
⃝総会 ⃝懇親会

⃝卒業を祝う会

⃝講話

⃝交流会
⃝卒業記念懇親会

⃝交流会

⃝交流会

⃝お菓子作り

⃝懇親会

⃝懇親会

北尾張地域同窓会

5月20日（土）

名古屋キャンパス

⃝総会
⃝講演会
演題：
「障害者スポーツの現状と課題
－日本福祉大学スポーツ科学部の目指すもの－」
講師：藤田 紀昭 先生（スポーツ科学部長〈2017年4月1日より就任予定〉
）
⃝懇親会

千葉県地域同窓会

5月21日（日）

バーディーホテル千葉／
北海道魚鮮水産千葉駅西口店

⃝文化講演会
演題：
「災害時と平常時をつなぐ、2つのソウゾウリョク」
講師：山本 克彦 先生（福祉経営学部〈通信教育〉准教授）
⃝総会 ⃝懇親会

岡山県地域同窓会

5月27日（土）

長島愛生園

⃝フィールドワーク

滋賀県地域同窓会

6月11日（日）

コラボしが21

⃝講演会
演題：未定
講師：谷口 郁美 氏（滋賀県社会福祉協議会）
⃝総会 ⃝懇親会

鉄道弘済会 弘済会館

⃝市民公開セミナー 記念講演会
演題：
「日本の社会保障と精神・知的・発達障害者の暮らし
～生きづらさ・就労・社会的支援の三者関係を通して～」
講師：青木 聖久 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝総会 ⃝懇親会

東京地域同窓会

6月17日（土）

鳥取県地域同窓会

6月17日（土）

茨城県地域同窓会

東京地域同窓会

6月18日（日）

7月1日（土）

米子市福祉保健総合センター
「ふれあいの里」

⃝講演会
演題：
「介護予防・日常生活支援総合事業について」
講師：小松 理佐子 先生（社会福祉学部教授）
⃝総会 ⃝懇親会

茨城県立県民文化センター 分館
文化センター グリル「モンマルシェ」

⃝講演会
演題：
「災害ソーシャルワークとボランティアの役割
～関東・東北豪雨の現場から～」
講師：山本 克彦 先生（福祉経営学部〈通信教育〉准教授）
⃝総会 ⃝懇親会

駒木野病院

⃝施設見学会

⃝懇親会

埼玉県地域同窓会

7月8日（土）

さいたま市内

⃝総会
⃝講演会
演題：
「障害は迷惑じゃない〜相模原事件に触れつつ〜」
講師：木全 和巳 先生（社会福祉学部教授）
⃝懇親会

石川県地域同窓会

7月8日（土）

金沢駅周辺

⃝講演会
講師：中村 強士 先生（社会福祉学部准教授）
⃝総会 ⃝懇親会

高知会館

⃝講演会
演題：
「イギリスにおける子ども・若者の貧困・社会的排除と対策
－教育、福祉、就労をめぐる最近の動向と問題点－」
講師：木戸 利秋 先生（社会福祉学部教授）
⃝卒業生からの報告 ⃝総会 ⃝懇親会

神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル

⃝講演会
演題：
「日本福祉大学とパラリンピック
－東京オリンピック・パラリンピックに向けて－」
講師：三井 利仁 先生（全学教育センター准教授）
⃝同窓生実践報告 ⃝総会 ⃝懇親会

高知県地域同窓会

兵庫県地域同窓会

7月15日（土）

7月17日（月・祝）

地域同窓会・認定同窓会名等

日時（2017年）

会場

内容（講師所属は2017年3月現在のものです）

大阪地域同窓会

7月22日（土）

大阪サテライト

⃝講演会
演題：
「変化を夢に‼」
講師：安川 元祥 氏（株式会社アドバンス社長）
⃝総会 ⃝懇親会

宮崎県地域同窓会

8月26日（土）

ホテル メリージュ

⃝総会

群馬県地域同窓会

8月26日（土）

群馬県社会福祉総合センター

⃝研修会

8月27日（日）

福祉保健研修交流センター
ウィリング横浜

⃝通信学生との懇談・交流会

尾張一宮駅前ビル（i-ビル）

⃝総会 ⃝講演会
演題：
「子どもの貧困の世代間継承を断ち切るために
～スクールソーシャルワークの実践から～」
講師：野尻 紀恵 先生（社会福祉学部准教授）
⃝懇親会

神奈川県地域同窓会

⃝懇親会
⃝総会

西尾張地域同窓会

8月27日（日）

山梨県地域同窓会

9月2日（土）

かいてらす/ガスト甲府朝日店

⃝総会・大交流会

小木ゼミOG・OB会

8月5日（土）

名古屋キャンパス

⃝交流会

第23回教職員の集い
（あすなろ会：愛知県
公私立小中高・市立特別
支援学校教職員同窓会）

8月26日（土）

名古屋キャンパス

⃝実践報告

昭和37年度卒業 社会
福祉学部Ⅰ部同期会

10月4日（水）
5日（木）

宮崎市内

⃝交流懇親会

福祉経営学部同窓会活動のお知らせ
福祉経営学部の同窓生の皆さまにおかれましては、如何がお過

⃝懇親会

⃝二次会

福祉経営学部同窓会・代表幹事

露口 祐介

しかし、福祉経営学部が閉鎖されても、過去に約1300名の卒業
生を輩出し、その受け皿となっている福祉経営学部同窓会は依然

ごしでしょうか。
福祉経営学部同窓会・代表幹事の露口祐介です。さて、皆さま

として健在であります。この福祉経営学部同窓会の活動を活発化

もうご存知と思いますが、去る2014年3月をもって、私たちが学ん

させ、皆さまの社会でのご活躍に寄与し、同窓生同士の絆を強め

だ福祉経営学部が閉鎖となり、2016年3月には最後の卒業生の方

る為に、昨年11月26日に私たちは「福祉経営学部同窓生の集い」

も学び舎を発ちました。私は福祉経営学部卒業生の1人として、

を開催しました。細やかな会ではありましたが、後藤順久教授を

福祉経営学部の創設と発展に立ち会った記憶から、この学部

中心とされた元福祉経営学部の先生方からもご協力をいただき、

閉鎖に大変寂しさを感じるとともに、日本福祉大学を取り巻く

今後の活動について話し合うことができました。まずは小さな一歩

社会の状況と、その厳しい変化を目の当たりにした気がいたし

ですが、皆さまのお役に立てる同窓会活動を目指したいと考えて

ます。また、その思いは福祉経営学部同窓生の皆さま全ての方に

います。すぐには形を成しませんが、今後の私たちの活動にご期

共通のものと思われます。

待・ご協力をいただけますように何卒よろしくお願いいたします。

第6回

女性交流サロンのご案内

男性も大歓迎 !

逆境に生まれ育ち、生涯の天職に出会ったカレーハウスCoCo壱番屋の創業者であり、1,000店を超えるチェーン店に育て上げた宗
次氏が、極貧の少年時代に出会った「メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲」は後のクラシック専門ホール「宗次ホール」の原点に
なりました。今やクラシックに限らず、広く世界の音楽を演奏する名古屋になくてはならないホールとなり、今年度10周年を迎えます。
その記念すべき年に宗次氏の音楽に対する熱い思いを語っていただきます。ただし話は宗次流、どう転ぶかお楽しみに。
美味しいケーキとともに素敵な一時を過ごしましょう♪皆さまのご参加をお待ちしています。
1.日
2.会

（受付13：30 ～）
時 2017年7月1日（土）
14:00 ～16:00 講演会とお茶会
場 日本福祉大学名古屋キャンパス 南館4階

3.テ ー マ 「音楽の楽しみ方 −宗次ホールよもやま話−」
4.講
師 宗次 德二氏 カレーハウスCoCo壱番屋 創業者
5.参 加 費 500円（ケーキ・飲み物付）
6.定
員 120名（申込先着順）
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

7.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。
TEL : 052−242−3051 FAX : 052−242−3052
E-mail : alumni@ml.n-fukushi.ac.jp

講師プロフィール
1948年 10月生まれ（出身地 石川県）
1967年 愛知県立小牧高等学校卒業
1973年 岩倉沿線土地 開業
1974年 喫茶店バッカス 開業
1978年 カレーハウスCoCo壱番屋 創業
2002年 創業者特別顧問 就任（現職）
2003年 NPO法人イエロー・エンジェル設立 理事長就任
2007年 クラシック専用「宗次ホール」オープン 代表就任

社会福祉協議会職員の同窓会を設立！
原田正樹先生 が 基調講演
去る、1月14日（土）福岡市福岡ビル大ホールにおいて日本福

祉大学社会福祉協議会職員同窓会の設立総会&記念フォーラ
ムが開催されました。

この同窓会は全国の社会福祉協議会（以下、社協）で働く同

窓生を対象とした認定同窓会として設立されたものです。

当日は全国から30名の参加者のもと、まず設立総会が 行 わ

れ、趣旨説明に基づき、設立の議決が行われました。設立趣意

書には、社協職員のネットワークを礎に、相互の情報交換・交流、
研纘の場になること。社協及び地域福祉の発展に寄与するもの

であること。そして本学同窓会及び本学の発展に寄与する同窓

会になること、が確認され、同窓会の設立が高らかに宣言されま

した。

総会では、11人の世話人の選出や事務局（暫定）について、

氏、宮崎県社協山崎氏）によるパネルディスカッションが行わ

れ、
「社協職員に求められるスピリッツと専門性」をテーマに、
①大学で学んだこと②社協職員に求められるスピリッツと専

門性③今後、
「ふくし」をどう実現するか（社協の課題と展望）、
の3つの論点で意見交換を行い、エピソードを交えながら、あ

らためて日本福祉大学での学びがその後の社協生活に影響を

与えたこと、また、本同窓会の果たす意義について確認するも
のとなりました。

今 後、全 国 の 社 協で 働く1,300名 余 の 本 学 卒 業 生 の 新しい

ネットワークとして発展させることを、参加者一同決意し、新た
な一歩を踏み出しました。

多くの社協職員（現職・ＯＢ）の加入をお待ちしています。

また今後の計画について協議を行いました。

また、本学の丸山理事長をはじめ、役職員の方にも参加いただ

き、熱いエールをいただきました。

その後、現在、国の「地域力強化検討会」の座長を務めておら

れる本学教授の原田正樹先生から「中間とりまとめ」を内容と

した基調講演をいただき、これからの福祉の新たな方向性につ
いて、社協の果たすべき役割が示されました。

続いて、設立記念のフォーラムでは、原田先生をコーディネー

ター に3名 の 同 窓 生（沖 縄 県 社 協 久 根 次 氏、熊本県社協吉本

『（認定同窓会）日本福祉大学社会福祉協議会職員同窓会』では、入会者を引き続き募集しています。入会資格は、
本学の同窓生で「社会福祉協議会の職員（OB含む）」
となります。
入会のご案内や申し込み方法については、
「日本福祉大学同窓会」ホームページの同窓会のご案内・お知らせから
「認定等同窓会」の中に掲載しています。

第22回教職員の集い

地域教材を用いた授業や
自閉症児への支援実践を報告
会

開催日：2016年7月30日
（土）
場：日本福祉大学名古屋キャンパス
参加者：10名

今回の集いは、日本福祉大学同窓会の東海地域ブロック代表
者会議と愛知県公私立小中高・市立特別支援学校教職員同窓会
（あすなろ会）の共催により開催され、愛知県、静岡などから参加
がありました。
実践報告①では、
「地域教材を活かした社会科の実践−−子ど
もたちの主体的な取り組みを重視して−−」と題して、
5年生の社
会科「世界とむすぶ地域にあるA製函」を取り上げて報告が行わ
れました。
授業では子どもたちにパレット（製品輸送時に使用する敷板）
を見せ、
「何だろう」という疑問からA製函の見学を行いました。

ここで子どもたちは、A製函はB工場の製品を輸出するための
パレットを輸入木材で作っていること、さらに求められる製品
を安価でかつ良い品質で必要数作る働く人の工夫や努力、また、
地域にある小さな工場と世界とのつながりに気づくことができ
ました。
地域教材を取り上げ、
見学やインタビュー、
調査や発表、
話し合いなどを通して、
子どもの考えを明確にし、
教師が子ども
の考えや意識をとらえる支援になり、次の授業につなげていく
ことができたことが報告されました。
実践報告②では、
「外国からの特別支援学級転入児（小2、自閉
症）
への支援−
−居場所づくり、
SST（ソーシャル・スキル・トレー
ニング）による学級生活適応の取り組みから−−」と題して報告
が行われました。
来日した自閉症児の学級生活の適応支援を、
「緊急的な支援の
段階」、
「適応を模索する段階」、
「適応を促進する段階」に区分し
て取組が報告されました。
怪我をしない環境づくりや挨拶、トイ
レの使い方、給食の手洗いとマナーなどから始まり、コミュニ
ケーションと人間関係づくり、
お絵かきなど好きな活動の保証、

第28回社会福祉セミナー「日本福祉大学セミナー in 静岡」

開催報告

「静岡のふくし 未来へのバトン」
2016年11月19日
（土）
、第28回社会福祉セミナー「日本

期待を語っていただきました。会場内には、すでに亡くな

福祉大学セミナーin 静岡」を静岡県浜松市のアクトシティ

られた先達はもとより、今も第一線で活躍する先輩への尊

浜松において、約250名の参加者を迎えて開催しました。
2015年12月に実行委員会が組織されてから、35名の
実行委員と大学関係者の皆さまの力により、計10回の実行
委員会を経て本番を迎えることになりました。

敬と感謝、そして継承と発展への思いが広がっていき
ました。
そしてこの思いは、最終プログラムであるパネルディス
カッション「ふくしの力～今、そして未来へ～」につなが

まず、記念講演では、
「明るく、楽しく、あきらめない生き

りました。これからの「ふくし」を担う、高校生を含む５組

方」と題して、ピアニストである辻井伸行氏のお母様であ

の福祉活動団体から活動発表をいただき、その後、壇上

る辻井いつ子氏からご講演をいただきました。

に上がった全員から未来に向けての抱負が述べられま

辻井氏は、
「心豊かになってほしい」という思いでお子さん

した。
「介護福祉士になりたい」
「教員として福祉と教育

に向き合い、結果として「人間の持っている可能性の素晴

のつなぎ役になりたい」
「利用者だけでなく家族や地域の

らしさを、わが子から教わった」と自身の子育てを振り返ら

人も支えたい」といった若者の力強い言葉に、会場からは

れました。そしてその経験から、決してあきらめることなく、

大きな拍手が寄せられました。

可能性を信じることの大切さを参加者に伝えていただきま
した。

終了後のアンケート結果では、90％を超える満足度を得
られたことにひとまず安堵しておりますが、今回のセミナー

続く座談会では、
「静岡の『ふくし』を築いた先輩たち

を機に、
日本福祉大学及び同窓会活動がますます発展し、

～未来につなぐバトン～」と題し、静岡県において長く

静岡県だけでなく全国各地の「ふくし」がより良いものとな

献身的に活動されている４名の方にご登壇いただき、

るよう祈念いたしまして、開催報告とさせていただきます。

「ふくし」への熱意とそれぞれの実践、そして次世代への

（文責：第28回社会福祉セミナー実行委員会事務局長 寺澤 友裕）

当番・係り活動への参加、ソーシャルかるたを活用した視覚化の
支援などが具体的に紹介されました。来日1年の自閉症児の受け
入れは初めての体験で、学級担任、学級補助員も試行錯誤の連続
でしたが、本人の努力もあり、教室が安心して過ごせる場所に
なってきたとの事例が紹介され、今後もより良い支援の在り方
を模索するとの報告が行われました。
この2 つの報告について参加者からは、地域教材については
「これまでの実践の成果がうかがえた」
「地域教材は子どもたち
が主体的に学ぶ教材になっている」
「担任の意欲と努力がうかが
えた」との意見が出されました。また、外国人の自閉症児童の受
け入れでは、
「障がい児と向き合う教師集団のチームワークのよ
さを感じた」
「SST（絵カードの活用）の工夫に感心した」
「自閉症
児と他の児童とのかかわりで学級づくりの成果が分かった」など
の意見が出されました。
参加者にとってもよい学びの場になった「教職員の集い」でした。


（文責

木内 正範）

第 23 回

教職員の集いのご案内
開催期日 2017年8月26日
（土）
会
場 名古屋キャンパス
内
容 各県
（愛知・岐阜・三重・静岡）
から
1名以上の実践報告
【お願い】 実践報告をしていただける方は、①氏名 ②卒業
学部 ③卒業年 ④テーマ ⑤住所・連絡先（TEL、
E-mail）を下記までご連絡下さるようお願い申し
上げます。

問い合わせ・連絡先：日本福祉大学同窓会事務局
TEL：052-242-3051 FAX：052-242-3052
E-mail : alumni@ml.n-fukushi.ac.jp

絆をさらに強めて 震災復興へ
日本福祉大学セミナー in福島と
被災地訪問バスツアーに参加して
日本福祉大学同窓会 東日本大震災支援事業委員会委員長

犬飼 久隆

あれから６年が経過し、被災地の現状を伝えるニュースは
ほとんど報道されなくなってしまいましたが、現地の皆さんがど
んなに不自由な生活を強いられているのか、復興はどの程度
進んでいるのかなど、様々な疑問を感じながらも一度も被災地
を見ることなく過ぎてしまっていました。
東日本大震災以降にも熊本や鳥取で地震が起き、東北、
北海道では台風による大雨の被害などが出ております。
温暖化による気候変動等の影響もあるのでしょうが、この
数年で災害に見舞われる危険性が急激に高まってきた気が
いたします。今年から大震災支援事業委員会を担当すること
になったこともあり、是非現状を確認したいと思って今回参加
を決めました。
１日目のセミナーでは
各県の被災の状況と復
興にあたっての様々な話
を聞かせて頂き、
２日目は
被災地訪問ツアーに参
加して現地を見学しまし
た。復興セミナーと被災
地訪問バスツアーを含めて、私の感想等を以下に書いてみま
したが、
いろいろ考えさせられることの多い２日間でした。
セミナーでは、福島、宮城、岩手の被害の状況と復興に向け
ての取り組みを聞かせて頂きました。
スライドを見て説明を受
けるうちに大部分の人達がニュースで見て瞼に焼き付いた
であろう、あの大津波が
押し寄せて家々を飲み
込んでゆく恐ろしい場面
を改 めて思 い出しまし
た。慣れ親しんだ市街地
が一瞬のうちに壊され、
生 活の拠 点であった自
宅が目の前で流されていく映像や、津波
により破壊されてしまった映像は、見てい
るだけで気持ちが滅入ってきて自然災害
の恐ろしさを改めて感じるものでした。
被害状況の報告の後は復興へ向けた
取り組みについての報告を聞きましたが、
福島県については他の被災地域とは別に
原発事故による被害が復興に向けて大きな障害となっていま
す。事故が起きた時は町内の全域が避難対象となり、現在で
も帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域な
どの制限があり、避難先を転々とする人や自宅がありながら戻
れない人、戻れても日中だけといった制限のある人など生活の
拠点とすることができない状況が続いています。
岩手県や宮城県では津波に襲われた地域の地盤の嵩上げ
が行われて街の景観が一変してしまったことが報告されまし
たが、居住環境が変わり、人とのつながりが途絶えてしまうこ
とは、特に高齢者の精神状態に大きな影響があることを、私は
身近に体験したことがあったので、疑問とともに不安を感じま
した。
また、嵩上げ後の地盤の強度にも問題があることも報

告がありました。
町民の帰還を促す取り組みの一つとして、農業を広めて高
齢者の雇用に繋げる取り組みや、障碍者に主体的に仕事を
担ってもらうことで街づくりへの参加や生きがいに繋げていこう
という取り組み、畑に花を一杯植えて美しく魅力ある街にしよう
と努力している話等も聞きました。様々な問題と困難を抱える
中でも、何ごとにも前向きに取り組んでいる同窓生の姿には、
心からの拍手を送りたい気持ちになりました。
翌日のツアーは浪江町と南相馬市を訪問しました。バスに
乗っていると、行き交う車は程々にありましたが、歩いている人
の姿が非常に少ないことが気になりました。
私達が2時間程バス
に乗っている間に、
歩いている人を見たのはわずか数人でした。
所々に平屋の集合住宅が見られましたが、これは仮設住宅で
あると聞きました。現在建設中の高層の公営住宅が完成する
と、いずれは仮設住宅の入居者は高層の災害公営住宅等に
転居することになり、今までよりも高額な家賃の支払いが必要
となるそうです。
商店街を過ぎて更に走っていると道路に面した土地の多く
が更地となっており、そこに除染作業中という旗が立っている
のが目立ちました。原発事故から6年も経つ今でも除染作業が
続けられているのです。
このため広大な土地に
除染作業で出た汚染物質
を保管しておく黒い大きな
フレコンバックという袋が一
杯積んである場所を多数
見かけました。私たちの日
常では想像さえできない何
とも異様な光景でした。
福島の中心街から南相馬市や浪江町へ行くには、ちょっと
した山の中を走りぬけて行きます。
そこは木々がいっぱい茂り、
自然の溜め池等もありましたが、池は汚染物質が高い濃度で
溜まっており危険な場所だと説明がありました。
こうした森林の
除染は道路に面した部分だけが行われていましたが、それ以
外は除染の対象となっていないそうです。雨や雪解けの水が
居住地域に流れ出て人体に影響を与えることはないのか心配
になります。
３月には一部地域で避難解除の予定だそうで
すが、原発事故についてまだ様々な疑問があるにも関わらず
避難解除が進められていることの危険性を昨日のセミナー
でも報告されていました。
丁度浪江町の役場では、私たちが訪問する前日に敷地内
に浪江町仮設商店街がオープンしていました。商店街といっ
ても、商店はほんの数軒で客も私達一行とわずか数人の客だ
けでした。
オープンしたばかりなのでＰＲもなかなか行き届いて
いないのでしょうが、何とかしてこの街を復興したいという関係
者の皆さんの熱意が伝わってきました。
役場の駐車場の一角に花壇があり、一部が堀り起こされて
いたので、花を植える予定かと思ったら、昨夜イノシシが数頭出
てきて掘り起こしていったのだと説明がありました。常時人が住
めない地域は、
あっという間に動物に占領されてしまうのです。
続いて海岸方面に向かいました。途中で道路が急に３メート
ルほど右にずれている場所がありました。地震により地滑りが
起きた跡で、
そのエネルギーの大きさにはびっくりします。
海岸に近づくと、数キロ手前から整地されたように平らな

土地が見えてきました。津波に襲われてすべてが流されて
しまったのです。
恐らく被害の起きる前は、ここで多くの町民が生活をして
いたのでしょうが、今はわずかに骨格だけが残る住宅がほん
の数軒と廃校となった学校の建物が無残に残るだけの状況
となっており、一瞬ですべてを飲み込んでしまう津波の恐ろし
さを感じました。
この地域の復興はほんのわずかに堤防の嵩
上げ工事が行われている以外は何もされていなくて、ほぼ手つ
かずと言ってよい状態でした。
海岸から遠くを見ると第２原発が見えていましたが、その
少し向うには町民の生活のすべてを壊してしまった第１原発
があるのかと思うと、
複雑な気持ちになりました。
浪江町では全町民に放射線健康管理手帳が交付され、
バッジ式線量計や個人積算線量計が貸し出されて健康管理
が行われています。
さらに町内にはモニタリングポストが設置
されていて、その場所での被ばく線量がわかるようになってい
ます。
これらによりやや不安は解消されるかもしれませんが、
事故以前ののどかな暮らしを取り戻すには、多くの町民が
帰還し、人の繋がりができ、商店や福祉施設、病院、学校など
が整備されることが必要となるため、まだまだ本来の生活を
■日本福祉大学同窓会本会計
熊本地震救援募金収支内訳
【入
【出

■東日本大震災救援募金口座収支内訳
2017年1年20日現在

金】

件数

金額（円）

271

1,138,731

金】

件数

金額（円）

熊本地震救援募金（ａ）

取り戻すには長い時間がかかるようです。
この状況の中で町の復興のために様々な取り組みをされ
て頑張っている同窓生の皆さんには本当に敬意を表すると
ともに、
これからも頑張って取り組んで頂きたいと思います。
最後になってしまいましたが、セミナーでは本学の災害ボラ
ンティアセンターの学生さんからも報告を頂き、ツアーにも一緒
に参加しました。皆さんは災害が起きると早速募金活動や、
被災地へ出向いて支援活動を行うなど様々な取り組みを
行っています。
この活動は高く評価されて社会福祉協議会長
表彰も受けています（活動内容の詳細はホームページや
Facebookをご覧頂きたいと思います）。私達ではなかなか
こうした支援活動はできませんが、学生さんがこうした活動に
取り組んで頂いていることは、多くの同窓生にとっても大変うれ
しいことです。
これからも是非被災者に寄り添った活動を続け
て頂きたいと思います。
以上、セミナーin福島と被災地訪問ツアーに参加した感想
ですが、当たり前の日常が壊されてしまうと、修復することが
どれだけ大変なことであるかを感じさせられた２日間であり、
支援事業担当としても今後に繋がる貴重な経験となりました。

【入

金】

2017年1月20日現在

件数

金額（円）

東日本大震災救援募金（ａ）

1,222

7,826,966

【出

件数

金額（円）

金】

お見舞い金（２万円：ご自宅一部損壊）

43

860,000

44

2,200,000

お見舞い金（２万円：ご自宅一部損壊）

26

520,000

お見舞い金（５万円：ご自宅半損壊・避難・転居）

お見舞い金（５万円：ご自宅半損壊・避難・転居）

13

650,000

弔慰金（１０万円：ご逝去）

お見舞い金（１０万円：ご自宅全損壊）

6

600,000

お見舞い金（１０万円：ご自宅全損壊）

弔慰金（１０万円：ご逝去）

0

-

日本福祉大学 東日本大震災対策本部への寄付金

1

500,000

日本福祉大学 熊本地震支援活動への寄付金

1

500,000

日本福祉大学同窓会「ひだまりカフェ」開催助成金
"日本福祉大学 学園創立60周年記念事業募金
（東日本大震災被災者に対する救援・支援活動として）"

2

14,000

1

500,000

お見舞い金お振込み手数料等
支払合計（ｂ）

34,584
46

2,304,584

1
17

復興を「ふくし」の視点で考える 450部作成代

301,320

東日本大震災復興セミナー

46,650

お見舞い金お振込み手数料等
支払合計（ｂ）

救援募金にご協力いただき
ましてお礼申し上げます。
引き続き、
ご支援をよろしく

100,000
1,700,000

160,320
109

6,382,290

日本福祉大学同窓会では、同窓生が一丸となり、被災された方々の苦難を様々な形で
分かち合い、
支え合っていきたいとの思いから、
救援募金活動を行っています。
お寄せいただきました募金は、
日本福祉大学同窓会災害見舞金規則に基づき、被災さ
れた同窓生の方々への見舞金（自宅：全損壊10万円、半損壊5万円、一部損壊2万円）
と、
日本福祉大学災害ボランティアセンターの活動支援に充当させていただきます。

お願い申し上げます。

郵便局お振込先
口座番号 00850-7-71311 加入者名：日本福祉大学同窓会

半田キャンパス学部祭

『七夕祭』

第19 回

みん なのカフェ

太田川駅前の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・レンタル・住宅改修、ライフシーンに合わせたセミ

開催日： 2017年7月1日（土）

ナーやふくしの情報発信や環境整備、講義等を通して行っている

詳細は、6月以降に日本福祉大学ホームページをご 覧

セミナー好評開催中♪詳細はコチラ ⇒ facebook.com/Kurasott/

ください。皆さまのご来場をお待ちしています。

日本福祉大学グループが営むお店です。相談もお気軽にどうぞ！

東海市大田町下浜田137 ユウナル東海内

TEL 0562-38-6250

同窓生リレーずいそう
最初の卒業生が誕生してから61年…79,000人を超える同窓会員が全国津々浦々で活躍されています。
卒業後、学生時代に仲が良かった友人や先輩・後輩と連絡が取れなくなってしまったご経験もあるかと思います。
本企画は各所属毎に現在の状況や思いをリレー方式で繋げていくことで、点を線で結びつけるものです。
ひょっとしたらこれがきっかけで、
ご友人と再会できるかもしれませんね。

期大学

中部社会事業短

寮生活の想い出
1956年に中部社会事業短期大学に入学しました。杁中の小さなキャンパスの中に木造
2階建ての図書館、研究棟、講義室２棟、講堂が建っていました。隣接した一角に３つの寮が
あり、全国から集まった学生服に身を包んだ寮生は、将来の社会事業を熱く語り合ったことが
昨夜のように思い出されます。
１～２年生が共に暮らし、毎朝８時頃に食堂のおばちゃんがカラ
ンカランと鐘を鳴らし、“起きやあよ”の声で食堂に直行しました。寮からキャンパスまで約５分
で通学できました。寮にはテレビもなく、洗濯はゴシゴシと手もみで洗っていました。部屋は６畳３
人で生活し、風呂は薪で焚き、共同で利用し、時間を決めて男女交代で入っていました。
このよ
うに寮生活の一端を紹介しましたが、寮生活を通して友人もでき、毎年、寮生の同窓会の案内
をもらうと、年老いていても“行かなきゃ”と思い、仲間との友情を大事にしたいと思っています。

中部社会事業短期大学 1958年3月卒業

萩下 洋一

社会福祉学部

社会福祉学部 1990年3月卒業
三重県立相可高等学校卒

前山 憲一

女子短期大学

富井 人美

もしも「勢和寮」がなかったら…
高校時代は福祉にまったく興味がなかった私ですが、卒業後東京でのアルバイト生活を経て
日本福祉大学に入学しました。学生時代の住まいは、今は無き「勢和寮」。光熱水費を含めた
寮費は、
月額6,000円程度と記憶しています。貧乏学生の私は迷わず入寮の申し込みをしました。
エアコンなしの二人部屋、22時の門限、
自治寮であるが故の様々なお役目…。入寮から１年間は
煩わしさばかりで、常に退寮を企んでいました。
結果的には
「同じ釜の飯を食う」
と昔の人が言うように…。勢和寮での４年間で出会った先輩・同
期・後輩によって、私の福祉専門職としての人格を形成してもらえたといっても過言ではありません。
近年SNSの普及によって、かつての寮生と再会する機会が格段に増えました。そして彼らと
会うたびに、いつも思います。もしも私が日福大生であった当時に「勢和寮」がなかったら。私が
この業界で働いていることはあり得なかったでしょう。
▶ 次回は、新子 達也さんにバトンタッチします。

★ 愛知県在住

部

女子短期大学部 1981年3月卒業
三重県立神戸高等学校卒
（旧姓：香西）

▶ 次回は、小栗 勉さんにバトンタッチします。

★ 三重県在住

★ 三重県在住

仲間っていいな
私は卒業後、名古屋市で11年間、
そして地元で今も保育士をしています。
この仕事をして
いると、1年がとても早く過ぎていき、時代の流れを感じながら、
自分の年齢を勘違いしなが
らも、若い保育士さんと一緒に子ども達の成長を願って毎日を送っています。
つい先日、私が学生の頃に所属していたサークル赤とんぼの大同窓会が開催され、参加
してきました。集まった仲間は学部を問わず先輩後輩64名程でした。その時に昔のマップを
作ってくれた仲間がいて、杁中校舎界隈や下宿をしていた町を懐かしく思い出しました。
また、
各々の専門性に誇りを持ち努力をして人生を駆け続けている姿にエネルギーをもらいました。
これぞ赤とんぼ、
これぞ仲間だと思い、同窓会を立ち上げてくれた事に感謝の気持でいっぱ
いになりました。
この度、震災にあわれて参加ができなかった仲間には、一日も早い復興を願い再会できる
ことを楽しみにしています。
▶ 次回は、大野 鈴子さんにバトンタッチします。

コミュニケーション力

経済学部

★ 群馬県在住

卒業後、福祉機器のメーカーに就職し、結婚を機に群馬へ。そして、主人の仕事の都合でアメリカへ。
今は、群馬に戻り、
３年生の娘と、年長の息子と家族4人で暮らしています。大学生活の大きな思い
出は、
なかなか来ない電車…ではなく、
「討論大会（第４９回日本学生ゼミナール全国大会）」
をお手伝い
させて頂いたことです。全国の学生参加者はもとより、先生方、大学事務局の方々、様々な方々が
携わったことで成し遂げられた成功だったと思います。一人ひとり別々のアプローチでコミュニケーション
を取ることの難しさを、討論大会の主要メンバーの横で見ていて感じていました。
アメリカでの子育ては、
日本での常識は全く通じず、何度となく壁にぶち当たりました。ある時、
自分が
あまりにも一方的に自分の考えを押し付けていたことに気付き、様々な手段でコミュニケーションを取っ
たところ世界が変わりました。一歩進んで二歩後退…もありましたが、素晴らしい経験ができたと思って
います。同級生に会う機会は減りましたが、今でも定期的に会えている会に各々の子どもを連れて会え
る日が来ることを楽しみにしています。
▶ 次回は、金田 克人さんにバトンタッチします。

部

卒業から10年

経済学部 2003年3月卒業
愛知県立知立東高等学校卒

鈴木 美穂

情報社会科学

卒業してから10年になります。在学中は、半田キャンパスではサークルで障害学生ボラ
ンティアの活動をしていました。車の運転をするようになってからは、行動範囲も広がり、
美浜キャンパスのジャズ研究会にも所属しました。学内でのイベントの出演やそれに向け
ての練習は、
どれも楽しい思い出ばかりです。
卒業後は、地元の石川県志賀町役場で働き、介護保険と税務を経験して、2016年から
再び介護保険の担当に戻りました。大学時代の友人たちとは離れた生活をしていますが
年に数回会うたびに、楽しかった日々が蘇ります。そんな仲間たちとの繋がりをこれからも
大切にしていきたいと思います。

情報社会科学部 2007年3月卒業

唐苧 仁

★ 石川県在住

福祉経営学部

福祉経営学部 2012年3月卒業

太田 雄介

★ 愛知県在住

祉経営学部
通信教育部 福

通信教育部福祉経営学部 2010年卒業

桑澤 悦久

★ 東京都在住

▶ 次回は、小澤 克典さんにバトンタッチします。

「人と出会うことの素晴らしさ」
後輩の、高田大樹君からバトンを頂きまして、今回執筆させていただきました。
在学中は、
「 部活、
バイト、遊び、勉強、
そして遊び！笑」の学生生活でした。先輩、同級生、
後輩と本当に素晴らしい方と出会えて、充実した4年間を過ごさせて頂きました。
そして、今でも
大学時代に出会った方達とは、親交があります。
大学時代に一番学んだことは、
「人との出会い、
縁を大事にすること」
です。大学生活があった
からこそ、今の自分があると自信を持って言えます。
今は、知多市の接骨院でセラピスト
（整体師）
として働いています。たくさんの患者様との
出会い、大学時代に学んだ
「支えあう気持ち」
を大切に仕事をさせて頂いています。
今後の目標としては、
一人でも多くの方をサポートしていけるように日々精進していきたいと思って
います。
たまに、
大学時代に戻りたいなと思いますが、
それだけ素晴らしい思い出の詰まった学生
生活に感謝しています。
ありがとうございました！
！ ▶ 次回は、梶田 俊さんにバトンタッチします。

読書尚友
私が本学通信課程を終えてから早くも数年が経ちました。その後、現在は他大学の通信
課程で学んでいます。
ここまでの経験を踏まえて痛感したのは、
わが国では、バリアフリーやユニヴァーサルデザ
イン社会が叫ばれながら、当事者にとり資料入手の困難さ、学習・研究活動面での格差が
開いたままということです。特に、学術書への対応が大幅に遅れており、学習環境の脆弱さは
顕著であると言う他なく、資格のみならず大学入試段階から環境を整える労力も要するのが
実情であり、
これを改める下地づくりを模索しているところです。
これまで出版社や点字図書館
を含む図書館群にも働きかけを試みましたが、法律や時間、費用対効果の面で現場が極め
て消極的であることが何とも情けなく、
また学習研究に取り組む一人として腹立たしさの中に
埋もれざるを得ませんでした。挫けずに、思いを形に変えるための社会資源の開拓に励み続け
なければ、
と思いを新たにしている日々です。 ▶ 次回は、谷口 作さんにバトンタッチします。

大学院

知的探究心

国際社会開発研究科 2015年3月修了

駒走 拓三

★ バングラディッシュ在住

健康科学部

健康科学部 2013年3月卒業

宮城 のぞみ ★ 愛知県在住

在学中に教わった「学び方」は、今後の人生の糧になると思っています。分からないことがあるとすぐに
手元のスマホで検索し、
いろいろ分かったような気になっていましたが、
キーワードをなぞっただけの表層的
な努力をしてみても、深い情報は入手できません。私は、現在スリランカで国際協力に関わっています。
開発援助の現場では、様々な問題が複雑に絡み合い、
インターネット検索で得られる情報だけでは問題
の本質にたどり着けないことがあります。また、
日本の常識では考えられないような事が、当たり前のように
起きます。そこで、学んだ方法でフィールドワークや文献研究を積み上げ、現場で生身の人間と向き合い
ながら議論し、一つ一つ、問題を解決していくプロセスが必要となってきます。そして、
このプロセスは、
問題を解決するだけでなく、
自身の知的探究心も満たしてくれるのです。私たちの人生においても、様々な
問題が複雑に絡み合い、自分で思うほど自身の力で生き方をコントロールできる訳ではありません。そん
な時、
その流れに受け身で向き合うのか、
それとも知的探究心を持って主体的に関わるのかによって、
人生の質は大きく変わってくるのだと思います。 ▶ 次回は、小林 暁子さんにバトンタッチします。

出会った仲間に感謝
「社会人って大変だよね」
と、友人と会うと仕事の話が多くなっています。
大学を卒業して３年が経ち、社会人生活にも慣れ、
またこれからの自分の生き方を考え
始めた頃に、
この「同窓会リレーずいそう」の誘いを受けました。私の大学生活は一言で
言うと、
「やりたい放題！」でした。友人と全力で遊び、サークル活動や学生会に励み、
日々
充実した生活を送っていました。
また、一人暮らしにも挑戦した４年間でもありました。障害の
ある私にとって一人暮らしは大きな決断と不安でいっぱいでしたが、大学で出会った仲間が
私を支えてくれたおかげで、
自立した生活を身につけることができました。何事にも挑戦する
楽しさや、出会った人は自分にとって大きな存在であること。そんな素敵なことを教えてく
れた大学生活でした。
これからも、周りの存在を大切に自分らしさを忘れずに、成長した姿を仲間達に見せられる
ように前進していきたいと思います。
▶ 次回は、村上 香織さんにバトンタッチします。

部
子ども発達学

これからも充実！

子ども発達学部 2015年3月卒業

大学を卒業して2年が経とうとしています。私は、幼稚園の頃からの夢である保育士になり、
日々子どもたちに癒されながら先生たちと楽しく仕事をしています。保育士になり、視野の広さを
持つことや、子どもたちとの向き合い方を考えさせられます。同じクラスの先生たちとどうしたら
より良い保育ができるのか考えながら保育をしています。
大学生の頃を振り返ると勉強、
ラクロス、バイトの両立で忙しい日々を送っていました。ラク
ロスでは真夏の炎天下の中のきつい練習も、試合に出られない悔しい気持ちも味わいました。
そんなとき、同期の１１メンバーに支えられ気持ちを高めていました。長い時間を一緒に過ごし、
互いを知っている仲間だからこそ、今でも悩みを打ち明けたり旅行に行ったりしています。社会
人になり、
２年間でたくさんの出会いや別れがありました。
これから出会う人との繋がりを大切
にし、大きく成長していけたらと思います。

加藤 利奈

国際福祉開発

★ 愛知県在住

学部

国際福祉開発学部 2016年3月卒業
岐阜県立岐阜商業高等学校卒

三川 智衣

★ 兵庫県在住

▶ 次回は、堀池 雪乃さんにバトンタッチします。

学生時代の学びを礎として
今年の4月から私は、地元を離れ、兵庫県三田市にある物流センターに勤務しています。
新しい生活環境、職場に慣れることに必死で、入社してから約8ヶ月、
あっという間に過ぎてし
まったように思います。
ようやく仕事にも慣れてきた今、冷静に社会人生活を振り返ると、学生
時代の経験がいかに今の私に活かされているかに気付かされます。
特に、学生時代、11ヶ月間に渡りフィリピンのNGOでインターンをした経験は、気づかぬうち
に私の大きな力になっていたことを実感します。生まれ育った環境や文化、言葉や宗教などが
異なる人たちと、ぶつかりながらもお互いを理解し合おうと努力し、共に仕事ができたことは、
本当に貴重でした。今、全く知らない土地で生活し、職場で一から人間関係を築き、新しいこと
に前向きに挑戦できているのは、学生時代の経験があってこそだと強く思います。
今後も、周りの人のことを大切にしながら、
さらに学びを重ね、
ステップアップできるよう、努力
していきたいです。
▶ 次回は、塚本 彩加さんにバトンタッチします。

⃝同窓会員・大学教職員からの寄贈図書
「ソーシャルワーク・ポケットブック
パワーとエンパワーメント」

「ソーシャルワークの倫理と価値」

●著者：シヴォーン・マクリーン、
ロブ・ハンソン
●翻訳：木全和巳
（日本福祉大学教授）
■クリエイツかもがわ
（2016年発行）
定価1,600円＋税

●著者：サラ・バンクス
●監訳：伊藤文人
（日本福祉大学准教授）
他
■法律文化社
（2016年発行）
定価3,700円＋税

「介護研修と介護福祉教育の
連携促進に向けた実践研究
ー介護福祉人材の質向上を目指して」
●著者：福田明
（2009年社会福祉学研究科
福祉マネジメント専攻修了）
■株式会社みらい
（2016年発行）
定価2,000円＋税

「なぜ、父親はPTAを3年やると
子育てに夢中になるのか」

●飯嶋進哉
（1999年社会福祉学部卒）
■一粒書房
（2016年発行）
定価1,000円＋税

「男性問題から見る現代日本社会」

●編著者：市川季夫
（1972年社会福祉学部卒）
、
加野泉
（日本福祉大学非常勤講師）
他
■はるか書房発行
（2016年発行）
星雲社発売
定価1,700円＋税

「『シロウトですんません』
精神の疾病や障害を抱える人たちとの
『どもならんなぁ～』の〈い～ばしょ〉の三年間」
●編集：
〈よすが〉
本編集委員会
編著者：久野充敬
（2011年通信教育部卒）
、
野田盛二
（2012年通信教育部卒）
他
■やどかり出版
（2016年発行）
定価1,600円＋税

「大学生の学習テクニック 第3版」

●著者：森靖雄
（元日本福祉大学教授）
■大月書店
（2014年発行）
定価1,800円＋税

「明日の遊び考」

●著者：早川たかし
（1973年社会福祉学部卒）
■久山社(2005年発行)
定価1,553円＋税

「基礎から学ぶ病院における
ソーシャルワークの理論と実践
ーDPC医療時代のソーシャルワーク実践ー」
●著者：富樫八郎
（1976年社会福祉学部卒）
■川島書店
（2016年発行）
定価3,400円＋税

「相談の力
男女共同参画社会と相談員の仕事」

●著者：市川季夫
（1972年社会福祉学部卒）
他
■明石書店(2016年発行)
定価2,400円＋税

精神保健福祉士の養成教育論 その展開と未来
●一般社団法人日本精神保健福祉士養成協会編
編著者 青木聖久
（日本福祉大学教授）
他
コラム執筆 二木立
（日本福祉大学学長）
他
■中央法規
（2016年発行） 定価3,500円＋税

精神科病院に統合失調症等で長期入院している人の退院支援の急先鋒として、精神保健福祉士は、1997年
に誕生しました。その後、実践範囲が広がり、地域生活支援、就労支援、また、司法、教育、認知症、発達障がい、
高次脳機能障がい、
さらには、自殺対策や国民全体のメンタルヘルスまで、活躍が求められるようになりました。
本書は、社会の期待に応えられる実践力の高い精神保健福祉士を輩出するための養成教育について体系的
にまとめた貴重なものだといえます。加えて、精神保健福祉士を今日まで、支え続けてくださった人たちのコラムも
収載されていることが特徴です。本学では、青木が第１章を、そして、二木学長がコラムを執筆しています。

日本福祉大学卒業生現況調査実施報告
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、卒業生現況調査を下記の通り実施させてい
ただきました。7,600名を超える卒業生の皆さまにご協力をいただき、多くの貴重なご意見・ご提言等をお寄せいただきま
した。心よりお礼申し上げます。ご意見等について、諸条件からお応えできていない事項もありますが、業務改善や施策
の拡充に反映するとともに、大学と同窓会の活動に活かしてまいります。
調査概要

名
称：日本福祉大学卒業生現況調査
調 査 期 間：2015年8月10日（月）～2015年9月30日（水）
調 査 目 的：以下の目的から、卒業後の動静や現況の調査を行います。
①卒業生の基本データ（住所・勤務先等）の精緻化を進める。
②大学の教育改善や社会人対象事業等の検討資料とする。
③大学の卒業生対象施策の拡充検討資料とする。
④同窓会事業および組織の強化に資する。
⑤卒業生からの大学および同窓会への意見・要望を聞かせていただく。
調 査 対 象：中部社会事業短期大学、女子短期大学部を含む日本福祉大学、同大学院の全卒業生（但し、大学の卒業生住所
データで住所が判明している卒業生）
調 査 方 法：郵送方式 調査票と共に同窓会会報115号（2015年8月発行）を同封。
調査票の扱い：「個人情報保護法」に則り日本福祉大学が定めた「日本福祉大学学生個人情報保護規則」（日本福祉大学ホーム
ページに掲載）等に基づき、調査票と記載された個人情報は万全を期して保管・管理を行い日本福祉大学卒業
生システムのデータ更新を行いました。住所データは大学からの連絡と同窓会会報、同窓会事業案内等送付の
際に利用させていただきます。
なお、調査票は、個人が特定できないように、統計的に集計・分析を行うことについて「同意できない」と回答された方のデータは、集計内容から除外しています。
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◆

◆

◆

◆

◆

◆

主な調査結果概要

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

調査結果は、上記の目的のために分析を進めていきます。今回は、主な特徴について報告します。

1. 調査集計結果（2017年2月現在）

2. 日本福祉大学卒業生であることの誇り

全体の回答者数は、7,619名であり回答率は12.59%でした。
回答者の男女比は、男性41.01%、女性58.99％であり、女性の
回答率は13.48%で男性10.98%を上回っています。
発送数
中部社会事業短大
社会福祉学部

回答数

回答率

188

23

12.23%

27,144

3,722

13.71%

女子短期大学部

5,025

556

11.06%

経済学部

8,673

586

6.76%

情報社会科学部

2,086

99

4.75%

福祉経営学部（通学）

1,373

87

6.34%

子ども発達学部

1,135

86

7.58%

621

46

7.41%

健康科学部
国際福祉開発学部
通信教育部
大学院
計

149

8

5.37%

12,931

2,144

16.58%

1,175

262

22.30%

60,500

7,619

12.59%

「日本福祉大学の卒業生であることを、誇りに思いますか」との
設問に対して「大変思う」
（39.42%）、
「やや思う」
（38.63%）の
合計は、78.05%であり、前回調査（2009年度実施）と比較し、
5ポイント以上高くなっています。
0.56%

3.16%

0.56% 1.40%
1.40%

3.16%

16.83%

16.83%

39.42%

39.42%

大変思う
■■
大変思う
■■
やや思う
やや思う
■ どち
らともいえない
■ どち
らともいえない
■ あまり思わない
■ あまり思わない
■ 全く思わない
■ 全く思わない
■ 未回答

38.63%
38.63%

■ 未回答

物事の見方・考え方
3.「在学中に、
主に何を学ぶことが
専門知識
物事の見方・考え方
できたか」について
対人対応力や

4,891
3,961
2,844

コミュニケーシ
ョン能力
専門知識

「物事の見方、考え方」が最も多く、
「 専門知識」、
「 対 対人対応力や
幅広い教養・見識
コミュニケーシ
ョン能力
学習の習慣や姿勢
人対応力やコミュニケーション能力」と続きます。
幅広い教養・見識
文章作成能力
学部・大学院毎においても回答数の違いはありま
学習の習慣や姿勢
職業能力
すが、
「物事の見方、考え方」については、一番多い回
文章作成能力
読書力
答数となっています。

2,779
1,831
1,066
768

1,831

438768

外国語能力
読書力

65482
0 438

外国語能力
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情報処理能力
職業能力

情報処理能力

4,891

3,961
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45.85% について
4.「日本福祉大学での学びは役立っていると思いますか」

2.51%

■ 大変思う
■ やや思う
■
大変思う
45.85%
■ どちらともいえない
■ やや思う
「大変思う」
（41.70%）
、
「やや思う」
（45.85%）
の合計は、87.55%であ
り、学びに対する満足
■ あまり思わない
■ と回答
どちらともいえない
度の高さが際立っています。特に多くの回答者が仕事で役立っている
しています。
■ 全く思わない
■ あまり思わない
■ 全く思わない

0.29%

9.65%

「役立っている」と回答された方へ。具体的に
どのようなことに役立っていますか（複数選択可）

■ 大変思う
■ やや思う
■ どちらともいえない
■ あまり思わない
■ 全く思わない

5. 同窓会の活動として、
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6. 大学・同窓会への協力可能分野について
大学と同窓会の多く
の分野や事業に協力可能と回答いただき
友人との交流
2,431 ました。
社会福祉学部、
通信教育部卒業生からの回答が多いのが
職種別交流 経済学部、
2,113
特徴です。
なお、全ての学部から回答をいただいており、
特に卒業後
1,920
学習会
10年未満の方々からの協力のお申し出件数が多く見受けられます。
1,675
恩師との交流
卒業生の活躍やネ
ットワークを活かし、相互の協力
1,547・連携や在学生支
地域別交流会
援、大学事業への協力、同窓会の活性化に卒業生の参画が大いに
1,397
世代を超えた交流
期待できるところです。
また、
「702
地域同窓会への参加」については、最も
在学生との交流
多い回答数とな
り
ま
した。
同窓会へのご参加、
ネットワークづく
りへのお
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同窓会への協力

学園・大学への協力
回答項目
在学生実習受入
在学生実習巡回指導
在学生進路・就職相談
在学生への求人情報提供
ゲスト講師（講義など）
高校訪問（進路指導室）
高校生進路相談
広報物への取材協力
学園・大学への寄付

1500

回答数
634
312
600
476
557
149
223
534
273

回答項目
地域同窓会への参加

回答数
1,364

学部学科等の同窓生の
交流活動への協力

603

業種・職種単位の同窓生の
交流・学生活動への協力

602

7. 自由記述について
「①大学への要望・意見」
「 ②同窓会への要望・提案」
「 ③大学や同窓会への協力事項」
「 ④感謝や激励のご挨拶」に大きく分類されます。
自由記述欄でお寄せいただいたご要望・ご意見726件〈調査回答者7,433件（集計・分析に同意された方）
の9.77%〉
の全体的な特徴と
概要についてご紹介します。
《大学への要望・意見》
大学運営や教育について貴重な意見が多数寄せられました。
○大学の立地や学部の改組（医療系含む）
など長期計画に関すること
○専門知識とスキルの関係、即戦力など福祉人材の養成に関すること
○学生と同窓生の学びの場があるとよいなど在学生交流に関すること
○偏差値や社会福祉士現役合格率など社会的評価に関すること

《同窓会への要望・提案》
大学時代の友人は一生の宝であるなど同窓会活動への理解や激励の言
葉が寄せられました。
○同窓会企画の工夫、会報に関すること
○地域講演会等の広報協力に関すること（チラシがあれば組織が可能など）
○ネットワークづくりの重要性（災害時支援ネットワークなど）

記述内容の一部紹介
「教育研究のネットワークや多職種交流を大切にしてほしい」
「 人間を育て
る母校であり続けてください」
という声とともに、資格対応（教職）
の重要性、
国家試験対策の強化、
キャンパス分散によるサークル活動の支援策、奨
学金
（給費型）
の充実などの要望が寄せられました。

記述内容の一部紹介
業種別、年度別（同級生）
、
１・２年のゼミ、
日曜開催、子連れOK、教育分
野、保育分野、
日福のピンバッチを付けて参加（卒業生同士わかるもの）
、
名刺交換会を組み込むなど会合の工夫や、会報の評価（卒業生の紹介
は励み）
とともにペーパーレスの時代、紙媒体の縮小と情報の共有を進め
るなどの提案をいただきました。

全体を通して

付属図書館のご利用についてのお問い合わせが複数ありました。美浜本館、半田分館、東海分館をお気軽にご利用ください。所蔵検索
は学外からも可能であり、卒業生の方には図書の郵送貸出を行っています。なお、卒業生名簿は、発行しておりませんが、大学施設の借用など
を含めて同窓会開催に関する事項につきましては、同窓会事務局までお気軽にご相談ください。
調査票や項目の不備、Web対応の必要性などご指摘、貴重なご意見を多数いただきました。大学と同窓会が内容を共有し、今後の改善、
施策等に活かしてまいります。
ご協力、誠にありがとうございました。

調査に関するお問い合わせ先

日本福祉大学教育文化事業室 TEL：052-242-3045 FAX：052-242-3046
日本福祉大学同窓会事務局
TEL：052-242-3051 FAX：052-242-3052
〒460-0012 名古屋市中区千代田５丁目22-32（名古屋キャンパス南館）

大学近況

児玉善郎教授（現：社会福祉学部長）
が次期学長に選ばれました

二木立学長の任期満了
（2017年3月31日）
にともない、10月31日開催の理事会において、児玉善郎教授
（現・
社会福祉学部長）
が第8代学長に選任されました。任期は、2017年4月1日から2021年3月31日までの4年間。
児玉新学長は1959年生まれ、57才。博士（工学）
。専門は、居住福祉、福祉住環境、
建築・都市計画。
1985年神戸大学大学院工学研究科環境計画学専攻修了。民間の都市計画事務
所・株式会社計画技術研究所研究員、神戸大学工学部技官、産業技術短期大学助
教授を経て、2000年日本福祉大学社会福祉学部に赴任。本学着任後、大学院社会
福祉学研究科長、社会福祉学部長補佐、社会福祉学部長、執行役員
（高大接続）
など
を歴任。主な社会的な活動として、日本建築学会技術報告集委員会建築社会システム
部門幹事、愛知県高浜市地域公共交通会議会長、愛知県東海市空家等対策協議会
委員長などの要職に就いている。
日本社会福祉学会、日本建築学会、日本都市計画学
会などに所属。
主な著書に、
『居住福祉学』有斐閣（共著）
、
『住まいの論理』嵯峨野書院（共著）
、
『東日本大震災 住まいと生活の復興－住宅白書2011-2013』
ドメス出版（共著）
、
『集合住宅団地における“つどい場”と災害公営住宅におけるつながりづくり』全国コミュ
ニティライフサポートセンター
（監修・共著）
、
『 災害福祉論』青踏社
（共著）
、
など。

大学近況

知多市との包括連携協定

大学近況

大同大学との大学間連携協定

学 校 法 人日本 福 祉 大 学と知 多 市は2016年7月
27日、相互の密接な連携・協力により、地域の課題に
対応し、活力のある個性豊かな地域社会の形成およ
び相互の発展と充実に寄与することを目的として、包
括連携協定を締結しました。

日本福祉大学と大同大学は2016年8月4日、積極
的な連携協力のもと、両大学が持つ施設・設備の共
同利用や事務職員の人事交流などを促進し、両大学
が更なる発展を遂げることを目的として、大学間連携
協定を締結しました。

＜連携・協力事項＞
①まちづくりと地域の活性化に関すること
②教育・人材育成に関すること
③健康・福祉に関すること
④文化・スポーツの振興に関すること
⑤国際化に関
すること
⑥その他、本協
定 の目的に
資すること

＜連携・協力事項＞
①施設・設備の共同利用に関する事項
②事務職員の研修に関する事項
③事務職員の人事交流に関する事項
④その他、必要と認める事項

大学近況

文部科学省：平成28年度「大学教育再生加速プログラム（AP）」に採択されました

文部科学省の平成28年度「大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）
」のテーマⅤ「卒業時における質保証の取組の強化」
について、本学が事業採択されるとともに、同テーマにおける幹事校に選定されました。同テーマには、国公立を含む全
国の大学から合計94件の申請があり、15件が採択。中部地方の大学では本学が唯一の採択となりました。
■テーマ「卒業時における質保証の取組の強化」取組学部：社会福祉学部、子ども発達学部
①本学独自の卒業時の質保証ツール「学修到達レポート」の発行をゴールに据え、②正課教育だけでなく、地域での活動や
サークルなど正課外の学修活動も可視化・評価しながら、③キャリア支援も含むトータルな学修支援で学生の成長を下支えする、
というプロジェクトです。自発的な実習やボランティア活動などの成果もアピール可能にする、本学にふさわしいプログラムです。

大学近況

スポーツ科学部を開設します
（2017年4月美浜キャンパス）

2016年3月に文部科学省へ申請した「日本福祉大学スポーツ科学部設置認可申請」について、同年8月
31日付で認可されました。
「スポーツの力を人々の幸せに生かし、社会の発展に寄与すること」を学び、研究
するオンリーワンのスポーツ系学部です。この学部では、すべての人々にスポーツの楽しさと喜びを提供でき
る人材を育成します。そして、スポーツ実践の現場はもちろん、産業・行政・教育などあらゆる分野で応用でき
る能力を、スポーツを題材とした大学教育を通じて養います。
■ スポーツ科学部５つの特徴

スポーツ文化を多方面から学ぶ
スポーツを科学的に理解する科目、体験

新学部棟をはじめ、充実した設備

地域で実践するフィールドワーク科目

地上4階建ての学部棟を新設します。バス 2年次には地域の学校や福祉施設、総合

する科目、体系的な指導法を学ぶ科目、 ケットボール・バレーボールの公式コート3面

型地域スポーツクラブなどでのスポーツ指

地域の健康増進に生かす科目など、スポー がとれるスポーツ演習室や各種実験室に、 導を実践。そこで得た疑問や関心を3年
ツをあらゆる方向から学びます。

室内温水プールも併設。 人工芝グラウン 次以降の学習に生かします。
ドなどの既存設備も活用します。

障害者スポーツの可能性に迫る
わが国の障害者スポーツ研究
の最前線で活躍する教員をそ
ろえ、パラリンピック選手の輩
出から障害者スポーツの普及ま
で、幅広く障害者スポーツにつ

中・高（保健体育）
と特別支援
学校の教員免許が取得可能
発育発達や障害者スポーツに
関する学びを通じて、子ども一人
ひとりの心身に応じたスポーツ
指導ができる教員を養成します。

いて学びます。
◆ 詳細はスポーツ科学部ホームページをご覧ください（http://www.n-fukushi.ac.jp/faculties/gakubu/sports/index.html）

大学近況

平成28年度科学研究費 本学が新規採択率・全国9位（東海地区で1位）、
女性比率（新規採択＋継続分）
・全国10位、
「社会福祉学」分野の採択件数・全国1位

2016年10月13日
（木）、文部科学省より平成28年度科学研究費助成事業（以下、
「科研費」）の配分状況
が公表されました。本学は新規採択率で全国9位（東海地区で1位）、女性比率（新規採択＋継続分）で全国
10位、並びに、過去5年間の「社会福祉学」分野の採択件数で全国1位となりました。
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。
◆詳細は、文部科学省ホームページをご覧ください
平成28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/1377914.htm

日本学生支援機構奨学金を借りられていた皆さまへ
日本学生支援機構奨学金は、卒業後 7ヶ月目から口座振替により返還することになっていますが、残高不足等による振替不能や、
転居等による通知文書の配達不能により、
「延滞」が生じ、延滞が長期間となる事例が発生しています。
・通帳記帳により返還（引き落とし）を毎月確認してください
・転居・姓名変更等の際は、必ず日本学生支援機構に届出をしてください
万一、返還が困難な場合は、
「返還期限猶予」や「減額返還」等の制度がありますので、以下の窓口に早急にご相談ください
（奨学生番号が必要です）。
日本学生支援機構
相談窓口

電話：0570- 666-301 ／（海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話：03-6743-6100）

http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/

日本福祉大学の就職支援について

大学近況

＜速報値＞2016年度 卒業生の進路・就職結果（2017年2月15日報告迄）
2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。同窓生の皆さまもご支援・ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。
2月15日時点の就職内定率は88.8%
（対前年同時期比+3.0%）
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100人近く存在しており、卒業まで残り約1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。
【2016年度卒業生と過年度卒業生の就職実績】
内定率 4/末 5/末 6/末 7/末 8/末 9/末 10/末 11/末 12/末 1/末 2/15 最終
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就職支援プログラムのご紹介
日本経済団体連合会が定めた「新規学卒者の採用・選考に関する倫理憲章」では、広報活動は3月1日以降、採用活動は6月1日
以降と定められております。
広報活動開始に照準をあて、3月1日から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

学生生活

イベントトピックス

「今年度活躍した学生を励ます集い」開催報告
2016年度「今年度活躍した学生を励ます集い」が、
2016年12月10日に美浜キャンパスで開催されました。
これは毎年、スポーツや学術文化、地域貢献活動など、
課外活動において優れた成果をあげた学生やサークル・
団体を表彰しているものです。
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
表彰が行われ、スポーツ活動や学術文化、地域貢献活
動で優れた成果をあげた12個人、8団体が表彰されまし
た。また、サークル協議会に所属する24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：伊藤一輔（フライングディスク部、社会福祉学部4年）、
神谷昇志
（フライングディスク部、社会福祉学部3年）
、熊谷悟
（車いすバスケット
ボール、健康科学部2年）、後藤陸斗（水泳部、経済学部1年）
○学長表彰（団体）
・スポーツ活動：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4年）
、矢野
紗也（セーリング競技、国際福祉開発学部3年）
、髙田靖子（Ⅰ部バドミントン部、
社会福祉学部3年）
、福原なるみ
（Ⅰ部バドミントン部、社会福祉学部3年）
、蜂矢
樹
（水泳部、経済学部1年）
、若林咲良
（水泳部、国際福祉開発学部3年）
、川島
雅也
（少林寺拳法部、子ども発達学部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3年）
○学生部長表彰（団体）
・スポーツ活動：アーチェリー部、
Ⅰ部バドミントン部
・学 術文化活動：鳴子踊りサークル夢人党、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、にじぷく日福セクマイサークル

当日の様子は、大学ホームページ トップ→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」
（2016/12/12掲載）でご参照いただけます。http://www.n-fukushi.ac.jp/news/16/161212/16121201.html

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●児童福祉サークルくれよん

健康科学部

私たち児童福祉サークルくれよんは、主に半田市周辺の
幼稚園や小学校、児童館からの依頼を受けて、週に2 ～3回
ほど活動をしています。
実際の活動は、子どもたちと一緒に室内や屋外で遊ぶこ
とをメインにしており、冬季には児童館で企画されている
『餅つき』や、幼稚園で開催されている『豆まき』への参加
など、様々なイベントに携わらせていただいています。
また毎年12月中旬頃に、活動先の遊ぶ子どもたちを大学
に招待してクリスマスにちなんだ劇を披露したり、工作や
ゲームをして子どもたちと一緒に遊ぶ『クリスマス会』を
開催しています。昨年のクリスマス会では、松ぼっくりを
使ったクリスマスツリーを作ったり、みんなでクリスマス
ソングを歌ったりして子どもたちと楽しみました。

相野田 啓太

活動を通して子どもたちと遊ぶ中、学生生活における協
調性を他者と育むことができ、楽しく活動しており、非常
に仲の良い雰囲気です。
卒業生のみなさん、子どもたちと遊ぶ機会がございまし
たら、ぜひお気軽にご連絡ください。

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●少林寺拳法部
日本福祉大学 少林寺拳法部は同好会から数えて私の代
で40代目となります。更に、部創立40周年となります。
現在、少林寺拳法部は12名で元気に楽しく活動してい
ます。2016年度の成績は、東海学生新人大会 男子単独
演武の部で優勝を収め、課外活動奨励で学生部長表彰を
受けることができました。また、本部合宿や１回生合宿を
はじめ、名古屋大学・名古屋学院大学へ出稽古、中京大学
を日本福祉大学に招いて運用法の試合を行う等、他大学
との交流を積極的に行ってきました。この他大学との交
流が多い点が大学少林寺拳法の大きな特徴だと捉えてい
ます。少林寺拳法で様々な人と出会い、接することで拳
技だけでなく多くのことを学ぶことができると考えてい
ます。

子ども発達学部

少林寺拳法の目的は大会で
勝つためでも、強者をつくる
ことでもありません。拳技を
通して、人との関わりを通して
「本当の強さ」を持った人に
なることを目指しています。

川島 雅也

社会福祉学会（学内学会）

活 動 案 内

若者セミナー
合いをすることができました。各々が大切にしている

平成28年9月24日、日本福祉大学名古屋キャン

思いや抱えている葛藤などを、真剣にそして自由に語り

パスにおいて、若者セミナーを開催しました。

合うことができました。

若者セミナーは、若手職員の学びや交流の機会
づくりのために20代～30代が中心となって開催して
います。今回は、
「 大切にしているモノ、大切にして
いきたいコト」をテーマに加藤千礼さん
（精神保健福
祉士）
と望月理恵さん
（特別支援学級教員）
からの実践
報告と、ワールドカフェの手法を用いたグループディス
カッションを行いました。
加藤千礼さんからは、
当事者やその家族の力
を引き出せるような支援

●学内学会について

について模索してきたこ

学内学会は、研究と実践の双方の視点を大切にし、

とや、当事者やその家族
との関わりから学んだ経験についてお話し頂きました。

大学と現場を結びながら、社会福祉研究や実践の方
向性について議論ができる学会です。現在は、現役学

望月理恵さんからは、特別支援学校の教師を目指
すきっかけとなった経験、現在の仕事上の困難さに

生
（学部生、院生、科目履修生）
、現場職員
（卒業生）
、

ついてお話し頂きました。お二人とも実践するうえで、

研究者が年代を超えて和気あいあいと活動しています。
主な活動は、年１回の大会の他、若者セミナー、新春

「相手に寄り添って放り出さない事」を大切にしている

企画といったイベントや、学会誌『福祉研究』の発行

と話されていました。

などです。

後半は、
「大切にしているモノ、大切にしていきたい

次回は、6月24日
（土）
・25日
（日）
に第49回大会の

コト」をテーマにグループディスカッションを行いました。
参加者全員がすべてのテーブルを回り同じテーマで話を

開催を予定しています。詳細につきましては、日本福祉

したわけですが、話し合う人や場が変わるだけで視点が

大学社会福祉学会ホームページ及び facebookページ

異なるのが面白いところです。対人支援、職場環境、

にてご確認ください。
多くの方のご入会、ご参加をお待ちしています！
！

セルフコントロール、平和など、いろいろな切り口の話し

問い合わせ先

日本福祉大学社会福祉学会事務局

〒470-3295  愛知県知多郡美浜町奥田
TEL  0569-87-2211 内線1180
FAX  0569-87-1690

公

示

※お電話でのお問い合わせは、金曜日の10時〜13時にお願いいたします。

E-mail  gakkai@n-fukushi.ac.jp
URL  http://www.geocities.jp/gakunaigakkai/index.html

2017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：2017年6月10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 1．2016年度事業報告について
2．2016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）
4．2017年度事業方針・事業計画について（案）
5．2017年度収支予算について（案）
6．その他

○開催日：2017年6月11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．同窓会グランドデザインと
第2期（2016〜2018年度）3カ年計画についての意見交換等
2．2017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。

活 動 日 誌

12

3
（土）
3
（土）
3
（土）
10
（土）
10
（土）
10
（土）
10
（土）
17
（土）
18
（日）

1

2

月

月

11

3

月

宮崎県地域同窓会 総会・意見交換会・懇親会
福島県地域同窓会 総会・講演会・夕食＆交流会
大学院社会福祉学研究科
3
（土）
社会福祉学専攻
（通信教育）
同窓会総会
埼玉県地域同窓会「埼玉県通信教育部同窓交流会」
10
（土）
10
（土）
第2回東海地域ブロック代表者会議
17
（土）
BBS赤とんぼの会
17
（土）
大阪地域同窓会「Tea Time 交流会～第6弾」
西三河/碧海地域同窓会「刈谷の集い」
17
（土）
講演会・懇親兼茶話会
18
（日）
北海道 田中会
（田中和彦先生を囲む会）
23（金）
・24
（土） 昭和44年卒吉岡進ゼミ同窓会
24
（土）
第2回近畿地域ブロック代表者会議
24
（土）
福岡県地域同窓会 総会・分野別情報交換会・懇親会
24
（土）
新山会
24（土）
・25
（日） 田原・栗原先生を囲む会
25
（日）
岐阜県地域同窓会飛騨支部 総会
30
（金）
～10/2（日） 小川ゼミ同窓会「せせらぎ」
1
（土）
第2回四国地域ブロック代表者会議
1
（土）
第2回北信越地域ブロック代表者会議
8
（土）
三重県地域同窓会 総会・交流会・懇親会
8
（土）
名古屋地域同窓会「名刺交換交流会」
8（土）
・9
（日） 訓覇スウェーデンセミナー同窓会
9
（日）
岐阜県地域同窓会「同窓生の集い」
・懇親会
13（木）
・14
（金） サンニー勢和会
14（金）
・15
（土） みそしるの会
15
（土）
第3回東北地域ブロック代表者会議
15
（土）
和歌山県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
16
（日）
アンパンマンの会
20（木）
・21
（金） ヤジエセツルメントOS会
22
（土）
東京地域同窓会施設部会「救世軍自省館施設見学会」
22
（土）
PSW-net
23
（日）
瀬戸・尾張旭・長久手地域同窓会 文化講演会・総会・懇親会
28
（金）
北海道地域同窓会「コンパします」
29
（土）
滋賀県地域同窓会 講演会・懇親会
東北ブロック地域同窓会
29（土）
・30
（日）
「東日本大震災復興セミナー・被災地訪問」
29（土）
・30
（日） Ⅰ部聴覚障害者問題研究会加絵手ＯＢ・ＯＧ会
29（土）
・30
（日） 第14期二木立ゼミ同窓会
5
（土）
同窓会本部事務局「福祉大学祭出店」
5
（土）
名古屋地域同窓会「福祉大学祭出店」
「ステージ企画」
5
（土）
奈良県地域同窓会 公開講演会・総会・懇親会
東京地域同窓会「通信教育部公開スクーリング＆
5（土）
・6
（日）
在学生と同窓生交流懇親会」
6
（日）
知多地域同窓会「福祉大学祭出店」
6
（日）
第2回中国地域ブロック代表者会議
12
（土）
兵庫県地域同窓会「第2回 ゆるつな日福通信ひょうご」
12
（土）
児童福祉施設問題研究会同窓会
12（土）
・13
（日） 未申会
岡山県地域同窓会
13
（日）
「走ろう！支えよう！おかやまマラソン2016」
日本福祉大学セミナーin静岡
19
（土）
「静岡のふくし 未来へのバトン」
名古屋地域同窓会・経済学部同窓会共催
19
（土）
「チャリティーゴルフコンペ」
経済学部同窓会
19
（土）
「首都圏経済・経営系プレゼンテーション交流会」
19（土）
・20
（日） KOBAZEMI85
20
（日）
第2回常任理事会
経済学部開設40周年記念事業
26
（土）
「経済学部同窓生のつどい
（総会）
」
26
（土）
「福祉経営学部同窓生のつどい」
26
（土）
フライングディスク部同窓会
26
（土）
福井県地域同窓会「同窓生のつどい」
26
（土）
富山県地域同窓会 総会・勉強会・懇親会
26（土）
・27
（日） 硬式テニス部OB会
26（土）
・27
（日） サイクリング部OB会

月

月

10

3
（土）
3
（土）

網掛けは本部事項

月

月

9

2016年9月~2017年3月

14
（土）
14
（土）
14
（土）
14
（土）
14
（土）
20
（金）
21
（土）
4
（土）

香川県地域同窓会スクーリング交流会
北海道地域同窓会「ガッツリ食って、ガッツリ語る意見交換会
生ハムもあるでよ in Sapporo 白石partⅢ」
第2回関東地域ブロック代表者会議
第2回理事会
群馬県地域同窓会 講演会・通信生交流会・懇親会
岡山県地域同窓会
「ようこそ岡山へ！通信生・同窓生合同忘年会」
たちばな会
東京・神奈川県地域同窓会
「国試合格祈願！高尾山参拝ツアー!!」
同窓会・大学共催企画
「日本福祉大学同窓会Uターン就職ガイダンス
（就活プランニングセミナー）
」

広島県地域同窓会「県北の集まり」
大阪地域同窓会「新年会」
第3回東海地域ブロック代表者会議
島根県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
社会福祉協議会職員同窓会
高知県地域同窓会「新年会」
名古屋地域同窓会「料理教室」
宮城県地域同窓会 総会・交流会
名古屋地域・南尾張地域・
4
（土）
経済学部同窓会 名刺交換会
（第2回）
4
（土）
広島県地域同窓会 総会・懇親会
4
（土）
195F同窓会
4
（土）
草鹿ゼミナール第3期生同窓会
9
（木）
鴻福会
12
（日）
佐賀県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
12
（日）
千葉県地域同窓会 交流会
大学院社会福祉学研究科
12
（日）
心理臨床専攻同窓会
12
（日）
アーチェリー部OB・OG会
18
（土）
北海道地域同窓会「新年交流会」
兵庫県地域同窓会
18
（土）
「第3回 ゆるつな日福通信ひょうご」
18
（土）
西三河/碧海地域同窓会 キャッチ
（KATCH）
同窓会
18
（土）
綿先生を囲む会
19
（日）
栃木県地域同窓会 研修会・総会・懇親会
19
（日）
埼玉県地域同窓会「小江戸川越散策」
25
（土）
北海道道南地域同窓会「新年交流会」
25
（土）
東京地域同窓会医療部会「新病院見学会」
25
（土）
第3回近畿地域ブロック代表者会議
とりあえず、同窓生と知り合っとこ！
25
（土）
〜近畿地方同窓生による就職or進路相談会〜
25
（土）
福岡県地域同窓会「同窓生・学生の集い」
25
（土）
幹の会
3
（金）
三重県職員同窓会
4
（土）
第3回常任理事会
4
（土）
大分県地域同窓会 総会
4
（土）
京都地域同窓会 講演会・総会・交流会
5
（日）
愛媛県地域同窓会 講演会・懇親会
11
（土）
第3回理事会
長野県地域同窓会
11
（土）
中信支部の集い・総会・講演会・論集発表
11
（土）
長崎県地域同窓会 総会・研修会・懇親会
11
（土）
大谷京子ゼミ同窓会
18
（土）
日本福祉大学学位記授与式
18
（土）
岐阜県東濃東部支部 総会
18
（土）
・19
（日） 訓覇スウェーデンセミナー同窓会
25
（土）
関東ブロック「卒業を祝う会in関東」
25
（土）
北信越ブロック「卒業祝賀・交流会、卒業記念懇親会」
25
（土）
近畿ブロック「卒業お祝い式＆交流会in関西」
25
（土）
中国ブロック「卒業お祝い記念 中国ブロック交流会」
25
（土）
愛媛県地域同窓会「卒業を祝う会」
26
（日）
九州・沖縄ブロック「卒業お祝い記念 大交流会in九州」

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！
にほんふくしだいがくどうそうかい

訃 報
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
牧
洋子先生
榎本 隆 さん
塩野 泰久さん
今中せつ子さん
久保 洋示さん
石田 竹男さん

元社会福祉学部教授／2016年11月ご逝去
1957年中部社会事業短期大学卒／2016年7月ご逝去
1962年社会福祉学部卒／2016年2月ご逝去
1964年社会福祉学部卒／2017年1月ご逝去
1970年社会福祉学部卒／2016年9月ご逝去
1972年社会福祉学部卒／2016年10月ご逝去

西田
沢田
松川
山本
川崎
淺野


昌子さん
和子さん
裕子さん
豊彦さん
雄司さん
哲郎さん

1974年女子短期大学部卒／2013年11月ご逝去
1975年社会福祉学部卒／2016年4月ご逝去
1976年女子短期大学部卒／2016年7月ご逝去
1979年社会福祉学部卒／2016年4月ご逝去
1992年経済学部卒／2013年11月ご逝去
2002年経済学部卒／2015年5月ご逝去
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編集後記
日本福祉大学は、中部社会事業短期大学から日本初の四年制福祉系大学に改組され、今年で60周年
を迎えます。卒業生数が最も多い社会福祉学部の開設60周年でもあります。大学と卒業生がともに歩ん
だ歴史の中で、建学の精神は脈々と息づき、福祉文化創成事業も大きく花開いてきました（P. 3～4）。
「福祉離れ」など進路選択における厳しい状況も見受けられますが、同窓会は福祉文化創成ネットワー
クづくりの推進者として、志のある若者たちに向けて福祉を学ぶ道を切り拓いていきたいものです。その
ために何ができるか、同窓会の新たなミッションの一つとして、お知恵をいただければ幸いです（JM）。

