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同窓生5人組ロックバンド「みそっかす」の皆さん
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４年制大学開設
60周年を迎えて

これからの
大学の発展方向
を語る

−−新学長抱負と大学の発展方向

わかりやすく社会に発信していく必要があると思います。
大学の発展をめざすとき、何をもって発展というかが重要
数納：この度、学長にご就任されましたこと、お祝い申しあ
だと思います。大学の規模を大きくするというのも一つの
げます。大学をめぐる状況は厳しく存在価値が問われています。
発展の方向かもしれませんが、これからの時代は、学びの質
この時期に、大学教学の統轄責任を担われる児玉学長に抱負
であり、卒業後に、その学びを生かして社会でどのような
とお考えになっている大学の発展といいますか、進む方向に
貢献ができるかという卒業生の質の向上を図ることが、発展
ついて全国の同窓会員に語っていただけますでしょうか。
の方向ではないかと思っています。
児玉：この 4月から第8代の学長に就任しました。どうぞよろ
しくお願いします。本年4月にスポーツ科学部を開設したこ
とや、社会福祉学部を大幅に改革したことなど、大学開設
60周年を機に本学は新しい節目を迎えようとしています。
しかし、このような節目の時期であるからこそ、本学の原点
である、6 4年前に鈴木修学先生が大学創設にあたり示された
建学の精神に込められた理念を改めて大切にする必要がある
と考えています。当時と社会的状況は大きく変わり、経済的
には発展してきた一方で、さまざまな困難や生活上の問題を
抱え、支えを必要としている人たちがますます増えてきてい
る現状にあります。また、団塊の世代が 75 才以上となる
2025年に向けて、支えを必要とする人の状況は、さらに深刻
になっていくことが予想されます。そのような中で、本学で
の学びを通じて、さまざまな分野から人々を支えることがで
きる知識や技術を身につけた人を、社会に送り出していく
大学にしなければならないと、強く思っています。
第2 期学園・大学中期計画では、
「教育の質的転換とその実
質化」を主要政策課題に設定しています。現在、全学部で
推進している「ふくし・マイスター」を養成する地域連携
教育（本号 P. 3-4参照）は、卒業時の質保証につなげていく
具体的取り組みの一つです。
自分の生活を豊かにすることはもちろん必要ですが、それだ
けを価値とするのでなく、これからの人生を生きていく上で、
人と関わり人を支えることを通じてみんなの幸せ、豊かな生
活につなげていくことに価値をおく人を育て、社会に送り出
しているところに本学の特長があることを、これまで以上に

数納：そうですね。経済的な成功者や著名になること、それ
はそれで大事なことですけれど、他人の痛みが分かる、社会
的な弱者や機会に恵まれない人たちに、手を差し伸べること、
喜びや悲しみを共有できる、そういう気持ちを持った学生を
育てあげて社会に出していくことが福祉大学の一つのあり方
として望まれるところですね。大いに同感いたします。この、
人を大事にするということは、何学部であっても同じだろう
と思います。これからの社会はこのような価値観を持った人
が会社の中でも必要とされると思います。社会福祉の分野だ
けではなくて、この大学が持っている校風、風土のような、
過去から伝えられてきた良いものを、これからはより一層表
現されていくことが必要に思いました。

−−卒業生の誇り、同窓生は建学の精神の実践者
数納：同窓生にとって、大学で学んだことが今でも生き方の
一つになっていて、卒業生現況調査でも、ものの見方、考え
方を身につけたことが「大学で一番学んだことは何か」の設
問回答のトップにありました。この回答がトップであったと
いうことは、本当にいい大学だと思いますし、多くの同窓生
はすごくそれを誇りに思っていると思います。もちろんそん
なことは思ってない人もいるかもしれませんが（笑）。いい
教育をしてもらったと思います。大学で身につけたものの
見方、考え方は全国各地での同窓生の頑張りにつながり、また
母校の発展を願い同窓会活動にも参画する背景にもなってい
ると思います。在学中には“建学の精神”を意識していなかった

「ふくし」
の総合大学として、
全ての学部が、
社会のあらゆる分野で建学の精神にある、
人を支え、
困っている人たちに自分たちが貢献するという
ことに向かって、
学生を教育し、
それぞれの分野で
役立つ人を出していくということこそが、
大学の発展につながっていく。（児玉学長）

日本福祉大学学長

児玉 善郎

日本福祉大学同窓会会長

数納 幸子

推進を事業計画の一つの柱として、何ができ
るのかを検討しています。その具体化として、
学生の入学から卒業までの様々な場面にいか
に関われるかを検討しています。例えば学生
募集、同窓生を講師としたゲスト講義、Uター
ン就職支援などです。これは在学中から同窓
会が身近なものとして学生が認識し、卒業後
は自らも同窓会員として次の世代の学生たち
に働きかけ、本学の世代を超えた近しい関係
が新しい文化、風土を醸成していくのではな
児玉：大切なことは、大学で学んだことを社
いかと考えています。大学としても、同窓生に
会の中でどう実践し、活かしていくか、その
対する卒業後の支援事業の拡充など、時代に、
価値を多くの同窓生の皆さんが共有している
ところが、日本福祉大学の良さだと思います。 世代に何が必要とされるのかなどの協議をお
願いしたいと考えています。
同窓会活動が活発に行われ、たくさんの同窓
それから、同窓会を大変評価していただき、
生が卒業後もずっと日本福祉大学で学んだこ
また多大な支援もいただいていて有難く思い
とをとても大事に思い、母校愛に燃えて、大
ます。同窓会と大学とつなぐ重要な位置には、
学を支援する活動や発言をしてくださること
教職員の先生方がいらっしゃると思います。
は素晴らしいと思います。教職員や在学生も
もっと同窓会に関心を持っていただき特別会
その価値を大切にし、大慈悲心、大友愛心を
員として同窓会活動に参画していただけると
もって、社会の中で行動していける人となる
有難いです。
ことを重視しているところに、脈々とつな
がってきていると思います。このようなつな
児玉：先日の大学同窓会の代表者会議には、
がりをもっていることは、他にはない日本福
全国から多くの方が集まられ、大学に貢献す
祉大学ならではの良さだと思います。
る活動などについて、非常に活発で有意義な
この良さを今後さらに伸ばしていくことが
議論をしていただきました。参加された皆さ
一番大事なことで、これから学ぼうとする人た
ちに、社会に役立つこんな仕事ができるとか、 んが地域に戻られたら、その周りにはもっと
多くの同窓生がいて、何かやりたい、何か貢
それが人間としてこれから生きていく上での
献したいという方がたくさんおられると思い
大切さ、価値があるということを分かりやす
ます。そのような同窓生の方たちと大学が、
く伝えていく必要があると考えています。その
もっといろんな形でつながって取り組んでい
際に、大学と同窓会が協力してやっていくこ
くことを、これまで以上にやりたいと思って
とが、今の時代だからこそ、より大切になっ
います。
てきていると強く感じています。
このような同窓会と大学とが一体となった
取り組みが大切であるということが、60年の
−−大学・同窓会が共に発展する為、
歩みの中で、大学としてもより重視できるよ
新たな連携・協同事業の推進を
うになってきたのだと思います。「ふくしの
数納：同窓生の個々人が、もちろん全ての人と
総合大学」として学問・専門領域の拡大と
はなりませんが、どのように社会と向き合い、 それに伴う同窓生が活躍する領域の拡大、
生きているのかを在学生との間で、交流とい
この領域拡大に対応した新しい連携を創りあ
うか、表現する場所があり、職場でやってい
げていきましょう。
ること、考えていること、悩んでいることな
今後も、大学の発展とそれを支える同窓会
んかが、学生に伝わると、学び方などにも変
の発展を、両者が一体となって取り組んでい
きたいと思います。どうぞよろしくお願いし
化があるのかと思います。
ます。
今、同窓会は、大学との連携・協同事業の
卒業生が多いと思いますが、社会に出てから、
建学の精神の実践者といえるかも知れません。
社会がいろいろ変わったりして、学園を質
高く、また経営的にも成立させていくのは困
難で、本当に大変だと思いますが、あそこで
なきゃ、というキラッとした他との区別性が
日本中の人たちに分かる、そんな環境にした
いですね。

地域の「地（知）の拠点」として

～教育・研究活動を通して地域に貢献する大学COC事業のご紹介～
日本福祉大学COC事業推進本部
１．はじめに～地域の「地（知）の拠点」として～

行った学生に付与します（卒業時付与。付与目標は卒業する学
生の半数以上。
【下図参照】
）
。各学部で様々な「地域志向科目」
少子高齢化や人口減少など、社会が急速に変貌し、地域に様々
を指定していますが、最も特徴的なものには、１年次の基礎ゼ
な課題が生じるなかで、日本の大学には、各地域の「地（知）
の拠点＝Center of Community（以下、COCと表記）
」となり、 ミ科目等で実施する「ふくしコミュニティプログラム」があり
ます。このプログラムでは、「地域を知る、地域を調べる、地
課題解決に貢献して、地域の活性化や持続的発展につなげる役
域と関わる、学習を深める、成果をまとめる」のステップで、
割が期待されるようになりました。日本福祉大学は、
「地域に
全1年生が地域について学んでいます。地域からゲスト講師を
根ざし、世界を目ざす『ふくしの総合大学』」を大学全体のコ
招いてお話を伺ったり、実際に地域のフィールドに学生たちが
ンセプトとして、以前より地域と連携した教育・研究・社会貢
出て学んだりと、各学部がそれぞれ工夫を凝らして企画・実施
献を進めてきました。2014年度には、文部科学省「地（知）の
しています。例えば、社会福祉学部生は春季セミナー時に知多
拠点整備事業」（大学COC事業－優れたCOCの取組を選定する
半島の福祉系NPOなどを訪れ、看護学部生は秋に東海市内の健
文部科学省の事業－）に、本学のCOC事業「持続可能な『ふく
康づくり関連の施設・団体を訪ねて学修し、学内での成果報告
し社会』を担う『ふくし・マイスター』の養成」が採択され、
など、その後の学習活動につなげます。地域現場で地域の方々
これを機に地域連携・地域協働の新規事業に着手しました（同
から様々なことを教わるにあたり、学生たちも緊張感を持って
年度は25校採択、採択率10.5％）。現在、知多半島内の自治体と
臨みますが、なにより１年次から地域に触れる機会を持つこと
連携し、教育・研究・社会貢献の各分野において、地域との連
で、地域に出ることへの敷居が下がり、地域学修への意識が向
携・協働を拡大・強化し、新たな取組を進めています。連携自
上する効果があると考えます。上級生になっても、地域関連の
治体は、本学キャンパスが所在する美浜町、半田市、東海市に
講義科目や、
「サービスラーニング」
・
「地域研究プロジェクト」
知多市を加えた４市町（知多市は2016年度に追加）であり、そ
などの学外フィールドで学ぶ科目が「地域志向科目」として指
れぞれ主に取り組む地域課題を設定しています。例えば、美浜
定されており、継続して地域について学んでいくことができま
町では防災・減災や子育て支援など、半田市は中心市街地の活
す（学部によって指定科目は異なります）
。
性化や地域包括ケア、東海市は多様な地域デザインなど、各地
域にとって重要度の高い課題を取り上げています。それでは次
さらに、COC事業の進展に合わせ、
「ふくしとフィールドワー
項より、本学COC事業の教育・研究・社会貢献の取組内容の概
ク」、「ふくしと減災コミュニティ」、「知多半島のふくし」を全
略をご紹介します。
学教育センター科目として新規開講しました。これらはパソコ
ンで受講するeラーニング科目ですが、「知多半島のふくし」の
２．教 育：
「ふくし・マイスター」を養成する全学的な
みは後半数講をキャンパスごとの集中講義「COCデイ」として
地域連携教育
実施しています。集中講義には地域のゲスト講師を招き、地域
にも受講を開放しています。さらに今年度末には、
「ふくし
本学COC事業は、
「ふくし・マイスター」を養成する全学的な
地域連携教育を中心としています。
「ふくし・マイスター」とは、 フィールドワーク実践」という集中講義科目を新規開講します。
これからの地域に求められる多職種連携、多分野協働を学ぶ科
地域と関わり、地域の課題解決に貢献できる力をもった人材で
す。この平仮名の「ふくし（ふつうのくらしのしあわせ）
」には、 目であり、キャンパス所在地の美浜町、半田市、東海市をフィー
ルドとする3クラスの開講準備を進めています。これにより、
福祉を制度面に限定して考えず、身近なこと、我が事として捉
学生たちの学修機会は、さらに豊かになる予定です。
えてほしいという意図があります。「ふつうのくらし」の大切
さに関わる課題が急増するなか、
「建学の精神」が示す「悩める時
代の苦難に身をもって当たり、大
慈悲心・大友愛心を身に負うて、
社会の革新と進歩のために挺身す
る志」の人は、今の地域にこそ必
要といえます。本学の卒業生は、
各自の専門とともに、地域と関わ
り地域課題に身をもって当たる力
を身に付けて卒業し、自分が暮ら
す地域で活躍してほしい。そんな
願いを込めて、
「ふくし・マイス
ター」の養成を進めています。
「 ふ く し・ マ イ ス タ ー」 は、
2015年度入学生（現3年生）から
を養成対象とし、
「地域志向科目」
（各学部や全学教育センターの指
定科目、現127科目）10科目20単
位以上の取得とともに、毎年度の
「リフレクション」（地域に関す
る自分自身の学びの振り返り）を

３．研 究：二つの研究制度
－地域課題解決型研究と市民研究員

→

本学のCOC事業は、地域連携教育のみならず、研究分野でも
新たな取組を進め、2015年度から地域課題の解決に係る研究支
援を２件スタートさせました。一つは、本学専任教員の「地域
課題解決型研究」
、もう一つは地域の市民が自ら地域課題の研
究に取り組む「市民研究員」です。いずれも対象地域の諸課題
をテーマとする研究活動を年度単位で公募・審査し、採択した
研究を支援するものです。年度途中に、研究に取り組む本学専
任教員と市民研究員が一堂に会し、それぞれの研究内容を紹介
し交流する機会を持つとともに、年度末には合同の研究成果報

告会を開催して研究成果を地域にもお伝えしています。昨年度
までに「地域課題解決型研究」11件、「市民研究員」8件の研究
活動が実施されました【下表参照】
。今年度は「地域課題解決
型研究」12件、「市民研究員」7件のテーマで研究活動が進めら
れています。特に「市民研究員」の研究テーマには、住民や生
活者としての視点から地域課題を捉えたものが多数あり、その
研究を進めることは、各地域の課題をより一層幅広くかつ具体
的に把握・認識することにつながります。また、これらの研究
には、学生が調査活動などに関わる機会を設定しているものも
あり、学生の地域における経験・体験の機会を拡げることにも
寄与しています。

地域課題解決型研究（採択テーマ一覧）
年度

研究テーマ

対象地域

美浜町、
東海市など

ICT活用による教員と地域住民とともに作り上げる国際交流

東海市

美浜町布土学区を中心とした地域防災活動を普及するための取り組み
〜災害時要援護者の避難問題に焦点を当てて〜

美浜町

美浜町における災害にも強いまちづくりに向けた支援
－地域住民の
“強み”をつなぐ災害支援共助システムの構築－

美浜町

半田市「アイプラザ半田」の地域活性化に向けた利活用に関する研究

半田市

半田市における子どもの貧困対策と居場所づくり
〜地域におけるさまざまな子どもの居場所のあり方〜

半田市

半田市におけるグループ回想法を用いた介護予防と自主活動形成への支援
－アクティビティとしての回想法－

半田市

東海市における災害に強い街づくりに向けた支援
－潜在看護師のマンパワーを活用した災害支援共助システムの構築－

東海市

知多半島内における人口増加に向けた地域づくりの成果と影響に関する研究

東海市、
美浜町など

知多半島のNPOが有する社会的な価値に関する研究 part-1
－NPOスタッフの意識と活動実態に関する調査を通じて

美浜町、
半田市、
東海市など

４．社会貢献：Cラボの取組を中心に
大学の地域社会貢献もCOC事業のテーマの一つです。本学も、
地域と大学の交流を促進し、さらに社会に貢献できるよう、
2015 年4月 に 地 域 連 携 推 進 拠 点 Ｃ ラ ボ（Community
Laboratory）を、半田市と東海市のご協力を得てそれぞれの中
心市街地に新設し、地域連携コーディネータ職員を配置しまし
た（Ｃラボ美浜は美浜キャンパス内に以前より設置）。Ｃラボ
では、地域諸団体との連絡、地域円卓会議等の開催協力、地域
と大学が連携した各種取組の支援など、日々様々な交流を進め、
COCの教育・研究事業のサポートとともに、各地域の活性化に
貢献しています。地
域の諸団体が協働・
協力して開催する地
域円卓会議では、地
域づくりに取り組む
市民と学生・教職員
の交流が実現し、そ
の出会いが地域にお 美浜COCデイでは、
「子どもの貧困～地域はどう
ける他の取組につな 向き合うのか」をテーマにシンポジウムを実施
がるなど、地域課題
解決の一助となって
います。地域との連
携には様々な取組が
ありますが、例えば、
昨年度、半田市の運
河にＬＥＤの光の 玉
を浮かべる企画Canal 「地（知）のマイスター」となった地域の方とともに
Nightを 地 域 が 実 施 活動する認知症啓発プロジェクト

研究テーマ

対象地域

知多地域におけるCSV経営のビジネスモデルの 東海市
構築
など
他市町から学ぶ“美浜流ファミリー・サポート・セ 美浜町
ンター事業のあり方”
について
など
美浜町、
知多半島の多様な地域資源をつなげ、地域課題に 半田市、
向き合う人材育成のプログラムを作る
東海市
など
子育て世代をターゲットとした地域活性化

２０１６年度

２０１６年度

ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）の地域支援に関する研究

年度

２０１５年度

２０１５年度

住民・大学・行政の協働による空き家を活用した地域福祉活動に関する実証的研究
美浜町
－高齢者支え合い、子育て支援、防災・減災等の活動を通して－

市民研究員（採択テーマ一覧）

半田市

美浜町、
多くの人に食・栄養の重要性を理解してもらうた 半田市、
めの提言
東海市
など
子育て支援サービス有効利用のためのコーディ 美浜町
ネートについて
など
半田市における中心市街地観光の大ナゴヤ大学的
半田市
アプローチ
亀崎の旧家における歴史文化遺産の調査研究と地
半田市
域活性化

した際には、本学の地
域連携コーディネータ
が企画に関わり、健康
科学部の学生や教員が
参加して、地域の方々
とともにイベントを運
営しました。他にも、
東海市の中心市街地
（太田川駅周辺）の賑 エアコン室外機のカバーを製作し、半田市亀崎
わ い づ く り に、 東 海 地区の景観づくりに一役
キャンパスの学生や教職員が関わるなど、地域活性化に向けた
協働の取組が着実に増えています。大学は地域から敷居が高い
存在と思われがちですが、Ｃラボ開設と地域連携コーディネー
タの配置によって、地域住民や地域団体が大学に足を運ぶ機会
が増えており、その分、学生たちが地域で活躍し、貴重な経験
を得る機会も増えたと言えます。これらの取組の中で、地域で
活躍する人材や諸団体との接点も増え、2016年度から、貴重な
実践や取組をしている人材やフィールドを「地（知）のマイス
ター」、「地（知）のフィールド」として登録し、本学の教育・
研究にご協力いただく取組も始めました。

５．最後に
これらCOC事業の教育・研究・社会貢献の多様な取組を通し
て、これからも本学の学生や教職員は、地域に出て、地域と関
わりながら、その学びや教育を深めていきます。同窓生の皆さ
まには、地域で学ぶ本学の学生たち、教育に取り組む教職員と
出会うことがあるかもしれません。その折には、ぜひ温かくそ
の活動や成長の様子を見守り、ご支援いただければと思います。

研 究

Research

紹 介

Introduction

私のスキー史研究から伝えたいもの
スポーツ科学部教授

はじめに
はじめまして、4月に開設されたスポーツ科学部の新
井博といいます。これまでの私の研究を簡単に紹介し
ます。研究の対象はスポーツで、「スポーツ史」という
分野になります。スポーツについて歴史的に研究を行
う分野です。中でも、雪上を滑るスキーに関しての歴
史的な研究を行ってきました。大学院時代までスポーツ
クラブについての文献研究を行っていましたが、地方
大学に就職したことをきっかけにフィールドワークを始め、
町や村でスキーについての生の資料に触れる醍醐味を
味わい、今日まで続けています。直接、資料に触れる
研究方法が自分に合っていたのだと思っています。約30
年間のスキー史研究の内容について、大凡10年刻みに
主な研究について紹介します。

最初10年間、北陸地方の用具史を絡めた
新しいスキー史
福井県に赴任した時、北陸地方ではスキーの歴史が殆
ど研究されていないことから、発祥地新潟県からのス
キー導入や広まりについて、スキー板やストックといっ
た用具の供給を含めて研究を始めました。用具の視点を
研究に取り入れたのは、私のオリジナルでした。用具が
無ければスキーは出来ず広まらないわけですから、後で
また詳しく。
真の目的は、明治44年オーストリア（墺国）の軍人レ
ルヒ少佐により新潟県高田で紹介されたスキーが、高田
から全国に広まった仕組みを北陸地方に注目して解明す
ることでした。広まりの背景、パイオニア、推進組織、
併せて用具の供給（製造や販売から）を柱にして調べて
きました。新たに用具の供給を柱に加えた理由は、その
辺の石や棒切れを用具にして、近代スポーツをすること
は出来ません。ボールやラケットなど手の込んだ用具が
必要で、さらに場所・施設も必要なのです。ところが、
従来のスポーツ史研究の対象は、日本への導入、教材、
各種スポーツ、人物・思想、外国スポーツ、女性スポーツ、
オリンピックなどでしたが、その中で用具は意識されて
いませんでした。私が用具を意識した30年前頃は、ス
ポーツが高度化や大衆化する上で、用具の進歩や製造
まで重視されていなかったのです。

新井 博

広めていきました。しかし、大正時代末から学外にも
広まり、大野スキークラブが誕生し県内全体に広めま
した。2・3年の内に4・5個のクラブが県内に誕生し、
町内スキー大会から県下スキー大会まで開催されました。
大正末から昭和5年頃迄の急速な広まりの背景の1つ
には、政府がスポーツ分野でも人々をまとめる目的（ス
ポーツ政策）で、役人・教員・青年団によるスキーク
ラブがスキーを広めたことが挙げられます。また、大野
で大工から身を起こした用具製造業者が4軒誕生したこ
とから、高田から用具を取り寄せずに済んだことが県内
に広まるポイントでした。大正14年に製造販売を始め
た尾崎氏は当時のことを「東京で丁稚奉公をしていた時、
新潟辺りでスキーが大流行、必ず全国的になるから福
井に戻りスキー作りを始めた」と述べていました。

続く10年間、パイオニア・レルヒ研究
研究を始めて間もない頃、当然、研究済みだと思っ
ていた肝心の日本への導入について解明されていない
事実に気づき、びっくりしました。従来の研究は明治
44年オーストリアの軍人レルヒ少佐が高田で紹介した
と記しているだけで、彼の生立ち、スキー経験、来日
経緯、来日中の指導の経緯、来日中スキー以外の活動、
帰国後の人生などは不明でした。これでは日本スキーの
ルーツが分からないばかりか、何処かで繋がっている
筈の世界の近代スキー史と日本のスキー史が分断され
たままです。「何時か、自分の手で解明しよう」と思い
ながら研究を続けていると、在外研究によるオースト
リアで10 ヶ月間の研究機会を貰いました。「千載一遇
のチャンス」とばかり、渡航前2年間を準備にあて、在
外中はレルヒの誕生から死去まで足跡を辿り、生立ち、
スキー経験、来日理由、帰国後の様子など来日中のこ
と以外は、詳しく調べました。これ程充実した資料を
集める日々を送ったことは、後にも先にもないと思っ
ています。帰国してからは、持ち帰った資料読みとレ
ルヒの日本滞在中の活動を全力で調べましたが、レル
ヒ研究に要した時間は合わせて5年以上になりました。

パイオニア・レルヒ研究から見えたこと

レルヒは、明治元年ブラチスラバで将校を父親に持つ
家庭に生まれ、ウィーンやプラハの中等学校で学び、
広まりの分析に用具史を加えて見えたこと
ウィーンの士官学校・陸軍大学校を優秀な成績で修了し、
部隊配属を経て陸軍参謀本部付将校となりました。明治
福井県での普及は、大正3年高田の講習会に参加した
大野中学校の体操教師桑原耕太がスキー技術を習得し、 34年ウィーンの参謀本部で働き始めた時、アルペンス
キーの祖であるズダルスキーの下でスキーを始め、1番
用具を持ち帰ったことからでした。以後、桑原は高田
弟子としてスキークラブで技術、ツアー、レースを指導し、
から用具を取り寄せながら、大野中学校で生徒たちに

更に陸軍で軍事スキー発展にも功績をあげました。
第一次大戦の前夜、陸軍参謀本部はロシア軍の動向を
最も懸念し、動向を把握するためにロシア軍に影響を及
ぼした日本軍の様子を探るために、明治43年11月レルヒ
を日本軍の視察に派遣したのでした。彼のスキー指導は、
来日直後の日本軍との話し合いで決定しました。日本軍
は、外国軍隊が既にスキー訓練をしていることや八甲田
山での苦い経験から、レルヒにスキー指導を望んでいま
した。一方のレルヒは、都会より田舎の師団で素の日本
軍を視察したいと考えていました。両者の意向は、冬季
はレルヒが1年目高田と2年目旭川師団で日本軍にスキー
を指導し、冬季以外は彼が両師団で軍事視察することに
なったのです。
レルヒが帰国した翌大正3年に第一次大戦が始まり、
彼はロシア、イタリア、フランス等の最前線で軍を率い
て戦いました。大戦後大正8年に退役すると、ウィーン
で貿易会社を起こしましたが、間もなくして身を引き、
後は退役軍人として参謀本部付将校やアジアに関する
知識や経験を生かして、軍事雑誌や軍事新聞の執筆に
力を注ぎました。彼の活動は昭和20年に死去する迄続き
ました。
レルヒの研究によって、日本スキーのルーツはオースト
リアのアルペンスキーであること、また近代スキーと日本
スキーはレルヒによる導入によって繋がっていることを
解明しました。しかし研究の成果はスキー史を超えて、
軍事史・日墺文化交流史においても新たな事実を掘り起
こすことになり、広く意義を持っていました。

その後10年間、日本でのスキー史
今日までの10年は、レルヒ研究で頓挫していた昭和
5 年以降から太平洋戦争突入までの約10年間のスキー
界の様子を明らかにしました。概略すれば、昭和 5 年
頃から昭和12年までは、スキー界が取り組んだ競技力
向上について、昭和12年から昭和16年までは、日中戦
争下でのスキーによる銃後の体力養成と精神作興につ
いて解明しました。

日中戦争下のスキー史からみえたこと
大正末より昭和5年頃までに、政府によるスポーツ政策
の実施と用具供給体制の発展から、スキーは全国的に普
及 し ま し た。 政 府 は、 新 た に 昭 和15年 に 迎 え る 皇 紀
2600年の祭典として、東京でオリンピックを開催する
ことを決定し、全スポーツ界が競技力向上の道を一斉に
歩み始めました。スキー界では昭和7年以降、昭和11年
のベルリン・オリンピック大会に向けて優勝計画を樹立
し、全日本スキー連盟は総力を上げて競技力の向上に取
り組みました。昭和7年に連盟は競技力の向上のために
組織強化を行い、昭和8年から国際大会へ選手を積極的
に派遣し、国際大会の経験を積み、情報の収集に力を注
ぎました。
ところが、昭和12年の盧溝橋事件により日中戦争は
泥沼化し、昭和15年にオリンピック開催の余裕は無くな

り返上しました。政策は一転して従来の競技力向上から、
総力戦体制下での「銃後の体力育成と精神作興」がス
ポーツ界の中心課題となったのです。スキー界では毎年
2月に各地で全国スキー行進を実施して、精神作興と耐
寒訓練を目指しました。また、同時期に全国スキー講
習会を各地で開催し、選手養成の競技スキーから一転
して、体力育成と精神作興のために国民的な大衆スキー
の促進を全国的に実施したのでした。

まとめにかえて
見てきたようにスキーは、導入されて10年間程は市
民にとって遊びと言えたかもしれません。しかしその
後は、国と国の威信をかけたスポーツ競争において競
技化され、また戦時体制下になると銃後の守りとして
体力養成を任されたのです。つまり、いつの時代も「高
だかスキーなれど、遊びにあらず、目的遂行の手段な
り」であった気がします。スキーとは私たちにとって
如何なる存在なのか、今後も戦後のスキーについても
考えていきたいと思います。

日本福祉大学 スポーツ科学部教授

新井 博

Hiroshi Arai

プロフィール
1990年3月筑波大学大学院博士課程
体育科学研究科
体育科学専攻単位取得満期退学
1990年4月福井大学 教育学部 勤務
2006年3月博士（学術）
2007年4月びわこ成蹊スポーツ大学 勤務
2017年4月日本福祉大学 勤務

最近の主な業績
【著書】
『スポーツ政策の現代的課題』
（共著、日本評論社:東京 2008.4）
『スポーツ学入門』
（共著、大修館書店:東京、2008.8）
『体育・スポーツの近現代』
（共著、不味堂出版:東京 2011.5）
『レルヒ知られざる生涯 ―日本にスキーを伝えた将校』
（単著、道和書院:東京 2011.1）
『体育・スポーツ史の世界』
（共著、渓水社:広島 2012.2）
『スポーツの歴史と文化』
（編著、道和書院:東京 2012.10）
『体育・スポーツ史にみる戦前と戦後』
（編著、道和書院:東京2013.3）
『大野市史』
（共著、福井県大野市教育委員会，2013.3.）
Arai Hiroshi“HANNES SCHNEIDER’S ARRIVAL IN JAPAN”,
Physical Education and Sport around the Globe: Past,Present
and Future,Rio de Janeiro,ISHPES,
pp.335-342. 2013.
Hiroshi ARAI“The Sports Industry in the Early Stage of Modern
Sports in Japan. Congress Proceeding”2014.NCHON ASIAN
GAMES INTERNATIONAL SPORT SIENCE CONGRESS. p.3.
Arai Hiroshi “Wie der Alpine Skilauf nach Japan kam-Das
Wirken Theodor von Lerchs 1910-1912” Wien:Mandelbaum
Verlag, 2015, ISBN 978-3-85476-486-1, pp.340-348．
【賞】
2012年12月 スポーツ史学会 学会賞受賞
2013年10月 優秀監督賞 (関西大学バレーボール連盟)
【社会活動】
日本スキー学会会長（2016-），
東北アジア体育・スポーツ理事（2010-）
スポーツ産業史分科会会長（2016-）
日本体育史学会副会長（2017-）
一般社団法人日本体育学会代議員会(2015-)

み ず の

け ん じ

水野 謙二さん
大阪府阪南市市長
大阪府生まれ。1978年日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科卒業。
2012年龍谷大学大学院社会学研究科社会福祉学専攻修了。日本福祉大学
卒業後、森永ヒ素ミルク事件の被害者を救済する団体「財団法人ひかり協
会」に勤務。1982年に阪南町役場（現 阪南市役所）に入職し、障がい者
通所授産施設指導員を皮切りに、阪南市の様々な保健福祉行政に従事。そ
の後、生活保護査察指導員、福祉事務所長、保健福祉部長、市民部長、
教育委員会の参与などを歴任。2012年に阪南市役所を退職し、社会福祉
協議会の横領事件解決のため、社会福祉協議会へ。2016年、社会福祉協
議会会長を務めたのち、10月の市長選で当選し、現在に至る。

―大学での学びや経験は、仕事にどのように活かされ
ていますか？
卒業後は森永ヒ素ミルク中毒事件の被害者を救済す
る団体「ひかり協会」へ就職。ここを勧めてくれたの
が大友先生です。ひかり協会は考え方や仕事の仕方が、
↓

―日本福祉大学へ入学を決めた理由、大学時代の思い
出を教えてください。
高校時代は建築関係に興味があり、理工学部を志望
していました。ところが国立大学の受験に失敗し、一
から勉強し直そうと予備校に通うことに。そこで偶然
目にしたのが、日本福祉大学の「キャンセミ（キャン
プセミナー）
」のポスターでした。学生たちが肩を組
んで笑っている写真が、妙に印象的だったのを覚えて
います。それからしばらくして、予備校の先生との面
接の場で「水野くんはコミュニケーションを取るのが
上手いし、全体を良く見渡せている。どうだ、福祉を
やってみないか」と言われ、先生が指さす先にあった
のが、“キャンセミ”のポスターだったのです。今思え
ば、運命的な出会いとでも言いましょうか（笑）。「福
祉」が何かも分からなかったのですが、先生から説明
を受けるうちに興味が湧き、受験を決めました。
入学後は哲学者の見田石介先生など名だたる方の授
業を受け「こんな世界があるのか」と衝撃を受けまし
たね。福祉の魅力に取りつかれたのは、尊敬できる恩
師との出会いが大きかったと思います。今でも深い交
流が続いている恩師の一人が、大友信勝先生です。私
は大友先生のゼミ第一期生で、学問はもちろん、人間
性までみっちりと叩き込んでいただきました。また、
障がい児の教師になりたいと思い、中高教員免許や社
会教育主事など、在学中に取れるだけの資格を取得。
「貧困問題研究会」にも所属し、調査の一環で名古屋
の笹島のドヤ街で寝たり、先輩から譲り受けた大講義
室掃除のアルバイトを登校前にこなしたり。夜は大学
の図書館でのアルバイトもしました。当時下宿してい
た4畳半の部屋には毎日のように友人が集い、あれこ
れ語り合ったことも、昨日のことのように思い出され
ます。大学での経験すべてが、私の宝であり糧。大友
先生をはじめ、大学の友人たちとは今でも定期的に会
っています。

阪 南 市 の 福 祉 を 築 い た 日
学 び 合 い 、 支 え 合 う 力 が
大学で学んだことそのもので、それを実践する場でし
たね。毎日がむしゃらに働き、充実していたのですが、
持病の腰痛が悪化し泣く泣く退職することに。その後、
地元の阪南町で障がい者施設の職員募集があると聞き、
試験を受けて働くことになりました。私は大学で学ん
だことと、ひかり協会で障がいを持った方の働く場づ
くりに奮闘した経験を活かして、障がいのある青年た
ちの集団をつくり、青年期の発達の問題を突き詰めて
いきました。その指導をしてくれたのが、先に作業所
を立ち上げていた岸和田市いずみ野福祉会の方々で、
日福の卒業生が多くおられました。ともに切磋琢磨し、
施設が活気づいてきた頃、ボランティアの方に来てい
ただいたり、隣の市や町と連携して共同作業所の連絡
会をつくったりしました。お母さん方との情報共有を
密に行い、一緒に進めていくことで、活動はどんどん
拡大し、阪南町全域にボランティアが組織されるまで
になったのです。私が市長になれたのは、この時の皆
さまの力のおかげ。頑張ってきた成果が巡り巡ってき
たような、いわば日福の力ですよ。力と言えば、40歳
で生活保護の査察指導員になった時、新しい福祉事務
所の職員採用を担当することになり、大学の就職課に
3年ほど通って、実際に何人か採用させていただきま

大友先生から送られた色紙などが大切に飾られている執務室

秘書広報課の皆さまと水野さん

した。小さな福祉事務所でしたが、開設した年には大
卒の職員の中で日福卒業生が一番多く、その割合は大
阪一。しかも初代の福祉事務所長も、私の先輩の日福
卒業生でした。それくらい日福の卒業生が至る所で活
躍していて、このネットワークによって阪南市の福祉
が築かれたと断言できます。
―働きながら大学院で学ばれたり、大学や専門学校で
講師をされたりと活動的な水野さんですが、その原
動力を教えてください。
紆余曲折あって2009年に市民部へ異動し、福祉の現
場とは異なる業務を一から勉強しながらやっていた頃、
「今まで自分がやってきたことを整理したい」という
思いが芽生えました。日福の大学院へ行くつもりでし
たが、大友先生に相談すると「通信より直接指導が
良い」と、先生がいる龍谷大学大学院へ。仕事後に
↓

福ネットワーク。
大きな活動へと進化する。
約2時間半かけて通学し、修論では「公民協働の福祉
のまちづくりにおける住民自治の到達点とその課題
点」を書き上げました。卒業時は5 8 歳でしたから、
これで若い者に譲ろうと、そういう気持ちでしたね。
講師については、大学院の関係で「地域福祉論」や「福
祉事務所運営論」を集中講義で受け持つことになりま
した。これも仕事をしながらでしたが、忙しさよりも
誰かに伝えられることの嬉しさが勝っていましたね。
―2016年10月の市長選で当選され、まもなく一年が
経ちますが、今後の課題と抱負を教えてください。
自分が市長になるなんて想像もしませんでしたが、
私を推してくれた周囲の方々の期待に応えなければと
いう想いで出馬を決意しました。選挙期間は地域ごと
に1日3回のペースでミニ集会を開き、市民の声を直接
聞くことに注力しましたね。私が目ざしている市政は、
あくまで市民主導なのです。これまでの阪南市は「行
政がプレイヤー、市民は観客」でしたが、これからは
「市民がプレイヤー、行政がマネージャー」になる時代。
そのためには、元気な市民をつくる取り組みやサポー
トを行政が進めることが大事だと思います。そして、
行政は基本的人権を守り、住民の暮らしを支える責任
を果たし、住民自治を目ざす、住民主導・住民自治組

織を基盤とするまちづくりが “水野メソッド”の考え方。
福祉がしっかりと基盤に座り、社会教育と連携する。
学んで、活動して、町づくりへ集約されていくような
循環を大事にしたいと考えています。その仕組みをつ
くるのが私の使命です。
「活力と優しさあふれる新しい阪南市」をつくります。
―在学生、同窓生へメッセージをお願いします。
在学生の方には資格の取得を大切にすることと、卒
論を真剣に書くことを意識してほしいです。私自身、
大友先生に「課題に向かっていかに掘り下げるか、ど
こに行けばどういう資料があるか。それらを自分で考
え、足で収集する。それが卒論だ」と教えられました。
卒論で苦労した経験があるから、行政で課題に直面し
解決を迫られる時、どういうプロセスを踏めばよいの
かイメージできるのだと思います。努力は必ず実を結
びますから。また、私が思う「福祉」は暮らしそのも
のです。だから、福祉を学ぶ者は社会的に物事を見る
力を養うべき。まさしく、日福で染み込んだ科学と
ヒューマニズムです。社会人になってもいろんな所で
勉強し、話をし、交流することが重要です。“暮らし・
健康・いのち・人権”をしっかり言葉に出し、ぜひ積
極的に、貪欲に動いてください。ちなみに、私が大切
にしている言葉は「翠点（すいてん）」です。複数の
因果が集まり交わる場所という意味があり、私は大友
先生こそが翠点だと思っています。無作為に物が集ま
ったり、人が集まったり、情報が集まったりする。そう
いう人を目ざし、私も日々精進していきます。
日福大卒業生の活躍と、日福大のますますの発展を
願っています。

◆◆◆◆ お知らせコーナー ◆◆◆◆
阪南市役所のWEBサ
イト内で、6月25日から
「市 長 水 野 の 活 動日
誌」がスタートし、市長
の日々の活 動 内 容や
想いを垣間見ることが
庁舎外観
できるようになりました。
また、facebook、公 式twitter、公 式Instagramなどのソー
シャルメディアでも積極的に市の情報を発信していますので、
お気軽にご覧ください。

阪南市役所
〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35番地の1
URL： http://www.city.hannan.lg.jp

絆をさらに強めて 震災復興へ
日本福祉大学災害ボランティアセンター
2017年春の活動報告
①第12次萩の花プロジェクト
（東日本大震災被災地支援活動）
2011年3月11日に発生した東日本大震災直後のゴールデン
ウィークから宮城県石巻市を中心に始めた活動であり、震災
から6年が経った今年の春で12回目の活動となります。特定
非営利活動法人 全国コミュニティライフサポートセンター
（CLC）が石巻市の開成団地内で運営を行っている開成の
拠り所「あがらいん」という施設を拠点とし、仮設住宅に住む
方々とサロン活動などを通した交流の場づくりをしています。
今回の活動では、仮設住宅で生活する人や復興公営住宅
へ移った人、あがらいんのスタッフと一緒に料理をつくって
食べるという「食サロン」などの“食”を通した活動を行いま
した。活動の中で、現地の人の想いに触れる場面が何度も
ありました。
「3.11の前後ばかり人（報道やボランティア、観光
客等）が集まってくる」
と話す人や「ここで震災が起こったとい
う事実を君たちに聞いて欲しい…」
と話す人、
「また、来てくれ
たのね」と言って私たちの企画に顔を出してくださった方もい
ました。震災がこの場所で起きてしまったという事実、生活が
変容したことは変わりませんが、震災がなければ繋がらな
かった繋がりもあります。“繋げる”という形のボランティアはこ
れからも大切になると感じています。
②第3次ぽかぽかプロジェクト
（熊本地震被災地支援活動）
2016年4月14日から
発生した熊本地震を
受 け、同 年5月の 第1
次 から8 ～ 9月の 第2
次に続く3回目の熊本
支援活動となります。
西原村にある「にしは
らたんぽぽハウス」と
いう就 労 継 続 支 援B
型事業所を拠点とし、

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

③美浜町地域活動
被災地での継続した支援活動に加え、日本福祉大学災害
ボランティアセンターが拠点とする美浜町にて防災・減災に繋
がる地域活動を行いました。
まずは地域住民の方々との関係
性を構築することが防災・減災に繋がると考え、地域の文化
や魅力を知ると共に、顔の見える関係をつくる為に、住民の
方々と清掃活動を通した交流会や町歩きを行いました。地域の
方々と交流することで、歴史や魅力、住民の方々の困りごとや
人柄などを知ることができたとの感想が述べられました。
また、
参加した地域の方からは、目標に向けて頑張っている若い人
たちを見て、自分たちもやる気や元気がでたというお言葉をい
ただきました。東北や熊本での活動を通
し、人との繫がりの大切さに気づき、その
学びを地元地域に還元する取り組みは、
地域住民や学生間での関係性構築にも
繋がります。地域で活動することを通し
て、現役の“学生”だからこそできる防災・
減災の取り組みに大きく貢献することが
できるのではないかと感じています。

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。

⃝救援募金ご芳名⃝

同施設で使用する棚づくりや、支援物資の整理、近所で開
催されるお祭りの準備のお手伝いなどを通して、住民の方々
に寄り添った支援活動を行いました。今回の活動を通して人
との繫がりの大切さを改めて実感しました。
なぜなら、にしは
らたんぽぽハウスが今までつくって
きた人と人との繫がりが、西原村の
復興に大きく関わっていると感じた
からです。支援活動を通じて関わ
り続けることで、最初は助けようと
思って行動していたことも、気が付
けば助けられていることもあり、お
互いが支え合える関係を構築する
ことに繋がるということに気づくこと
ができました。

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

ご協力ありがとうございます。感謝を込めてご芳名を記帳させていただきます。

熊 本 地 震

東京地域同窓会
岡山県地域同窓会
社会福祉学会第48回大会参加者有志

東日本大震災

東京地域同窓会

100,000円
50,000円
5,510円

東京地域同窓会総会出席者有志※
2017年度代表者会議出席者有志
第6回女性交流サロン参加者有志

17,897円
29,787円
1,100円

50,000円

東京地域同窓会総会出席者有志※

17,897円

※この他にも多くの同窓会会員さまよりご寄付をいただいております。

※東京地域同窓会は、総会時の募金総額を折半して届けていただきました。

日本 福祉大学減災連携・支援機構
減災・支援に向けた組織的取り組み

この度の九州北部豪雨災害で、被害にあわれた皆さま方には、
心からお見舞い申し上げます。
本年度から大学に「減災連携・支援機構」が立ち上がりました。
この機構には、
「災害ボランティアセンター」
と
「減災支援教育研究
センター」が設置されています。
本学にとって伊勢湾台風（1959年）
による災害支援活動は、大き
な礎になってきました。その後、阪神淡路大震災（1995年）、新潟
中越地震（2004年）、東日本大震災（2011年）、熊本地震（2016年）
など激甚災害や三重県熊野、長野県白馬など在校生の実家など
が被害にあったとき、学生たちは被災地での支援活動をしてきま
した。
これは本学の伝統であり、
良心であると言われます。
東日本大震災から6年が経過しますが、今も学生たちは宮城県
石巻市にある仮設住宅団地へ通い続けています。昨年からは
熊本県西原村のNPO法人での活動が加わりました。被災した直
後だけではなく、継続して寄り添おうという活動が続いています。
この原稿を書いている今も、九州北部豪雨での大変な被害が
報道されています。
きっと学生たちはすぐに募金活動をはじめるで
しょう。被災地の人たちのことを想い、そこに共感し、自分たちに
出来ることは何かないかと動き出す学生たちの姿は誇らしいもの
です。美浜キャンパスだけではなく、東海キャンパスにも災害ボラ
センが組織され、地元との連携による活動が始まっています。
そうした学生たちに刺激されつつ、教職員もいろいろと動き始めて
います。南海トラフ大地震での津波等の被災を想定して、地元の
行政や福祉関係者との話し合いや円卓会議を開催してきました。
それがもとになり、包括協定を結んでいる藤田保健衛生大学と共同
■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

金】

熊本地震救援募金（ａ）
【出

金】

2017年7月7日現在

件数

金額（円）

538

1,938,128

件数

金額（円）

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）

13

650,000

お見舞い金（１０万円：ご自宅全損壊）

6

600,000

弔慰金（１０万円：ご逝去）

0

-

日本福祉大学 熊本地震支援活動への寄付金

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

研究による災害時の福祉・医療情報システムの開発研究を進めて
います。
また災害時の福祉版のDWATの検討や提携社会福祉
法人における支援ネットワークや担当者研修も実施されています。
このような実績にもとづき、より包括的に連携して取り組んでいく
ために先述した「機構」を立ち上げ、2 つのセンターを整備した
わけです。
さらに忘れてはならないことがあります。
これらの活動を同窓会や
卒業生がしっかりと支えていてくれていることです。昨年度は東北
ブロック地域同窓会との共催による日本福祉大学セミナー「東日本
大震災復興セミナー」において、学生たちに報告の機会をつくって
くださり、さらに福島県で原発被害によるその後の現状を学ぶこと
ができました。
また熊本地震での活動中、あの様な大変な状況下に
もかかわらず、愛知から後輩たちが駆けつけてくれたからと多くの
卒業生たちが差し入れを持ってきてくださいました。同窓会からは
財政的な援助もいただいています。紙上をお借りして御礼申し上
げます。
いつ、どこで、どんな災害が起こるかは日本に住んでいる以上、
覚悟が必要です。そのための「減災」、
そして事 が 起こった直 後 からの「 支
援」、
とはいえ一人では何もできません。
ふだんからの「連携」が何より重要で
す。そんな大学の取り組みに、今後と
もご支援ください。
日本福祉大学 学長補佐
減災連携・支援機構長

原田 正樹

■東日本大震災救援募金口座収支内訳
【入

2017年7月7日現在

金】

件数

金額（円）

東日本大震災救援募金（ａ）

1,224

7,894,863

【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

お見舞い金（５万円：ご自宅半損壊・避難・転居）

44

2,200,000

弔慰金（１０万円：ご逝去）
お見舞い金（１０万円：ご自宅全損壊）

1

100,000

17

1,700,000
1,000,000

日本福祉大学 東日本大震災対策本部への寄付金

2

日本福祉大学同窓会「ひだまりカフェ」開催助成金

2

14,000

"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）"

1

500,000

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）

160,792
110

6,882,762

犀川スキーバス事故 2018 年現地法要及び追悼集会のお知らせ
今年 1 月 28 日（土）
、現地で執り行われました犀川スキー
バス事故 33 回忌法要では、多くの同窓生の皆さまにご出席
を賜り誠にありがとうございました。また、それに先立ち
1 月 26 日（木）に美浜キャンパスで開催されました学内追悼
集会に、学生・教職員とともにご参列いただきました同窓
生の皆さまにも、誌面をお借りいたしまして、改めてお礼
申し上げます。
事故の教訓と亡き学友・先生の遺志を継承していくために、
今後も現地での法要及び学内追悼集会を続けてまいります。
同窓生の皆さまもご一緒にご参列をいただければ幸いです。
2018 年は下記の通り予定いたしておりますので、ご案内
申し上げます。

⃝追悼集会
日時：2018 年 1 月 26 日（金）12 時 40 分より
場所：美浜キャンパス 友愛の丘
⃝現地法要
日時：2018 年 1 月 28 日（日）９時より
場所：正源寺、現地慰霊碑

※節目の回忌法要ではございませんので、
今年の法要よりは簡略化した内容となります。

いずれも詳細につきましては 11 月に HP 等でお知らせいたします。

お問い合せ先
日本福祉大学 理事長・学長室
TEL：0569 -87- 5225 E-mail: rg@ml.n-fukushi.ac.jp

社会福祉学部

60周年記念事業のご案内

学部長あいさつ
1957年4月、「四年制大学として日本で
最初の社会福祉学部」として誕生した
日本福祉大学社会福祉学部は、今年 60
周年を迎えました。今年3月までの間に、
社会福祉学部で学び、卒業された方は
38,000名にのぼります。
社会福祉学部は、この節目の年に同窓
生の皆様と在学生・教職員とのつながり
社会福祉学部長
を改めて確認し、より強くつながる機会
小松 理佐子
にしたいとの思いで、開設60周年記念事
業を企画しました。一部の事業については、企画の段階から同
窓会にご協力いただき、同窓会との共催が実現しました。現在
大学では、在学生が実行委員会を発足し、準備に取り組んでい
ます。在学生は、60年もの大学の歴史に緊張しつつも、卒業生の
皆さまとお会いできることに期待を膨らませて取り組んでいます。
鈴木修学先生は、1953年4月に前身である中部社会事業短期

日本福祉大学の学びと地域福祉の展開
開催日：9月30日（土） 会場：美浜キャンパス

昨年度、発足した「社会福祉協議会職員同窓会」と共催
して、講演会（野口定久先生）、シンポジウム（平野隆之先
生）、現役学生たちとのワークショップ、参加者全員での交
流会を企画しています。日本福祉大学で学んだ4年間が、地
域福祉の推進にどう役立っているのか。地域福祉の魅力や
課題、社協の将来について卒業生と現役生が一緒になって
学び合う時間をつくりたいと思います。現在、地域福祉コー
スの学生たちによる実行委員会が組織化され準備を進めて
います。社協に関わりのある全国の卒業生のみなさん。地
域福祉の変革期の今、この機会に美浜に集い、全国のネッ
トワークをつくりませんか。これからの日本の地域福祉を、
日本福祉大学が実践・研究ともに切り拓いていきましょう。

PSW同窓会「伝統の継承と今後の発展」
開催日：11月4日（土） 会場：美浜キャンパス

精神衛生法の時代から、本学はPSWを輩出してきました。
日本中で卒業生が、社会資源のない時代から現在に至るま
で、精神保健福祉の発展に重要な貢献をしてきました。精
神保健福祉士が誕生して約20年になりますが、中身は変わっ
てもやはりこの領域には課題が山積しており、PSWに期待
される役割も大きいです。そこで、先輩が培ってきた伝統
を引き継ぎ、次代につなぐため、PSWとしての姿勢と志
を共有する機会を持ちたいと思っております。当日は、多
様な年代の卒業生シンポジウムと、現役学生との交流、懇
親会を企画しております。社会福祉学部60周年を機に、母
校へ足をお運びください。PSWを志す学生と共に、お目に
かかるのを楽しみにしております。

大学を設立された際、建学の精神を次のように表されました。
この悩める時代の苦難に身をもって当たり、大慈悲心・大友
愛心を身に負うて、社会の革新と進歩のために挺身する志の人
を、この大学の中心として輩出させたいのであります。それは
単なる学究ではなく、また、自己保身栄達のみに汲々たる気風
ではなく、人類愛の精神に燃えて立ち上がる学風が、本大学に
満ち溢れたいものであります。
60年以上の時を経た今、「悩める時代」という言葉は、形を
変え、重みを増して私たちの目の前に現れているように感じま
す。社会福祉学部の60周年を祝いつつ、「社会の革新と進歩の
ために挺身する志」という建学の精神の下に、同窓生の皆さま
と心を合わせて、社会福祉の問題やその仕事の重要性を社会
にアピールする機会にもしたいと考えています。
楽しく、温かな、そして真剣な、開設60周年事業にしたい
と思っています。皆さまにお会いできることを楽しみにして
います。

MSW同窓会
「今、あらためて問う『医療ソーシャルワーク』」
開催日：11月4日（土） 会場：美浜キャンパス

本学は開学当初から現在に至るまで、国内最多のMSWを
輩出してきた大学です。多くの卒業生が日本のMSW萌芽期
の何もない中から、相談室をつくり、組織をつくり、制度や
サービスをつくることに貢献してきました。近年、社会福祉
士資格での診療報酬点数化等によりMSW需要が増える一方、
制度・政策に振り回され、多忙を極める中で「本来のソーシャ
ルワーク実践ができない」と、ジレンマを抱えながら格闘さ
れている方も多いと思います。こうした今だからこそ、保健
医療現場で「ソーシャルワーク」を守り育てるために、本学
同窓生の実践を共有し、現役学生と卒業生がともにこれから
の医療福祉について考える機会を持ちたいと思います。

シンポジウム

「『子どもの貧困』実践・研究のこれまでとこれから」
開催日：12月16日（土） 会場：美浜キャンパス

児童福祉法が1947年に制定され70年になりました。また、
2016年には児童福祉法が改正・施行（一部本年４月１日施行）
されています。今回の改正では、
子どもは児童福祉の「対象」
から「権利主体」へと大転換しました。一方で、子どもが生
まれ育つ環境は厳しく、子育ちが難しい社会となっています。
その一つの課題が「子どもの貧困」です。本学部子ども専修
に所属している教員は、これまで子ども・家庭福祉分野にお
いて、様々な実践や研究を積み重ねてきました。本シンポジ
ウムは、その一端を報告し合うことにより、
「子どもの貧困」
について社会に正しくアピールするとともに、参加者と共に
「子ども主体」で考察する機会にしたいと思います。

60周年記念事業に係る【詳細案内】および【お申込み】については、
「社会福祉学部60周年記念事業特設ホームページ」をご覧ください。
特設HPアドレス：https://www.n-fukushi.ac.jp/syafuku60th/

参加費

第29回社会福祉セミナー

無料

日本福祉大学セミナーin群馬

0名
定員30
先着順

「群馬からの福祉力」

テーマ

～だれもが人間らしく生きられる社会のために～
R17
至高崎

12：50～17：00（受付12：00～12：50）

会場：群馬県社会福祉総合センター８階大ホール
群馬県前橋市新前橋町13-12

元総社町

J

群馬県社会福祉
総合センター

線

越

R上

駅
橋
前
新

2017年11月18日（土）

日時：

総合
交通センター

古市町

●ホテル・ラシーネ

至高崎

プログラム
■ 記念講演

13：00～14：20

「だれもが人間らしく生きられる社会のために」

テーマ：

プロフィール

講師：中村

～ハンセン病の歴史が現代に問うもの～

紀雄 氏

1940年生まれ。東京大学卒。県議会議員７期を経て引退。現在、作家生活。産経新聞（群馬版）に小説「楫取素彦」を約
１年連載した。現在、上毛新聞に小説「死の川を越えて」を連載中。これは、ハンセン病と闘う人々の人間ドラマである。
２つの連載小説は、その底流に於いて通じるものがあり、それは差別された人々への思いと「人権」である。
氏は自身の体験から、政治や行政にたずさわる人々が、人権を真に理解しないという憤りを感じている。
著書は、シベリア強制抑留を描いた「望郷の叫び」
、
「楫取素彦読本」
、
「炎の山河」など多数。なお、月１回の「ふるさと塾」
で歴史を語り、毎日、ブログを続けている。
また、毎年、群馬マラソンでは「10キロコース」を走り続けている。

■ 基調講演

14：30～15：30

「人権問題と福祉力」

テーマ：

講師：綿

■ パネルディスカッション

祐二 氏（日本福祉大学教授）
15：40～16：50

「だれもが人間らしく生きられる社会のために」

テーマ：

●こども支援 石坂 公俊 氏（高崎健康福祉大学講師）●障がい者支援
●高齢者支援 内田 真紀 氏（介護支援専門員）
コーディネーター 綿 祐二 氏（日本福祉大学教授）

■ 懇親会

※同窓生対象です

会場：ホテル・ラシーネ 葵の間（〒371-0844 群馬県前橋市古市町1-35-1
会費：日本福祉大学同窓会関係者 3,000円

富張きみえ 氏（NPOプレパレ施設長）

17：30～
TEL：027-251-1144）

主催：日本福祉大学、日本福祉大学後援会、日本福祉大学同窓会、日本福祉大学群馬県地域同窓会
協力：日本福祉大学社会福祉学会、日本福祉大学関東ブロック地域同窓会
（福）群馬県社会福祉協議会、
（福）前橋市社会福祉協議会
後援：群馬県、前橋市、群馬県教育委員会、前橋市教育委員会、
（一 社）群 馬 県 社 会 福 祉 士 会、
（一 社）群 馬 県 介 護 福 祉 士 会 、 群 馬 県 精 神 保 健 福 祉 士 会 、上毛新聞社、群馬テレビ

日本福祉大学後援会ホームページよりお申込みください ⇒ https://www.netnfu.ne.jp/kouen/

参加申込先・
申込方法

または、
「11/18セミナー希望、お名前（フリガナ）、所属、連絡先電話・FAX（自宅/職場）、懇親会参加の有無（懇親会費3,000円）、
希望する配慮内容（車いす席/手話通訳/要約筆記）、
日本福祉大学同窓生の方はその旨」を明記しFAXでお申し込みください（日本
福祉大学教育文化事業室 FAX：052-242-3046）。
参加申込締切：2017年10月31日
（火） お問い合わせ先：日本福祉大学教育文化事業室 TEL：052-242-3045

同 窓 会 開 催 の お 知ら せ
地域同窓会・認定同窓会名等

日時

会場

内容（講師所属は2017年8月現在のものです）

大阪地域同窓会

2017年8月25日（金）

BISTRO Le Ciel

⃝堺・泉州エリア交流会

宮崎県地域同窓会

2017年8月26日（土）

ホテル メリージュ

⃝総会

⃝情報交換会

香川県地域同窓会

2017年8月26日（土）

瓦町FLAG

⃝総会

⃝懇親会

群馬県地域同窓会

2017年8月26日（土）

群馬県社会福祉総合センター

⃝研修会

⃝総会

⃝懇親会

⃝懇親会

「教職員（同窓生）のつどい」
⃝研究会 ⃝交流会

東海ブロック
地域同窓会

2017年8月26日（土）

名古屋キャンパス

北海道地域同窓会

2017年8月26日（土）

ノーザンレストラン ポーカー

⃝釧根地区懇親会

岩手県地域同窓会

2017年8月26日（土）

やはぱーく

⃝総会

近畿ブロック
地域同窓会

2017年8月26日（土）

ダイニングCafé Aggre京橋店

⃝通信スクーリング後懇親会

神奈川県地域同窓会

2017年8月27日（日）

福祉保健研修交流センター・
ウィリング横浜

西尾張地域同窓会

2017年8月27日（日）

尾張一宮駅前ビル「i-ビル」

山梨県地域同窓会

2017年9月2日（土）

かいてらす
ガスト甲府朝日店

福島県地域同窓会

2017年9月2日（土）

ビッグアイ郡山
割烹「正谷」

知多地域同窓会

2017年9月3日（日）

クラシティ半田

大阪地域同窓会

2017年9月9日（土）

未定

静岡県地域同窓会

2017年9月9日（土）

東京地域同窓会

2017年
あいおいニッセイ同和損保
9月9日（土）
・10日（日） 新宿ビルほか

西三河/
碧海地域同窓会

2017年9月16日（土）

知立リリオ・コンサートホール

山口県地域同窓会

2017年9月17日（日）

サンライフ防府

岐阜県地域同窓会

2017年9月23日（土）

じゅうろくプラザほか

東京地域同窓会

2017年9月23日（土）

上野の森美術館

⃝書家金澤翔子書展を見に行く会

北海道地域同窓会

2017年9月30日（土）

居酒屋大舟

⃝コンパします in 旭川

愛媛県地域同窓会

2017年9月30日（土）

にぎたつ会館

⃝総会

レイアップ御幸町ビル
「CSA貸会議室」

倉敷市芸文館 別館
倉敷ロイヤルアートホテル
「フィレンツェ」

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
ホームページでご確認ください。

⃝集い

⃝講演会
演題：
「精神障がい者が地域で暮らすための支援
〜地域移行と社会的自立について考える（仮題）」
講師：青木 聖久 先生
⃝相談会 ⃝交流会
⃝総会
⃝講演会
演題：
「障害は迷惑じゃないー相模原事件に触れつつ」
講師：木全 和巳 先生
⃝懇親会
⃝総会・大交流会
⃝二次会
⃝総会
⃝講演会
演題：
「子どもの貧困（仮題）」
講師：中村 強士 先生
⃝懇親会
⃝講演会
演題：
「5年後・10年後の私たちのくらし」
講師：酒井 保 氏
⃝総会 ⃝懇親会
⃝Tea time懇親会
⃝講演会（大学セミナー）
演題：
「ホームレス問題からみた日本の貧困」
講師：山田 壮志郎 先生
⃝同窓会 ⃝懇親会
⃝公開スクーリング
⃝通信生と同窓生の交流・懇親会
⃝講演会
演題：
「地域のチカラでめざす地域共生社会」
講師：大林 由美子 先生
⃝トークセッション
テーマ：
「日福大で学んだ私たちだからできる地域（まち）
づくり」
⃝懇親会
⃝講演会
演題：
「日本福祉大学スポーツ科学部の特徴と
パラリンピックのレガシー」
講師：藤田 紀昭 先生
⃝総会 ⃝茶話会 ⃝懇親会
⃝講演会（大学セミナー）
演題：
「自分の身体と向き合って健康になろう！」
講師：山本 和恵 先生
⃝同窓生の集い ⃝懇親会

⃝懇親会

⃝講演会
演題：
「障害者スポーツの可能性に迫る」
講師：藤田 紀昭 先生
⃝実践報告
演題：
「岡山県の障害者スポーツについて」
講師：難波 茂 氏
⃝総会 ⃝懇親会
⃝公開講座
演題：
「精神科病院での臨床〜子どもから大人にかけての
自閉症スペクトラム障害への対応〜」
講師：小瀬 朝海 氏
⃝総会 ⃝懇親会
⃝講演会
演題：
「人口減少時代の地域福祉−ゆるやかな地域共同体への愛着」
講師：野口 定久 先生
⃝総会・交流会 ⃝懇親会

岡山県地域同窓会

2017年10月7日（土）

和歌山県地域同窓会

2017年10月14日（土）

三重県地域同窓会

2017年10月15日（日） 四日市シティホテル

名古屋地域同窓会

2017年10月21日（土） 未定

⃝名刺交換交流会・通信教育部との交流会

富山県地域同窓会

2017年10月21日（土） 富山県民会館ほか

⃝講演会（大学セミナー）
演題：
「パラリンピックと共生社会の実現」
講師：藤田 紀昭 先生
⃝総会 ⃝懇親会

和歌山県子ども・女性・障害者
相談センター多目的ホールほか

地域同窓会・認定同窓会名等

日時

会場

内容（講師所属は2017年8月現在のものです）

瀬戸・尾張旭・長久手
地域同窓会

2017年10月22日（日） パルティせと

⃝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
－地域包括ケアシステムと住宅－」
講師：児玉 善郎 先生
⃝総会 ⃝交流会

埼玉県地域同窓会

2017年10月28日（土） はなの舞 北浦和東口店

⃝通信教育部同窓交流会

岡山県地域同窓会

2017年10月28日（土） 又来軒 岡山駅前店

⃝通信生・同窓生合同懇親会

中国ブロック
地域同窓会

2017年10月29日（日） 第一セントラルホテルビル1号館

⃝社会福祉の専門性について語り合おう会

滋賀県地域同窓会

2017年10月29日（日） 醒ヶ井養鱒場・清瀧寺ほか

香川県地域同窓会
名古屋地域同窓会
北海道地域同窓会
東京地域同窓会

2017年11月
4日（土）
・5日（日）
2017年11月5日（日）

香川県社会福祉総合センター
ほか

⃝醒ヶ井養鱒場めぐりとレストランで昼食・交流会
⃝清瀧寺徳源院・三島池散策・
「蛍の家」入居者との交流会
⃝スクーリング公開講義
⃝通信生と同窓生の交流・懇親会

美浜キャンパス

⃝福祉大学祭参加

北海道総合福祉研究センター
2017年11月11日（土）
別館研修室
2017年11月
あいおいニッセイ同和損保
11日（土）
・12日（日） 新宿ビルほか

⃝ガッツリ食って、ガッツリ語る意見交換会
⃝公開スクーリング
⃝通信生と同窓生の交流・懇親会
⃝記念講演
⃝基調講演
⃝パネルディスカッション
⃝懇親会

群馬県地域同窓会

2017年11月18日（土） 群馬県社会福祉総合センター

名古屋地域同窓会・
経済学部同窓会共催

2017年11月18日（土） 未定

⃝第10回親睦ゴルフコンペ

島根県地域同窓会

2017年11月18日（土） 松江テルサほか

⃝講演・研究会
演題：
「地域包括ケアシステムと総合事業〜共同体への愛着〜」
講師：野口 定久 先生
⃝総会 ⃝懇親会

東京地域同窓会

2017年12月2日（土）

高尾山薬王院ほか

⃝国試合格祈願！高尾山参拝ツアー

※詳細はP.12をご覧ください

奈良県地域同窓会

2017年12月2日（土）

奈良商工会議所
近鉄奈良駅周辺

⃝総会
⃝講演会
演題：
「対話や交流の場づくり
〜コミュニティスペース『たかはま ざっくばらんなカフェ』
の
取り組みに学ぶ〜」
講師：吉村 輝彦 先生
⃝懇親会

広島県地域同窓会

2018年1月20日（土）

鳥小屋

⃝県北の集まり

名古屋地域同窓会

2018年1月27日（土）

中央福祉専門学校
家政学実習室

⃝料理教室

東京地域同窓会

2018年2月10日（土）

島田療育センターはちおうじ

⃝施設見学会

須木の里 すきむらんど

⃝交流・懇親会

昭和37年度卒業社会
福祉学部Ⅰ部同期会

2017年10月
4日（水）
・5日（木）

なるこ会

2017年11月12日（日） 名鉄ニューグランドホテル

⃝総会

二木ゼミ同窓会

2018年2月24日（土）

名古屋キャンパス・浩養園

⃝講演会

昭和45年度日本福祉
大学卒業生同窓会

2018年4月18日（水）

名鉄ニューグランドホテル

⃝交流・懇親会

⃝周辺観光

⃝大沢先生講演会

⃝懇親会

⃝懇親会

2017 年度日本福祉大学セミナー・文化講演会開催予定（後半期）
参加申込等は、開催日1か月前に大学同窓会ホームページ等でお知らせします。
開催日

開催地

会場

文化講演会

10月1日(日)

松本市

JA松本市会館

演題：
「地域包括ケア体制における住民主体の居住生活支援のあり方」
講師：児玉 善郎 先生（学長、教授）

10月28日(土)

高松市

高松東急REIホテル

演題：
「スウェーデンの普遍主義的社会権保障と社会政策の重要性：いつでも、どこでも、誰でも」
講師：訓覇 法子 先生（福祉経営学部教授）

静岡市（9/9）、岐阜市（9/23）、富山市（10/21）、前橋市（11/18）の大学セミナーは、P.13と上記をご参照ください。

大学院社会福祉学専攻（通信教育）同窓会
全国で実践や研究に取り組んでいる修了生の交流の機会を
設けるとともに、現役生の研究意欲の維持向上に貢献するこ
とを目的として、今年度も総会とともに大学院との合同企画
を実施します。多くの方のご参加をお待ちしています。
詳細については、メールおよび同窓会ホームページでお知
らせします。

会長

前原 美由紀

○日
○会
○内

時：2017 年 9 月 2 日（土）
場：日本福祉大学名古屋キャンパス
容：① 同窓会総会
② 交流フォーラム（基調講演およびグループディスカッション）
③ 修了生・現役生・教職員懇親会
○参加費：無 料（懇親会は有料）

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。
2007年10月に設立された経済学部同窓会も、今年で10年目の活動となりました。昨年は経済学部開設40周年の記念事業を執り行いました。
今年度におきましても日本福祉大学経済学部のご支援をいただき、「経済学部同窓会の集い」、在学生を交えた「業界別交流会」を計画して
おります。在学生との交流・支援の一環として、是非数多くの同窓生の皆さまにご参加をいただければと思っています。
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いたします。

経済学部同窓会 会長

1
今後の活動 経済学部同窓会の集い

S TAG E

S TAG E

日時：2017年11月25日（土） 事前申込制：第1部・2部は参加無料
会場：日本福祉大学東海キャンパス（名鉄太田川駅から徒歩5分）
プレ企画：10時00分～11時30分

丸山優先生と森良次氏
（広島大学教授：丸山ゼミ卒）
による対談

チャリティゴルフコンペ（第10回）
～名古屋地域同窓会との共催～

～名古屋地域同窓会・南尾張地域同窓会との共催～

セミナー

※今後の活動につきましては、詳細が決定しましたら同窓会
ホームページにてお知らせいたします。

テーマ：「中部経済新聞オープンカレッジ記事の深堀解説」
講 師：曲田 浩和 氏
（まがりだ ひろかず）
日本福祉大学経済学部長

業界別分科会

お 知らせ

卒業生による業界・職種研究アドバイスと就職相談

第3部：17時00分～18時30分

● 2017年11月18日（土）

● 2018年2月頃
セミナー＆名刺交換懇親会

丸山ゼミ同窓生企画公開トーク

第2部：14時50分～16時30分

2

本年度の活動予定

～日本福祉大学経済学部同窓会・福祉経営学部同窓会共催～

第1部：13時30分～14時30分

仲原 幹夫

懇親会（参加費2,000円程度）

申込方法：10月以降に日本福祉大学同窓会ホームページよりお申し込みください。
※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
お問い合わせ先：日本福祉大学同窓会事務局

経済学部同窓会では、同窓生の皆さまのニーズに応えた
有意義な同窓会活動を行いたいと考えています。
今後の活動として「こんな企画をやってみたい、やって欲
しい」といった要望をお持ちの方がいらっしゃいましたら遠
慮なく同窓会事務局にご要望をお寄せください。

カレーハウス CoCo壱番屋創業者 宗次德二氏を迎えて女性交流サロンを開催
第6回女性交流サロンが
7月1日
（土）
に同窓生、在学
生それにご 家 族も数 名 加
わってくださり、71名の参加
で盛況の内に行われました。
今 回は3月に開 館10周 年を迎えた栄にあるコンサート
ホール「宗次ホール」のオーナーで、 カレーハウスＣｏＣｏ
壱番屋創業者の宗次德二氏をお迎えして「音楽の楽しみ
方～宗次ホールよもやま話～」と題してお話を伺いました。
最初に宗次氏が極貧の少年時代に出会い、 40年後に
今の宗次ホールを開館されるきっか
けとなったメンデルスゾーンのヴァイ
オリン協奏曲のさわりをＣＤで聴き、
その後宗次氏が如何に貧しい子供
時代を過ごされ、 如何に音楽と出
会い今に至られたか、 大変興味深
いお話を伺う事ができました。
交流会ではサプライズで、 昨年
の交流サロンで講師をしていただいた

「小ざくらや一清」代表取締
役の伊藤高史氏（経済学部
卒業）が創作してくださった
和菓子で、 花と音楽に囲ま
れる宗次氏そっくりの大きな
ケーキが披露され、 ご本人
は勿論、 参加者全員感激す
る場面もありました。 皆でそれとは別のケーキとお茶を
いただきながら、 宗次氏にカレーハウスＣｏＣｏ壱番屋の
拡大の秘訣、 従業員の教育、 店長の確保等々、 また
音楽とともに力を入れておられる様々な社会奉仕活動等
の質問に丁寧に答えていただき、 宗次氏のお人柄の良さ
に皆、 感服するとともに、 社会福祉や経済活動に関わる
私たちにとっても教訓の多いお話を聞かせていただくひ
と時となりました。
最後に参加者全員で「学園広場」を歌い、宗次氏に花束
贈呈をしてサロンを閉じました。 来年もこの時期に男性は
勿論、ご家族参加で楽しめる企画を考えて行いたいと思いま
すので、 是非ご参加ください。

福 祉 経 営 学 部（ 通 学 ）
あ いさつ
福祉経営学部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。2003年に福祉経営学部医療・福祉マネジメント学科、国際福祉
開発マネジメント学科が開設され、これまでに約1,500人の学部生が卒業されました。福祉経営学部の精神は、現・経済学部に受け継がれ、
日本福祉大学の多様な福祉（ふくし）の拡がりの一翼を担っております。
この度、全国各地で活躍されております同窓生の皆さまとの交流の機会を設けることでネットワークを広げ、お互いの情報交換の場と
なることを目的に、福祉経営学部（通学）の同窓会活動を再開する運びとなりました。そこで今回、経済学部との共催で同窓会の集いを
計画しておりますので、是非多くの同窓生の皆さまにご参加いただければと思っております。
今後とも、福祉経営学部同窓会活動の発展に向けて邁進して参りますので、ご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

福祉経営学部同窓会 会長
S TAG E

吉田 雅俊

1

福祉経営学部同窓会の集い

～日本福祉大学経済学部同窓会・福祉経営学部同窓会共催～

日時：2017年11月25日（土） 事前申込制：第 1部は参加無料
会場：日本福祉大学東海キャンパス（名鉄太田川駅から徒歩5分）
第1部：13時30分～14時30分

申

込

方

法： 10月以降に日本福祉大学同窓会ホーム
ページよりお申し込みください。

お問い合わせ先：日本福祉大学同窓会事務局

セミナー

※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

テーマ：「中部経済新聞オープンカレッジ記事の深堀解説」
講 師：曲田 浩和 氏
（まがりだ ひろかず）
日本福祉大学経済学部長

第2部：14時50分～16時30分

福祉経営学部同窓生の交流会

（参加費2,000円程度）

卒業生や先生方との交流会を開催します
（軽食付）
。
※10：00～11：30に丸山ゼミ生企画公開トーク（P.15参照）
にもお気軽にご参加ください。
※17：00～18：30に経済学部同窓生も懇親会を行いますので、
ご希望の方は是非ともご参加ください
（参加費2,000円程度）。

同窓生近況コーナー

同

アメリカンフットボール
富士通フロンティアーズが日本一に

窓

お 知らせ
福祉経営学部同窓会では、同窓生の皆さまのニーズに応え
た有意義な同窓会活動を行いたいと考えています。
今後の活動として「こんな企画をやってみたい、やって欲
しい」といった要望をお持ちの方がいらっしゃいましたら遠慮
なく同窓会事務局にご要望をお寄せください。

生

は

今

東海学生リーグの星、竹内修平選手

（福祉経営学部 2011年3月卒業）

がある。Xリーグで特に優れた選手だけが選ばれる
「オールX」にも

2017年1月3日、第70回ライスボウルが行
われ、社会人
（Xリーグ）
王者富士通フロンティ

選出。名実ともに日本を代表するLB
（ラインバッカー）
へと成長した。

アーズが大学王者関西学院大学ファイターズ

強豪大学と比べて学生時代の練習環境は決して恵まれたものでは

を30-13で退け、2年ぶり2度目の日本ーに輝

なかったが、その逆境までも自分の力に変えてしまうひたむきさと、

いた。日本一を義務付けられたチームには当

どんな状況でも絶対にあきらめない精神力が竹内選手最大の魅力

然のように、関東・関西の強豪大学出身者が

だ。大学時代の恩師の言葉「平時は紳士たれ、有事は武人たれ」は

集う。そんな中、ディフェンスの中心選手として

今でも胸に刻まれており、一社会人としてフィールド外での立ち振

チームの優勝に貢献したのが2010年度卒業

る舞いにも注意を払う。自分の活躍が東海学生リーグで頑張る学

の竹内修平選手だ。
「スタメン出場の機会も増し、自分の能力を遺

生の励みになれば――その視線はすでに連覇を見据えている。

憾なく発揮できた」今回の優勝には前回では得られなかった達成感

★ 同窓会からのお知らせ ★

「日福スポーツvol.2」
（2017年4月26日発行）
より転載

スペシャルムービー
「夢叶う〜竹内編〜」
もぜひご覧ください。 夢叶う 竹内編
●X League 公式チャンネル You Tube
https://www.youtube.com/channel/UC8xp0DgXYXVKMVgkfYsTxKw
●秋季リーグ戦2017年8月27日初戦スタート！ 応援よろしくお願いします。

検索

情報交流
入学者ご推薦のお礼
誠に有難うございました。あらためて御礼申し上
げます。ご推薦いただいた方には些少ながら常
滑焼（常滑焼の色や形は年度により異なります）
をお送りさせていただきましたので、ぜひご使用
いただければ幸いです。
現在、通信教育部では全国で約7,000名もの在学生が、それ
ぞれの目標に向かって学習に取り組んでお
られます。今後も教職員一同、更なる教育の
充実に向けて励む所存です。引き続き、本学
ネツトワークの発展のため、一層のお力添え
をいただきますようお願い申し上げます。

2017年3月、第13期生1,692名が通信教育部を卒業されま
した。第1期~第12期の卒業生15,911名と合わせて、これま
でに17,6 03名もの方が本課程を卒業され 、全国で活躍され
ています。
通信教育部は、今年で開設16周年を迎え、今年度は2,484名
（正科生）の方に出願いただき、入学者は正科生・科目等履修
生等を合わせて2,700名を超える人数となりました。幼保特例
制度対応プログラムにおいても1,600名を超える方々に出願い
ただき、通信教育を活用した学習課程への入学者数の合計は
4,000名を超える人数となりました。そのうち、皆さまのお力添
えによる同窓生推薦制度により、453名の方々が入学され、同窓
生ご本人様にも216名の方に入学いただきました。
ご推薦をしていただいた同窓生の皆さまにおかれましては、

福祉経 営学部長

綿 祐二

学費等減免制度のご案内
大学同窓会員および専門学校・高校同窓会員による推薦を受けた方を対象にした、学費等の減免制度を設けています。
一般学生

入学選考料
入学金
入学金・継続料

推薦条件に
ついて

正科生
科目等履修生
特修生

10,000円

正科生

30,000円

科目等履修生
特修生

10,000円

本学園
同窓会員の方
大学・短大・
専門学校・高校

無

料

̶

日本福祉大学に
1年以上在籍した方

または本学通信教育部科目等
履修生・特修生に在籍していた方

無

日本福祉大学
同窓会員の
推薦※を受けた方

（在学生からの推薦を含む）

料

̶

無

料

半

額

1. 学習目標が明確で、学習意欲が高い方。
2. 入学後も推薦者と連携をとり、日常的に学習や学生生活等のアドバイスが受けられる方。
3. 卒業後は日本福祉大学同窓会へ入会し、推薦者と共に日本福祉大学同窓会の諸活動に積極的に貢献する方。
※通信・通学課程の在学生（正科生）も同窓会員に含まれます。ただし、推薦者との同一年度の入学は対象としません。

今年度も社会福祉士、精神保健福祉士ともに国家試験合格者数が全国大学第一位！
福祉経営学部（通信教育）では、毎年1,000名近い学生が社
会福祉士養成教育を受け、社会福祉士を目指しています。通信
教育の特性から、学生が自ら計画的に学習に取り組むことが
何より大切であり、私たち教職員一同は約7, 0 0 0 名の学 生の
自宅学習をしっかりとサポートしています。お陰様で、
日本福祉
大学で学んで本当に良かったという高い評価を得ています。
教育成果の中で最も見えやすい指標としては国家試 験の
結果があります。2017年1月に実施された国家試験では、本学
部は8 5 4名（社会 福祉士7 2 7名、精神保 健 福祉士12 7名）の
合格者を輩出しました。社会福祉士国家試験における新卒者
の合格率においても58.4％と全国平均（25.8%）を大きく上回り
ました。これは、新卒受験者数50名以上の通信制大学の中で
全国1位です。
勿論資格取得は大学 教育の全てではありません。しかし、
社会 福 祉 士国家試 験 合格者数日本一ということは、本 学の

通信教育は、社会福祉の専門職を目指す人々の学習ニーズにし
っかりと応えていることの証であります。
今後も、私たち教職員一同は、本学部は豊か
な人間性の形成、または専門職養成の場として
の魅力が更に高められるよう、より一層精進して
いく所存です。
福祉経営学部（通信教育）准教授

李忻

≪2016年度 社会福祉士国家試験 結果≫
（新卒519名、
合格者数727名 既卒208名）【9年連続全国大学第１位】
新卒合格率 58.4％（全国平均25.8%）

≪2016年度 精神保健福祉士国家試験 結果≫
（新卒112名、
合格者数127名 既卒15名）【7年連続全国大学第1位】
新卒合格率 73.2％（全国平均62.0%）

通 信 教 育 部 生と同 窓 生 の 交 流
開催日● 2017年3月25日（土）
会 場●主婦会館プラザエフ（千代田区）
参加者●114名

東京四ツ谷駅前の主婦会館プラザエフにて通算6回目となる「卒業
を祝う会 in 関東」が行われました。昨年以上に多くの出席があり、全体
で114人（新卒業生56、同窓生41、在学生11、教職員6人でした）もの方々
にご参加いただきました。会では、新卒業生一人ひとりから感動的な
〝1分間全力メッセージ〟を傾聴し、学生時代の思い出や勉強の大変さ、
国家試験合格の喜びなど様々な言葉が発せられ、とても素敵な時間を
共有することができました。
また、合間の休憩時間には
会場全体で踊りあり、歌あり
と、今回も大変盛り上がる会
となりました。

▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲

近畿ブロック地域同窓会「卒業お祝い式＆交流会 in 関西」
開催日● 2017年3月25日（土）
会 場●ホテル京阪京橋「かがやきの間（東）」、アグレ・カフェ・ザ・テラス（大阪市）
参加者●71名

今回で5回目となる「卒業お祝い式＆交流会 in 関西」がホテル京阪
にて行われました。お祝い式では山本克彦先生が一人ひとりの学位記
をすべて読み上げ、卒業生に手渡されました。その後、卒業生にそれ
ぞれの思いを話していただきました。卒業までにいろんな障壁を乗り越
えてきた卒業生の気持ちは誇らしげでした。
また、交流会ではご退任される上山崎悦代先生とともに交流を深める
ことができました。本当にありがとうございました。

▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

関東ブロック地域同窓会「卒業を祝う会 in 関東」

北信越ブロック地域同窓会「卒業祝賀会・交流会」
開催日● 2017年3月25日（土）
会 場●富山オフィス、海鮮ダイニング美蔵（富山市）
参加者●15名

富山オフィスで北信越地区合同の通信教育部卒業祝賀会・交流会を
開催しました。今年も雨森孝悦先生から新卒生に学位記をお手渡しい
ただき、お祝いの言葉を頂戴しました。続いて、同窓生2名から学生時
代の思い出や現在の活動報告があり、その後は菓子工房メルヘンさんの
シフォンケーキとクッキーを食べながら、話に花を咲かせました。
今回は富山、長野、石川から20代から70代まで幅広い参加があり、
多くの新しい出会いも。同窓生の活動報告をしてくれた坪田さんに北日
本放送の密着取材もありと、わくわく
ドキドキの楽しい時間でした。

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

中国ブロック地域同窓会「卒業お祝い記念式＆交流会 in 中国」
開催日● 2017年3月25日（土）
会 場●岡山オフィス
参加者●28名

中国ブロック地域同窓会主催の「卒業お祝い記念式＆交流会 in 中国」
を開催いたしました。
14時に開会し、
ブロック理事と各県代表の方がお祝いのメッセージを述
べられた後、来賓としてご出席の明星先生よりご祝辞をいただきまし
た。卒業生からも一言ずつ感想など述べてもらいました。
「大学の卒業式
には出かけられなかったが、こうして地元で卒業を祝う会を行ってもらえ
感激した」などの意見がありました。
夕方からは、先生方と同窓会役員、卒業生で懇親会を開催し、卒業
生から
「同窓会へもぜひ参加したい」などの決意表明があり、盛会であっ
たことをご報告申し上げます。

▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

九州・沖縄ブロック地域同窓会「卒業お祝い記念大交流会 in九州」
開催日● 2017年3月26日（日）
会 場●福岡オフィス
参加者●44名

福岡オフィスにて
「卒業お祝い記念大交流会in九州」が行われました。
通信教育部の新卒生31名（過去最多！）
（福岡、佐賀、長崎、大分、
熊本、宮崎、鹿児島、山口県）、そのお祝い＆開催協力に駆け付けた
認定同窓会の九州学ゼミの皆さま、また、大学から明星智美先生、神
林ミユキ先生にご出席いただき総勢44名の参加となりました。
この交流会も、今年で7年目となりました。
開催のきっかけは、通信教育部を卒業する皆さまのお仕事や子育て
等の都合や、やはり大学（愛知県）までは遠方のため卒業式に出席する
ことが難しくて……という声がきっかけでした。
福岡県地域同窓会で「何とか卒業の門出を祝ってあげることができな
いだろうか」と2011年に始まり、今では九州・沖縄ブロック地域同窓会主

催となり、
通信教育部教職員の皆さまのご協力もいただき、手作りでアット
ホームな卒業お祝い交流会を開催しています。
先生から一人ひとりに学位記をお手渡しいただき、新卒業生の皆さま
からは入学した目的や学習の苦労、そしてこれからの目標が語られまし
た。
最後に、全員で校歌を斉唱して感動の記念式となりました。
あらためて、新卒業生の皆さま、ご卒業おめでとうございました。
これからは同じ同
窓 生として広く交流
を図り、互いに学習
を深め、また、後輩の
支援にも一緒に取り
組んでいきましょう。

同窓 会 開 催 報 告
宮城県地域同窓会

開催日●2017年2月4日（土）
会 場●居酒屋てなんご（仙台市）
参加者●18名

2012年度を最後に、宮城県地域同窓会は総会を開いていない時期
が続いていましたが、同窓会本部や福島県地域同窓会長で本部の今野
理事からの助力もあり、年度末を控えて総会を開催することができま
した。さらに新春懇親会も総会後に開催いたしました。
前期入学試験にあわせての新春懇親会は、かつて宮城県地域同窓会
の恒例行事となっていました。今年は原田先生をはじめ、4名の大学
関係者の皆さまのご臨席もいただき、さらに今野理事にもご出席いた
だき、和気藹々のひと時を過ごすことができました。また今回はとり
わけ東日本大震災の被災地として、皆さまのご苦労された話が多く聞
かれました。さらに母校の近況をお聞きしたり、同窓会同士で情報交
換ができました。開催を企画して本当によかったと思いました。

栃木県地域同窓会

開催日●2017年2月19日（日）
会 場●ホテルニューイタヤ（宇都宮市）
参加者●34名

演
講

題：
「福祉従事者のためのスピリチュアルケア入門」
師：山口 幸照 氏
前年に続き宇都宮市において、栃木県地域同窓会の総会、社会福祉
講演会、交流会を開催しました。総会では、25名の会員参加のもと
事業、決算及び予算、役員の改選の審議、同窓会本部や関東ブロック
の活動近況報告がありました。
講演会では、本学卒業生で高野山大学教授／真言宗智山派 東円寺
長老の山口幸照氏をお招きし、ご講演をいただきました。その後、幅
広い世代と様々な職種の会員同士の交流に花が咲きました。

神奈川県＆東京地域同窓会
「体験！森林セラピー」

開催日●2017年4月22日（土）
会 場●神奈川県立七沢森林公園（厚木市）
参加者●18名

今年で8回目になりました「体験！森林セラピー」。森林セラピー
は近年、労働者のメンタルヘルス対策としても注目され、森林浴の癒
やし効果を心身の健康や病気予防に生かす取り組みです。
萌える新緑のなかセラピーガイドさんの丁寧な案内で、花や木々を
愛で、山を眺め、時に童心に帰って歌を歌い、夢中になって四つ葉の
クローバーを探したり、初めて会った同窓生、在学生とも旧知の仲の
ように過ごした一日は貴重な体験です。ぜひ、来年皆さまもご参加く
ださい。

茨城県地域同窓会

開催日●2017年6月18日（日）
会 場●茨城県立県民文化センター（水戸市）
参加者●30名

演

題：
「災害ソーシャルワークとボランティアの役割
ー関東・東北豪雨の現場からー」
講 師：山本 克彦 先生
茨城県も被災地域になった講演会
テーマだけに極めて有意義な内容で
した。被災地域の会員・本会対応の
報告などの意見交換を通じ、本会活
動課題として共通理解を深めまし
た。総会では役員以
外の協力員配置の拡
充等を提案し賛同を
得ました。懇親会で
は山本先生のご出席
をいただき終始和や
な雰囲気の中で、交
流を深めました。

2017年2月25日（土）
東京地域同窓会医療部会 開催日●
会 場●社会医療法人社団健生会 立川相互病院（立川市）
参加者●
22名
「新立川相互病院見学会」

2016年12月に移転リニューアルした立川相互病院（291床の急性
期病院）を見学しました。病院の理念は、誰もが安心して無差別・平
等の良い医療を受けられるように、差額室料をとらず、経済的困窮者
は無料低額診療を受けられ、入院助産制度の指定も取っています。急
性期病院としての役割を発揮しつつ、地域の医療機関や福祉施設とも
連携して健康と福祉のまちづくりをすすめている立川相互病院。これ
からも地域に根付いて地域まるごと健康づくりの一翼を担って頑張っ
てほしいと思った見学会でした。

東京地域同窓会
演

開催日●2017年6月17日（土）
会 場●鉄道弘済会 弘済会館（千代田区）
参加者●126名

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
青木先生の講演では、精神・知的・発達障害の暮らしと生きづらさ、
生きがいとは、障害年金の概要、
「精神の障害」認定調査の現状と課
題について等、事例・調査結果を取り入れわかりやすく説明していた
だき、活発な質問・意見・感想が出されました。
総会は、事業計画として年10回の企画を目標に、部会活動やレク
リエーション企画など季節ごとに様々な取り組みを行うことが承認さ
れました。昨年に続き、東日本大震災・熊本地震の被害者救援募金に
は同窓会から15万円の寄付をし、公開セミナー参加者からは35,794
円のカンパが寄せられました。

同窓 会 開 催 報 告
神奈川県地域同窓会

開催日●2017年5月13日（土）
会 場●福祉保健研修交流センターウィリング横浜（横浜市）
参加者●95名

富山県地域同窓会
「新卒生歓迎懇親会」

開催日●2017年5月13日（土）
会 場●富山オフィス他
参加者●10名

題：
「障害ある人の人権と福祉〜この子らを世の光に〜」
師：河合 隆平 氏（金沢大学准教授）
神奈川県地域同窓会の公開セミナーと定例総会がウィリング横浜で
開催され、同窓生や学生など95名が参加しました。公開セミナー参
加者からは、
「糸賀一雄氏の話で学生時代を思い出した…」と懐かし
む声や「相模原事件にダイレクトにふれずとも福祉の倫理に触れた内
容で良かった」
「人権の意味をあらた
めて考える機会になった」という声も
あり、大変好評でした。定例総会あと
のお茶とお菓子の茶話会や近くの居酒
屋での二次会でも話は尽きることがあ
りませんでした。

5月13日（土）に前々から若手での集まりを行いたいと同窓会に働
きかけをしてくれていた通学課程の同窓生と新卒生二人からの呼びか
けにより、富山県地域同窓会青年の部を開催！
第1部は富山オフィスで、仕事の悩みややりがい、大学時代の話を。
場所を移しての第2部の懇親会では仕事の話や地元ならではの話など
を。どちらも大いに盛り上がったそうです。
次のイベントもすでに計画中とのこと。通学課程卒の若手が主体に
なって活動して
くれることで、
新たな同窓生の
輪が広がること
を期待していま
す！

岐阜県地域同窓会
東濃東部支部

静岡県地域同窓会

演
講

開催日●2017年3月18日（土）
会 場●ライブハウス
「ニューウェーブ」
（恵那市）
参加者●26名

演

題：
「認知症になった波平 パート2
〜波平を成年後見制度はどう支援するのか〜」
講 師：渡辺 哲雄 先生（中央福祉専門学校教員）
2年に1度開催している支部同窓会を今回は恵那市内のライブハウ
スで行いました。
当日は卒業してからはじめて同窓会に参加する人もいて、互いに自
己紹介をし合いました。講演は、渡辺哲雄先生の「成年後見」をテー
マにした話。難しい話をとてもわかりやすく話してくださいました。
アトラクションでは
地元のフラサークルの
フラダンスがあり、参
加者も一緒に踊りまし
た。
お酒も入っていて、
まさに「フラフラ」。
とても楽しい会となり
ました。

名古屋地域同窓会

開催日●2017年1月21日（土）
会 場●中央福祉専門学校（名古屋市）
参加者●16名

開催日●2017年5月14日（日）
会 場●クーポール会館（静岡市）
参加者●45名

今回は、児玉善郎学長に「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」というテーマで講演をしていただきました。地域で
実際に行われた事例も交え解説していただき、自分の住んでいる町で
はどうだろうかと、思いを巡らせながら聞かせていただきました。総
会終了後の懇親会では、料理と会話で大いに楽しみました。リレー形
式で、参加者一人ひとりが近況報告をしながら、地域での様々な実践
について再確認
する機会となり
ました。
児玉先生との
懇談も大いに盛
り上がり、和気
藹々とした中で
同窓の絆を強め
ました。

西三河／碧海地域同窓会
「キャッチ同窓会」〜はじめの一歩〜

開催日●2017年2月18日（土）
会 場●ホテルクラウンパレス知立（知立市）
参加者●14名

「キャッチ」
（KATCH）は所属の5市（刈谷市、安城市、高浜市、知立市、碧南市）の頭文字

名古屋地域同窓会では恒例となっています料理教室を開催しました。
中央福祉専門学校の家政実習室をお借りして、中国の家庭料理であ
る「水晶餃子」と「酒お粥」を、栄養専門学校講師の王暁星さんの指
導を得て作りました。16名（うち幼児1名）の参加があり、参加され
た皆さまは大変おいしいと
満足顔をしておられ、充実
した催しになりました。
今回は子どもの参加が1
名と少なかったのですが、
ちょうど誕生日とのことで
付き添いのお父さんとの良
い思い出になりました。
年に1回だけではなく、
何度も企画して欲しいとい
う意見も聞かれました。

2016年度新規行事としてキャッチ同窓会（青年のつどい）を開催
しました。若い同窓生の企画で「食べて飲んで気楽に集まろう」とい
うものです。在学生の参加もあり、大学の話や職場の話などアルコー
ルも入り活発に懇談できました。最初にゲームをするなど幹事さんの
気配りに感心しました。
碧海地域同窓会では今後も若い人中心の行事を定期的に計画してい
く予定です。次回はもっと盛り上がるぞ。

同窓 会 開 催 報 告
西三河／碧海地域同窓会
「高浜の集い」

開催日●2017年4月15日（土）
会 場●授産所 高浜安立（高浜市）
参加者●18名

演
講

開催日●2017年5月14日（日）
三重県地域同窓会
会 場●松燈庵（松阪市）
「中勢地域ブロック交流会」参加者●31名

題：
「授産所高浜安立の取り組み」
師：改田 健児 氏（授産所高浜安立施設長）
この施設は、
「施設は利用者さんのためにある」を念頭に、知的障
がいのある利用者さん一人一人が自立し、イキイキと働き、生活でき
ることを目指しています。自動車関連下請け、お菓子の製造・販売を
行うとともに、被災地にも食物アレルギーをもつ子どもたちに「ぱり
まる」を届ける支援活動を続けています。
懇親会では、
「お菓子づくりを通して、現場を知ることができた」
「利
用者さんの立場で
の施設運営に感心
した」
「はじめて
参加したが、内容
がよくて参考に
なった」などの声
を聞くことができ
ました。

同窓生の方が気軽に集まり、昼食をとりながらいろいろと話し合っ
て交流を深めていただく場として、今回は中勢地域ブロック交流会を
開催いたしました。中勢地域のみならず、遠方の他の地域からも参加
をしていただき、同窓生の方々の交流が図れたのではないかと思いま
す。お世話人の皆さまには大変お世話になりました。今後も同窓生の
方が気軽に参加していただける場を設けていきたいと考えています。

滋賀県地域同窓会

京都地域同窓会

開催日●2017年6月11日（日）
会 場●コラボしが21（大津市）
参加者●28名

演
講

題：
「滋賀の縁づくり〜狭間の人を支える〜」
師：谷口 郁美 氏（滋賀の縁創造実践センター所長）
講演会では、滋賀の縁創造実践センターの取り組みについてご講演
をいただきました。支援につながらない人々、制度の狭間にあるため
支援が得られない人々等、社会的孤立や生活困窮の問題をどう解決し
ていけばよいのか…誰もが「おめでとう」と誕生を祝福され、
「ありが
とう」と看取られるまで、普段の暮らしのしあわせ（ふくし）がもて
る社会を創りたい…と実践を踏まえたくさん教えていただきました。
この素晴らしい
滋賀の取り組み
をぜひ「滋賀の
縁創造実践セン
ター」でご検索
くださいませ。

開催日●2017年4月16日（日）
大阪地域同窓会
会 場●肉炉端 Robert（大阪市）
「お花見てんしばBBQ大会」参加者●24名

冬に戻ったかの寒さと雨が続いた影響もあり、花見とは言いながら
葉桜となっていましたが、暑すぎるほどの晴天の中でBBQを開催し
ました。店の一角での開催だったり、店のBGMや公園の雰囲気もあ
り自己紹介はなく、倉町事務局長の乾杯でのスタート。家族連れでの
方が多かったこともあり、家族ぐるみでの懇親を深められたようでし
た。中には、通
信生として国家
試験に向けての
意欲につながっ
たとの感想も聞
かれました。
家族一緒に参
加できるイベン
トの重要性を認
識させられまし
た。

開催日●2017年3月4日（土）
会 場●ホテルセントノーム京都 貴船（京都市）
参加者●22名

演

題：
「災害支援と現場のリアル
〜災害現場から見える“ふだん”のヒント〜」
講 師：山本 克彦 先生
全国各地で起こる災害現場で支援を行う山本先生から、実際の写真
を紹介してもらいながらご講演いただきました。外から見る災害では
なく、現地での取り組みに焦点を当てた報告は「ふだん」の大切さを
改めて見つめなおすきっかけとなりました。
「普段何気なく見ている
街並みを、
『災害が起こったら』という想定をしながら見ていくこと
も備えになります」という言葉は、現地を回ってきた先生だからこそ
言える重い言葉だった
と思います。それぞれ
の業務で災害時を想定
し、同窓会ネットワー
クも活かし「ふだん」
の繋がりを大切にした
取り組みを進めたいと
思います。

鳥取県地域同窓会
演
講

開催日●2017年6月17日（土）
会 場●米子市福祉保健総合センター「ふれあいの里」（米子市）
参加者●34名

題：
「介護予防・日常生活支援総合事業について」
師：小松 理佐子 先生
今年度の総会も例年通りの毎年6月第3土曜日に開催でき、県内西
部の米子市に集まっていただきました。この度は、常連の方はもちろ
んのこと、若い同窓生にもたくさん参加していただき感謝申し上げま
す。講演会では、各法人や地域の先駆的な取り組みについて事例を交
えてとてもわかりやすくお話しいただきました。また、その後の懇親
会では同窓会本部の郷原地域担当理事を交え大いに盛り上がり、楽し
い1日となりました。

同窓 会 開 催 報 告
島根県地域同窓会

開催日●2017年1月14日（土）
会 場●島根県西部県民センター（浜田市）
参加者●27名

演
講

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」

開催日●2016年12月10日（土）
会 場●又来軒 岡山駅前店（岡山市）
参加者●14名

題：
「地域包括ケアシステムと総合事業〜共同体への愛着〜」
師：野口 定久 先生
島根県地域同窓会は、開催地である浜田市の後援により研修会を開
催しました。本学から野口定久先生を迎え「地域包括ケアシステムと
総合事業〜共同体への愛着〜」のテーマのもと、先生より基調講演を
いただき、現況及び課題等を把握、その後参加者と共に課題解決に向
けたグループワークを行いました。この場では課題解決をすることはで
きませんでしたが、解決するためのプロセスを学ぶことができました。
終了後は、先
生 同 席 で、 総
会・懇親会を開
催、同窓生同士
の再会を喜びな
がら、楽しいひ
と時を過ごしま
した。

通信教育部スクーリング講義が岡山市内で開催されることに合わせ
て、講義終了後、通信生・同窓生合同の忘年会を開催しました。
2016年の振り返りや新年の抱負はもちろんのこと、福祉業界の第
一線で活躍している参加者同士、仕事のやりがいや悩みを情報交換し
ました。
今年は参加者が若干少なかったですが、毎年開催していますので、
ぜひ次回のご参加をお待ちしています。

岡山県地域同窓会

広島県地域同窓会

日本福祉大学セミナーin岡山2011継承型
第4回国立療養所 長島愛生園フィールドワーク

開催日●2017年5月27日（土）
会 場●国立療養所 長島愛生園（瀬戸内市）
参加者●17名

開催日●2017年2月4日（土）
会 場●とり八本店（広島市）
参加者●16名

県内外から邑久駅に集合し、長島愛生園へ出発しました。美しい瀬
戸内海を眺めながら、自己紹介、オリエンテーションを行い、歴史館
にてハンセン病の病理と歴史を教わりました。
その後、患者収容桟橋、収容所跡、監房跡等の歴史回廊を職員の説
明を受けながら歩いて学びました。また、万霊山納骨堂にて亡くなら
れた方々へ哀悼の意を表し献花しました。
岡山県地域同窓会としては4回目のフィールドワークとなりまし
た。今後も継続的にハンセン病の正しい認識を広めるべく人権学習に
取り組んでいきます。

今年度も大学入試で来広される大学職員の方をお招きし、総会・懇
親会を開催しました。今年は、通信生5名、大学職員2名を含め16名
の方が集まりました。
同窓生の近況報告、意見交換などをし、また参加者が持ってきてく
ださった卒業アルバムで話は盛り上がり、
あっという間に時間が過ぎ、
またの再会を楽しみに散会しました。

愛媛県地域同窓会

高知県地域同窓会

開催日●2017年3月5日（日）
会 場●松山東雲短期大学（松山市）
参加者●26名

愛媛県地域同窓会では、同窓生でもある本学の訓覇法子先生にお越
しいただきました。そこで日本福祉大学で受けた教育という共通の経
験を持つ同窓生が、フォーカス・グループ討議を行うことによって、
集団的理解つまり社会福祉の専門性を発展させていこうという試みに
挑みました。掲載した写真はその試みの後で、訓覇先生と同窓生が地
元、道後ビールで会食をした会場と料理です。

開催日●2017年4月1日（土）
会 場●城西公園（高知市）
参加者●6名

高知県地域同窓会では、同窓生の繋がりを持つことを目的に小さな
ことから活動しようと、４月初めにお花見をしました。例年、桜の開
花予想で全国１番か２番を競っている高知の桜も、会場の城西公園で
は今年は寒いせいか一
本だけ何とか見る事が
できました。
参加者６名でお弁当
を食べつつ談笑し旧交
を温め桜の木の下で写
真を撮りました。
お花見を来年度も計
画し、会員の連絡網を
作り行事への参加を確
実にすることが確認さ
れました。

同窓 会 開 催 報 告
福岡県地域同窓会

佐賀県地域同窓会

開催日● 2016年9月24日（土）
開催日● 2017年2月24日（日）
会 場● 福岡ビル大ホール（福岡市） 会 場● 天神ビル11階9号室（福岡市）
参加者● 29名
参加者● 31名

福岡県地域同窓会は、毎年2回の集いと県内3地域での交流会を開
催しています。
9月・2月の集いは、職域別情報交換会と称して、高齢者、障害者、
子ども、地域・医療、企業、その他のグループに分かれて、仕事上の
悩みや支援の方法・アドバイス、グチ（笑）等、同窓生同士だからこ
そ相談できる場としてグループワーク中心に開催しています。また、
より身近な地域での交流を目的として、北九州、筑豊、筑後の3地域
で11月に交流会を開催しています。
今年度は、職域
別と卒業年代別の
集い、地域別の交
流会をそれぞれ開
催する予定ですの
で、ぜひご参加く
ださい。

開催日●2017年2月12日（日）
会 場●ホテルグランデはがくれ（佐賀市）
参加者●21名

演
講

題：
「生活困窮者支援の視点」
師：山田 壮志郎 先生
2016年度佐賀県地域同窓会が佐賀駅前のホテルグランデはがくれ
で開催されました。今年は総会前に本学より山田壮志郎先生をお招き
して、生活困窮者支援の講演会を開催しました。総会参加者21名の
うち1名は在学生でした。総会は田代会長の挨拶に始まり、来賓紹介
の後、事務局から会計・活動報告が行われました。続いて行われた懇
親会では、在学当
時の思い出話や、
在学生の話にOB
が助言したりして
大いに盛り上が
り、参加者全員楽
しい時間を過ごし
ました。

2017年2月24日（日）

長崎県地域同窓会

大分県地域同窓会

開催日●2017年3月11日（土）
会 場●長崎県総合福祉センター（長崎市）
参加者●22名

演 題：
「わたしと日本福祉大学」
講 師：稗田 幸則 氏（長崎県地域同窓会会長）
長崎県総合福祉センターにおいて、2016年度長崎県地域同窓会・研修会
が開催されました。同窓生15名、在学生7名の方々にご参加いただきました。
研修会前半では稗田会長より、学生の頃のなつかしいアルバムが収録された
DVDを使っての講演が行われました。また、後
半のグループワークでは、「今だから言える日福
の好きなトコロ・嫌いなトコロ」「日本福祉大学
はこのようにあるべき！」というテーマで話し合
いが行われ、久しぶりの同窓会開催とあってか、
堰を切ったかのように活発な意見が各グループ
より飛び出しました。その後は
懇親会に移り、名刺交換などが
行われ、それぞれに新たな力強
いつながりを確認できたようで
した。

開催日●2016年9月18日（日）
北海道田中会
会 場●札幌エルプラザ（札幌市）
（田中和彦先生を囲む会） 参加者●6名

開催日●2017年3月4日（土）
会 場●ザ・ブリッジ（大分市）
参加者●19名

2016年度の地域同窓会（総会）を開催しました。親睦会（交流会）
をテーマとして皆さまに喜んでいただける会場として結婚式場の披露
宴用会場を貸し切りました。同窓生、在学生、福岡オフィスの方々
19名にご参加いただきました。会長の挨拶から始まり、福岡オフィ
スの境氏より大学の近況報告をいただきました。その後、最年長の同
窓生による乾杯の音頭を皮切りに、飲んだり食べたりと参加者の輪が
でき、賑やかさの最中に自己紹介（自己PR）を順次行いました。同
窓生の皆さまの職場での取り組みや最近の出来事や同窓生としての思
いが語られました。
「現在の福
祉の現状を真摯に受け止めて社
会的正義を持ち日々職務に取り
組んでいます」といった発言は
心にしみるものがありました。
来年度の同窓会は経済学部卒業
生の提案で職場のリゾートホテ
ルで一泊でのアウトドアを満場
一致で企画することとなりまし
た。
開催日●2017年5月21日（日）
北海道田中会
会 場●札幌エルプラザ（札幌市）
（田中和彦先生を囲む会） 参加者●9名

田中和彦先生を囲む勉強会は今年で第3回をむかえました。夏の台
風では甚大な被害を受けた北海道。JRの不通により参加できないメ
ンバーもいました。今回の勉強会では、社会福祉士としての倫理的ジ
レンマを取り上げ、クライエントとの関係形成やアセスメントの視点、
感情への着目など、それぞれの体験や悩みを共有し、新たな学びが広
がりました。
2時間程の勉強会の後、場所をレストランへ移し、情報交換をしな
がら和やかな雰囲気の中、昼食をとり、その日を締めくくりました。

5月21日、札幌エルプラザにおいて学習会を開催しました。それぞ
れ近況報告後に、
「障害分野の支援」をテーマに話し合いました。65
歳から介護保険制度に移行する事でのデメリット、障害児から障害者
へ移行する18歳時の受入先等支援する中で疑問や不満点を話し合い
ました。利用者さんに必要であれば、制度を変えるように働き掛けて
行く事も大切な役
割であると学びま
した。そして、制
度だけの支援であ
れば、ソーシャル
ワーカーでなくて
も良いと再認識で
きました。

同窓 会 開 催 報 告
ニコッと倶楽部

開催日●2016年6月5日（日）
会 場●モンブランホテル（名古屋市）
参加者●13名

浦辺ゼミナール
（昭和48年度卒）同窓会

開催日●2016年10月30日（日）〜31日（月）
会 場●大阪市内
参加者●11名

今年度のニコッと倶楽部は、来年度以降実施したい事をいろいろ検
討しました。大学を卒業してかれこれ10年余ともなり、そろそろニ
コッと倶楽部としてなにかやりたいなという気持ちがみんなにあった
からです。しかしながら、打ち合わせ会場が居酒屋であった事、参加
者全員が仕事流れで疲れており酔いやすくなっていた事などの理由か
ら、だんだん打ち合わせ内容が支離滅裂になってしまって、結局答え
は出ないまま夜は更けていきました（笑）。こんな団体ですが、相変
らず楽しくやっています。

男性2人女性9人の参加、大阪を船で散策したり、あべのハルカス
から展望したりと、まあ2日で2万歩あるきました。何が良かったか
といえば、行列して食べた熱々のたこ焼き、夕食をいただきながら、
飲みながら、皆さまの近況を聞けたことでした。
退職後のそれぞれの生き方、
親を介護されている方の話、家族を支え
て家事もされている男性お二人の話は、さすがに福祉を学んだものと
して、一味違っ
た皆さま方の姿
勢に感動しまし
た。

日本福祉大学剣道部OB会

日本福祉大学
硬式野球部同窓会

開催日●2016年11月26日（土）
会 場●美浜キャンパス
参加者●36名

開催日●2017年1月28日（土）
会 場●BUNT（名古屋市）
参加者●12名

11月26日、美浜キャンパス武道場において現役生とOBによる合
同稽古会と交流試合を行いました。普段なかなか会う機会のない現役
生との稽古では若い剣士から刺激をもらい、OB同士の稽古では現役
時代を思い起こさせる気合の入った稽古となりました。その後に行わ
れた総会では、現役3・4年生を交え、広域となった各キャンパスの
立地状況から今後のOB会開催についての検討を深め、現役生の実態
を知るよい機会に
なりました。次回
はより多くのOB
の方に参加いただ
ければ幸いです。

この度、硬式野球部同窓会を開催しました。1993年卒業前後の世
代での実施となりました。場所のBUNTは硬式野球部OBの松村君が
経営しているスポーツバーで、
現在は3店舗も営業しているお店です。
プロ野球選手のユニフォームの展示に混ざり、なつかしい日本福祉大
学のユニフォームもあり、OB・OGとしては昔の美浜での出来事を
思い起こさせるものがありました。遠方からの参加もあって、久しぶ
りの再会の機会
となりました。
また、幅広く同
窓生の集えるよ
うな企画ができ
ればと思います。

鴻福会

綿先生を囲む会

開催日●2017年2月9日（木）
会 場●地鶏屋本店（名古屋市）
参加者●9名

開催日●2017年2月18日（土）
会 場●大阪サテライト
参加者●31名

来春、当社に入社予定の健康科学部の在校生を交えた少し早い歓迎
｢綿先生を囲む会」は2016年に発足した認定同窓会です。もともと
会を兼ね、久しぶりに鴻福会を開催しました。部活動や下宿生活など 在学生として地域学習会を行ってきましたが、同窓生が増えてきたの
学生時代の話題は尽きず、あっという間の3時間でした。結束力が自 で、何かできないかと思い認定同窓会を設立したものです。
慢の鴻福会です。
「チーム福祉大」でスクラムを組み頑張って参ります。
この会を開催する事ができて良かったと嬉しく思います。在学生主
体の地域学習会を兼ねていますので、テーマは在学生にお任せしてお
り、時事に合った内容を取り上げています。今回のテーマは「やめれ
開催日●2017年3月3日（金）
日本福祉大学
ないと言えない薬物依存の問題とソーシャルワーカーの視点」という
会 場●ホテルグリーンパーク津（津市）
三重県職員同窓会
参加者●8名
内容でした。こ
の囲む会には大
毎年1回、三重県を退職される方の送別会を兼ねて同窓会を開催して
阪だけでなく、
います。
他府県からも参
今年は退職される方の出席はなく、同窓会としての開催となりまし
加者がみえてい
た。現役の方が急遽仕事で出席できなくなったこともあり、出席者が
昨年より少なかったのは残念ですが、欠席の方にも近況を連絡してい ました。
ただいています。和気藹々と和やかな時間を過ごすことができ、旧交
を温めることができました。現職の方より退職された方の出席者が多
い状況ですので、現職の方にもっと出席していただけることを期待し
ています。今後とも、同窓生の方々に気軽にご出席いただき、交流し
ていただける場としていきたいと考えています。

同窓 会 開 催 報 告
訓覇スウェーデン
セミナー同窓会

開催日●2017年3月17日（金）〜3月18日（土）
会 場●名古屋キャンパス
参加者●43名

日本福祉大学
森靖雄ゼミナール同窓会

開催日●2017年4月15日（土）
会 場●ザサイプレスメルキュールホテル名古屋（名古屋市）
参加者●9名

第21回セミナーは、今年スウェーデン研修を受講したばかりの新
しい会員を迎え、計43名が参加。訓覇教授の講義では、スウェーデ
ン研修やセミナーでのグループワークを振り返り、グループの機能に
ついて学び直しました。また、長年セミナーに参加してきた方が新し
い参加者に対して、スーパービジョンについて説明（講義）するとい
う初の試みをしました。それを行ってみると、自分の理解を他者に伝
える事はとても難しく、まずは自らの理解をさらに深める必要がある
事を実感しました。

この度、第10回森ゼミ同窓会を開催しました。1年ぶりの顔合わせ
です。森先生からは、直近の仕事（身の回りにおける活動）の報告が
あり、最近時間ができたとのことでした。ただ、愛知県史やその他調
査研究に勤しまれており、本当にお元気なご様子でした。例年通り今
年も短い時間ではありましたが、参加された皆さまの近況をお伺いし
ながら、楽しく食事をすることができました。また、来年も開催した
いと思っており
ますので、多く
のOBOGの 皆
さまにお会いす
ることができれ
ばと願っており
ます。

杁中のロクさん

児島ゼミナール
第1期生等同窓会

（1963年入学者の同窓会）

開催日●2017年4月10日（月）〜11日（火）
会 場●奥琵琶湖 菅浦 つづらお（長浜市）
参加者●13名

4月10日〜11日の1泊2日で13名参加。普通は行けない奥琵琶湖の
お寺、神秘の湖ー余呉湖、千年の歴史ある菅浦と、いにしえの地を廻
り、4月のこの季節、樹齢40年という一番勢いのある素晴らしい桜の
並木を思う存分、十分に満足して楽しみました。
夜はホテルから見る竹生島の絶景を堪能し、72歳を超えて集まっ
た友と、福祉大時代のこと、健康のこと、現在の日本のおかれている
立場等々の話が弾みました。翌日は亡くなった同窓生のお寺にお参り
をして解散。来年は岐阜、再来年は台湾で開催の予定です。

筑豊の大人たち
（ボタ山の会）

開催日●2017年5月4日（木）
会 場●三拍子（福岡県飯塚市）
参加者●7名

2017年に通信教育部を卒業したメンバーを中心に、
「筑豊」の認定
同窓会を設立しました。古くは五木寛之の『青春の門』、土門拳の『筑
豊の子どもたち』で知られる筑豊にゆかりのある同窓生の集いです。
設立総会では、連休で帰省中の明星先生、実習巡回の長野先生も交え、
スクーリングのこと、実習のこと、国家試験のこと、今だから話せる
学生生活のあれこれの話に花が咲きました（福祉の仕事の魅力を熱く
語る先輩も、聞いているみんなも、バリバリの筑豊弁でした）
。
仕事でお世話になっている人、実習先でお世話になった方の中にも
「実は日福同窓生」が多数おられることがわかり、これからはもっと
にぎやかな集まりになりそうです。学生、教員の立場を超えて、同じ
同窓生として語り合える和やかな同窓会をめざしています。次の集ま
りに向けて、学習会や後輩支援の計画なども話し合いました。学び続
ける仲間として、筑豊の地から情報発信ができることを願っています。
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開催日●2017年4月23日（日）
会 場●ヤゴト千歳（名古屋市）
参加者●12名

恩師児島美都子先生が93歳を迎えられ、同窓生は70歳の古希。全
国に散らばるゼミ生に呼びかけて東京、広島等、全国から名古屋八事
に計12名で集いました。卒業して48年、約半世紀が経過し、杁中・
八事周辺の風景も変貌。参加者は卒業後の歩みを語り、児島先生から
は「紅顔の青年が古希となり、再会し、感無量」とのお言葉。元気で
ご活躍される先生に多くの元気をいただき、2年後の再会を約しまし
た。

あしあと

（1970年入学Ⅰクラス）

開催日●2017年5月23日（火）〜24日（水）
会 場●アジュール竹芝（東京都）
参加者●12名

暑さを避け5月に第6回のクラス会を開きました。今回は初めての
東京開催で、竹芝桟橋の近くが会場でした。1 〜3次会まで実によく
お喋りが続きましたが、あとで何を話したのか記憶がない！立派な高
齢者になってきました。翌日は水上バスで隅田川を遡上し浅草へ。こ
こからスカイツリー組と浅草寺参拝組に分かれての行動となり、見学
後それぞれ帰途につきました。また来年元気で会いましょう。こんど
は松本です。

同窓 会 開 催 報 告
あいむの会

開催日●2017年4月28日（金）
会 場●ホテル トラスティ名古屋栄
（名古屋市）

（名古屋市公立保育園の同窓生の会） 参加者●24名

大沢ゼミミニ同窓会

開催日●2017年5月30日（火）
会 場●伊豆高原（伊東市）
参加者●4名

今年3月に退職された園長先生と新任の園長先生、現役・OBを合
わせ24名が集まり交流会を開催しました。毎年この時期は慌ただし
いのですが、年一回の顔合わせということで皆さま楽しみに集まって
くださり、楽しいおしゃべりに花を咲かせました。
退職された園長先生やOBの方々から、退職後の充実した生活につ
いてお聞きすることができました。現役の先生方は、大きく変化して
いる保育の現場の状況についてユーモアを交えながらお話しされまし
た。新任の園長先生は4月からの奮闘ぶりや今後に向けての意気込み
などをお話しされました。皆でこれからも名古屋の保育を支えていこ
うと決意を新たにし、会を締めくくりました。

5月30日、伊東市八幡野（伊豆高原）の同窓生宅で、関東近辺在
住の1969年3月卒の大沢ゼミ同窓生4名が集まりミニ同窓会を開き
ました。会場を提供してくれた同窓生は、東京都心での生活から自
然豊かな当地に移り、すっかり地域に溶けこみ、奥さまと二人で趣
味と実益を兼ねた家庭菜園で食材を賄うなど、快適な生活を楽しんで
いる様子でした。会では、それぞれの家庭の様子、体調不良で欠席の
同窓生のこと、恩師大沢先生のことなどを語らい、久しぶりに旧交を
温めることが
できました。会
場を提 供 い た
だいたご夫妻
の心からのお
もてなしに感
謝します。

1971年入学社福第2部
IFクラス同窓会

1969年卒
女子短大保育科同窓会

開催日●2017年6月17日（土）
会 場●嘉文・金山北店（名古屋市）
参加者●12名

開催日● 2017年5月14日（日）
会 場● 中野ザ・ポケット（中野区）
参加者● 9名

初回の富山から3年経ち2回目。美浜キャンパスを見たいとの声も
あり、名古屋で開催になりました。富山では会えなかった東京・福岡・
下関・名古屋の4人が新たに来てくれました。一人ずつ近況を話して
もらいながら、基礎ゼミのキャンプセミナーの時の写真や欠席者の葉
書を見ながら盛り上がり、交流を深めました。卒後43年、皆、素敵
に頑張ってこられた報告でした。終わった後も近くのカラオケで青春
し ま し た。 個 室
ではなかったの
で聞きづらい事
もあり、
反省です。

同窓生出演のシニア劇団かんじゅく座公演を見ようと前回の同窓会
で決まっていたので、それに合わせて開催しました。東京から千葉へ
の移動や少し遠い事もあり、出席者は9人でした。シニアを感じさせ
ない迫力の演技に心打たれました。会員の山ゴンも主役級の堂々の演
技でした。女学生気分の2日間でしたが、
乗り物の乗り換え時には“一
人足りない！”と
いうことも数回あ
り、おばあちゃん
を感じさせた同窓
会でもありまし
た。現役で障害者
施設で頑張ってい
らっしゃる方のお
話も聞け、刺激を
いただいた会でも
ありました。

近藤直子ゼミナール
1992年卒業

訓覇スウェーデン
セミナー同窓会

開催日●2017年6月24日（土）〜25日（日）
会 場●なごや花亭美よし（名古屋市）
参加者●15名

子どもたちの成長は、ステキですね。私たちは、体の不調や、衰え
の話ばかり。直子先生は変わらず、イキイキ輝いています！先生を囲
んで、ゼミの仲間と会っておしゃべりすると、梅雨空のような頭の中
が、きれいに晴れていきます。先生の新しい著書『子どものかわいさ
に出あう』を読んでさらにレベルアップ！忙しくてヘトヘトになって
いる皆さん。気
分転換に、遊び
に来てくださ
い。
突然ですが、
10月8日（日）
直子先生に会い
に行くお楽しみ
会が企画されま
した。何が起こ
るかな？

開催日●2017年6月17日（土）〜18日（日）
会 場●名古屋キャンパス
参加者●41名

同窓会が発起して8年目のスタートを切る本年度初めてのセミナー
であり、会も22回と数を重ねてきました。個人の問題解決能力を高
めるため、
24例の事例が提出され、
スーパービジョンが行われました。
役割演技4例・グループスーパービジョン3例実施しました。何が
起こり何が問題で、どうスーパービジョンするのかを議論しました。
さらに形成するグループの意味、どう機能するのか、そこで生じる相
互作用の内容を理解することが課題でした。懇親会では集まった在学
生や卒業生が親睦を深め、次回の再会を誓いました。
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2017年度代表者会議報告

大学開設60周年を機に建学の精神の
継承に力を注ぐとともに、会員の多様性を
力にしてネットワークの輪を広げましょう。
全国から地域同窓会代表者・事務局長、学部・大学院同窓会、認定同窓会の代表者等が集い、2017年度代表者会議を開催
しました。
会議は、数納幸子会長の開会挨拶で始まり、続いて大学役職者の任期満了に伴い、福田秀志副学長が同窓会副会長
（大学
派遣）に就任されたことを報告しました。2016年度事業報告ならびに決算、グランドデザイン2016-2018、2017年度事業方針・
計画、予算など議案はすべて承認されました。
大学近況報告では、丸山悟理事長に学園を代表して第2期学園・大学中期計画の進捗状況を含めてご挨拶をいただき、児玉
善郎学長に大学近況についての報告をいただきました。その後、大学教職員にも多数ご参加をいただき、懇親会で情報交換・
交流を深めました。
翌日は、代表者会議で確認した方針・計画を各地域同窓会などで具体化し、推進を図るために代表者・事務局長合同会議を
開催しました。午後は、丸山悟理事長、児玉善郎学長をはじめとする学園・大学役職者にご出席いただき、同窓会
（主に地域担当
理事）
との情報・意見交換会を行いました
開催状況
【代表者会議】
日
時：2017年6月10日（土）13：00 〜 17：30
会
場：名古屋栄 東急REIホテル
出席・成立状況：本部役員・同窓会代表者102名
（議長委任14名を含む）／定数103名
実出席者136名
（オブザーバー出席者48名を含む）
【代表者・事務局長合同会議】
日
時：2017年6月11日（日）9：00 〜 12：00
出 席 者：112名

代表者会議

学園・大学と同窓会との情報・意見交換会

ができるように実習・履修相談・交流会を毎年8月に
開催しています。
１．全国の同窓会で、会員のニーズ把握に努め多様な事
「卒業を祝う会」は、関東・北信越・近畿・中国・
業（一般公開含む）を展開しました。
九州/沖縄地域ブロックならびに愛媛県地域同窓会に
⑴同窓会設立60周年記念事業（2015年度）で培った会
おいて開催され定着してきました。参加された新卒者
員の絆を大切につながる関係を重視し、多様な事業を
の皆さんから感謝の声が多数届いています。
展開しました。年1回の総会をはじめ、講演会、学習会、
⑶目標をもって計画的に活動する同窓会方針のもと、
施設見学会などの学習研究事業、森林セラピー、チャ
ミッション・ビジョンの策定率は93%（53地域同窓会）
、
リティゴルフ、バーベキュー、マラソンなどのスポー
第2期3か年計画の策定率は75%（43地域同窓会）に達
ツや文化事業、名刺交換会等の親睦交流事業など多岐
しています。
に亘っています。特にフィールド研究活動は遠距離か
２．日本福祉大学と連携し、大学事業への協力と在学生
らの参加がありました。結果、50地域同窓会が102件、
支援に取り組みました。
49認定同窓会が52件の事業を開催し、3,308名の会員
⑴日本福祉大学セミナーには、全国で400名を超える
が参加しました（同窓会本部報告分のみ）
。また、経
会員が参加しました。経済学部開設40周年事業では産
済学部同窓会をはじめとする学部・大学院同窓会、女
業界で活躍する会員が業界研究会で在学生、教職員と
性交流サロンなどが開催されました。
の交流を深めました。社会福祉セミナー継承型大学セ
⑵福祉経営学部（通信教育課程）と連携し、3スクー
ミナーでは静岡県地域同窓会が実行委員会を設置し、
リング会場で講義が同窓会に公開され学びの場として
会員110名を含む250名が参加しました。
活用するとともに、
スクーリング受講生と同窓会
（生）
⑵「Uターン就職ガイダンス」
（大学と共催）
、
「Uター
との交流の場を設けました（全国9会場）
。神奈川県地
ン就職相談会」
（同窓会地域ブロック主催または大学
域同窓会では、在学生が実りある学生生活を築くこと
の地域ブロックセンター主催）の開催を通して、在学
第１号議案

2016年度事業報告について

生の就職活動をバックアップしました。
⑶高校生・父母・高校教員に対して、福祉の仕事への
理解を深めていただくことを目的に「社会福祉・医療
系の仕事発見セミナー」の実施を継続しています。
３．日本福祉大学災害ボランティアセンターと連携し、
災害被災地支援に取り組みました。
⑴熊本地震による会員の被災状況調査を実施し、救援
募金を同窓会会報やホームページで呼びかけました。
熊本地震、東日本大震災における募金総額、見舞金・
弔慰金の交付状況はP.10を参照ください。
⑵大学、大学後援会と東北ブロック地域同窓会が共催
して、
「東日本大震災復興セミナー（福島市）」・「6年
目の被災地訪問バスツアー（浪江町・南相馬市）
」を
開催し、在学生、市民の方々とともに被災地の現状と
課題を学びました。
⑶日本福祉大学災害ボランティアセンターの活動報告
を上記のセミナー等で受けるとともに、同窓会として
災害ボランティアセンターに50万円を寄付しました
（詳細は、P.29をご参照ください）
。

３．大学と同窓会が一体となり推進する在学生支援・事
業協力
Uターン就職支援、キャリア・アドバイザー制度の
充実とともに、同窓会推薦入試の拡充を提案します。
４．同窓会運営体制の充実と盤石な財政基盤の確立
同窓会運営が継続して安定的に行われるための役員
体制づくり、持続可能な中期財政政策を提案します。
５．学園同窓生と在学生・家族を含めたネットワークづくり
大学同窓会は、付属高等学校、中央福祉専門学校、
高浜専門学校の同窓生10万人の連携をはかります。
第５号議案

2017年度事業方針・計画について

多くの会員が参画し多様で豊かな活動を全国各地で進
めて、同窓会設立60周年記念事業の成果を確実なものに
して更なる発展を目指すために、上記グランドデザイン
のもと事業方針を定めました。
１．会員の希望やニーズに基づいた同窓会活動を創り出
し、会員の自己実現とともに、同窓会として地域・社
会に貢献する多様な活動を推進します。
２
．大学開設60周年、社会福祉学部開設60周年記念事業
第２号議案 2016年度収支決算
に協力します。
（別掲P.29参照）
３．大学と同窓会の相互発展のために、
大学と同窓会
（会
員）とのより密な関係づくりを進めます。同窓会ゲス
ト講師の紹介・派遣助成等を実施するとともに、Uター
第３号議案 同窓会規程等の改定について
ン就職支援制度の大学との共同実施に向けた取り組み、
日本福祉大学同窓会職員雇用規程を一部改定しました。
正課外実習および施設見学・ボランティア受け入れに
名古屋市内（同窓会本部事務局所在地）の雇用環境を鑑
関わって可能な情報提供・援助、業種別在学生と会員
み、職員の時間給単価の引き上げと規程の改廃は理事会
との交流の推進、同窓会推薦入試の改革案などを大学
決定としました。
に提案します。
４．福祉経営学部（通信教育）在学生が、より実りある
同窓会グランドデザイン2016-2018
学生生活を築くことができるように交流・相談・キャ
第４号議案
について
リア支援等の事業を行います。全国各地で「卒業を祝
地域同窓会の3カ年計画と同様に、同窓会全体の活動
う会」を開催します。
に関する構想をまとめました。大学同窓会は、単に“旧
５． 会員交流のツールとしてIT化を進めるとともに、
交を温める”だけではなく建学の精神の継承に力を注ぎ、
同窓会ホームページ、フェイスブック等による情報発
社会や福祉の在り方を考え、課題の解決に向かえるよう
信を強めます。また、魅力ある会報の発行に努めます。
な同窓会を目指し、在学生支援を重要な役割と位置づけ
６．同窓会設立60周年記念プロジェクト「日本の社会福
母校発展に貢献します。
コンセプトは以下の通りです
（詳
祉教育に反映される社会福祉の専門性：日本福祉大学
細は、同窓会ホームページをご参照ください）
。
に焦点をあてて」を推進し、今後の日本福祉大学の教
１．夢・知恵・元気が生まれる同窓会活動
育の在り方について調査・研究を進めます。
全国57地域同窓会をはじめ各同窓会が、会員のニー
７．東日本大震災救援募金より災害ボランティアセンター
ズ把握に努め、魅力ある活動を計画的に行います。
に50万円を寄付します（震災に関連してこれまでに同
２．学ぶ・生きる・働く・つながる幸せを種まく同窓会
窓会から大学に総額200万円を寄付）
。引き続き、被災
と大学の連携
会員への支援と地域復興への貢献事業を継続します。
大学と連携し学びのネットワークづくりを進めます。
同窓会ゲスト講師派遣助成制度の提案を大学に行う
第６号議案 2017年度収支予算について
とともに、クラス・ゼミ等の同窓会設立に努めます。
（別掲P.29）
また、学園の福祉文化創成事業（高校生福祉文化賞
エッセイコンテスト、冊子『はじめてのふくし』
、福
代表者会議にて販売しました同窓会グッズの売上金29,787円
祉教育研究フォーラム等）の広報活動に協力します。
は、熊本地震救援募金に充てさせていただきました（P.9参照）

2016年度決算

差

異

2016.4.1 ～2017.3.31（単位 ： 円）

85,981,815

計

84,709,598

合

△ 1,272,217

0

△ 335,386

△ 1,359,331

521,500

△ 99,000

利息、広告収入、同窓会カード（413,211円）

熊本地震募金
（1,403,731円）

＊２）
準会員・正会員・特別会員会費

＊１）
準会員入会費

考

3,500,000

9,500,000

2,300,000

21,000,000

地域ブロック活動費

活動交付金

組織部費

出版部費

188,297

0

0

31,519,526

31,519,526

85,981,815

200,000

200,000

2,000,000

2,000,000

16,789,598

16,789,598

84,709,598

５．
諸費

諸費

６．
予備費

予備費

７. 次年度繰越金

次年度繰越金

合

Ⅱ.特別会計の部

302,403,037

302,346,990

△表示は予算額−決算額の差異で決算額が多い場合

資金合計

356,047

300,000

利 息 収 入

0

0

当年度繰入金

302,046,990

差

0

0

△ 56,047

△ 56,047

異

2016.4.1～2017.3.31（単位 ： 円）

慶弔、
その他

長期・短期職員人件費

専務理事報酬

熊本地震お見舞い金・寄付、ホームページ改修、調査等

新卒会報「かけはし」、卒業記念品、在学生との交流等

大学情報処理委託料、
大学との懇談会費

同窓会会報等印刷・送付

専門委員会、
学部同窓会運営

同窓会活動交付金、
援助金

地域ブロック代表者会議、ブロック事業費等

2016年度決算

△ 1,272,217

△ 14,729,928

△ 14,729,928

2,000,000

2,000,000

11,703

11,703

0

130,000

0

130,000

1,416,166

2,200,000

3,616,166

2,091,821

116,061

186,488

648,286

757,008

1,386,750

843,705

考

愛知県私立大学同窓会連合会会費

封筒等印刷

302,046,990

目

88,850

1,025,403

備
事務用品、
郵送料、
手数料

前年度繰越金

項

【 積 立 金 特 別 会 計 】

2016年度予算

188,297

0

研究助成費

計

0

130,000

学術奨励費

0

100,000

学内学会援助金

100,000

100,000

230,000

４．
研究助成費

4,000,000

200,000

2,583,834

2,400,000

給与

2,783,834

6,400,000

３．人件費・報酬等

報酬費

5,908,179

8,000,000

特別事業費

4,383,939

4,500,000

113,512

20,351,714

1,542,992

8,113,250

2,656,295

4,974,597

1,911,150

準会員支援費

300,000

6,000,000

大学関係費

2,000,000

代表者会議費

0

7,144,372

40,000

49,955,628

40,000

205,659

299,811

555,470

異

57,100,000

理事会費

２．
事業費

会費

50,000

備品費

194,341

1,200,189

差

50,000

400,000

1,434,530

2016年度決算

0

1,500,000

1,990,000

2016年度予算

印刷費

目

需用費

１．
事務費

項

【支出の部】

※１）
3,000×3,383名＝10,149,000円
（入会金:通学1年生･編入学生･通信教育部1年生・大学院生）
※２）会費（準会員）43,159,500円
維持会費7,319,000 円（7,300口 ※内、カード納入：正会員2,203口 ･ 特別会員19口 ）

1,035,386

22,509,598

700,000

1,809,331

50,478,500

22,509,598

収

雑

450,000

51,000,000

10,149,000

入

金

10,050,000

備

収

付

会

目

入

金

費

金

計

22,509,598

84,709,598

94,569,526

700,000

450,000

51,000,000

10,050,000

2016年度予算

31,519,526

800,000

450,000

51,000,000

10,800,000

2017年度予算

100,000

0

0

750,000

異

9,859,928

9,009,928

差

目

Ⅱ.特別会計の部
目

302,703,037

300,000

0

302,403,037

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

異

備

302,346,990

300,000

0

302,046,990

差

異

356,047

0

0

356,047

2017.4.1～2018.3.31（単位 ： 円）

慶弔、その他

長期・短期職員人件費

ホームページコンテンツ使用料、改修、ゲスト講師派遣、調査等

新卒会報「かけはし」、卒業記念品、在学生との交流等

大学情報処理委託料、大学との懇談会費

同窓会会報等印刷・送付

専門委員会、学部同窓会運営

同窓会活動交付金、援助金

地域ブロック代表者会議、ブロック事業費等

愛知県私立大学同窓会連合会会費

封筒等印刷

事務用品、郵送料、手数料

2016年度予算

9,859,928

11,759,928

11,759,928

0

0

0

0

0

0

0

0

▲ 2,400,000

▲ 2,400,000

▲ 1,000,000

500,000

0

1,000,000

差

考

利息、広告収入、同窓会カード

▲表示は2017年度予算額−2016年度予算額の差異で2016年度予算額が多い場合

資金合計

利 息 収 入

当年度繰入金

前年度繰越金

項

【 積 立 金 特 別 会 計 】
2017年度予算

16,789,598

84,709,598

28,549,526

94,569,526
計

次年度繰越金
合

2,000,000

16,789,598

予備費

2,000,000

2,000,000

2,000,000
６．
予備費

28,549,526

200,000

200,000

諸費

７. 次年度繰越金

200,000

200,000

５．
諸費

100,000

230,000

4,000,000

2,400,000

6,400,000

8,000,000

4,500,000

300,000

21,000,000

2,300,000

9,500,000

3,500,000

6,000,000

2,000,000

57,100,000

40,000

50,000

400,000

1,500,000

1,990,000

2016年度予算

130,000

100,000

230,000

4,000,000

0

4,000,000

7,000,000

5,000,000

300,000

22,000,000

2,300,000

9,500,000

3,500,000

6,000,000

2,000,000

57,600,000

40,000

50,000

400,000

1,500,000

1,990,000

2017年度予算

130,000

学術奨励費

学内学会援助金

４．
研究助成費

給与

報酬費

３．人件費・報酬等

特別事業費

準会員支援費

大学関係費

出版部費

組織部費

活動交付金

地域ブロック活動費

代表者会議費

理事会費

２．
事業費

会費

備品費

印刷費

需用費

１．
事務費

項

【支出の部】

考

＊２）準会員・正会員・特別会員会費

＊１）準会員入会費

備

2017.4.1 ～2018.3.31（単位 ： 円）

※１）
3,000×3,600名＝10,800,000円
（入会金:通学1年生･編入学生･通信教育部1年生・大学院生）
※２）会費
（準会員）
43,500,000円
維持会費7,500,000 円
（正会員･特別会員）

合

前年度繰越金

雑

寄

会

入

項

O

前年度繰越金

費

付

寄

金

2016年度予算

P

会

会

目

E

入

項

【 収 入の 部 】

Ⅰ.本会計の部

【 収 入の 部 】

■2017年度収支予算

Ⅰ.本会計の部

第6号議案

■2016年度収支決算

第2号議案

R
P T

2017年度代表者会議報告

■2016年度地域同窓会別維持会費納入一覧
地域

納 入 期 間：2 0 1 6 . 4 . 1 〜 2 0 1 7 . 3 . 3 1 
支  部  名

※住所判明者数は､2017年3月31日現在

北海道

住所判明者数 2015年度 2016年度 2016年度
（a）
納入口数 納入口数（b） 納入者数

前年度差

納入率
（b/a）

2016年度会費 納付率
納付者数（c） （c/a）

2016年度
カード会員数

寄付金

736
89
107
138
130
116
150
201
383
323
372
1,137
881
2,155
1,756
255
889
1,278
986
816
2,243
4,586
3,221
6,390
3,376
1,791
1,258
492
1,605
595
2,312
1,336
846
3,402
704
810
2,182
1,842
396
445
349
416
925
898
622
282
415
447
283
1,089
161
324
356
382
290
303
405
108

143
28
10
35
16
16
22
58
68
58
52
198
175
471
329
27
111
142
63
50
255
422
328
855
287
170
120
46
148
80
263
135
56
316
107
172
510
249
54
61
42
119
148
144
80
46
93
63
46
164
15
47
51
38
82
46
61
0
19

181
19
16
34
36
15
31
62
80
48
45
180
183
462
307
34
74
143
79
84
272
332
259
804
294
163
109
40
165
70
223
111
58
261
66
138
309
217
51
60
43
56
149
170
68
31
54
76
25
155
30
55
88
36
61
43
45
0
19

101
12
11
20
15
12
17
42
41
28
25
115
101
247
175
22
61
64
44
60
142
227
191
463
202
110
75
26
93
47
135
79
36
179
46
71
202
126
39
42
31
40
92
93
40
24
31
40
16
103
18
29
46
25
43
28
30
0

38
−9
6
−1
20
−1
9
4
12
−10
−7
−18
8
−9
−22
7
−37
1
16
34
17
−90
−69
−51
7
−7
−11
−6
17
−10
−40
−24
2
−55
−41
−34
−201
−32
−3
−1
1
−63
1
26
−12
−15
−39
13
−21
−9
15
8
37
−2
−21
−3
−16
0
0

24.6%
21.3%
15.0%
24.6%
27.7%
12.9%
20.7%
30.8%
20.9%
14.9%
12.1%
15.8%
20.8%
21.4%
17.5%
13.3%
8.3%
11.2%
8.0%
10.3%
12.1%
7.2%
8.0%
12.6%
8.7%
9.1%
8.7%
8.1%
10.3%
11.8%
9.6%
8.3%
6.9%
7.7%
9.4%
17.0%
14.2%
11.8%
12.9%
13.5%
12.3%
13.5%
16.1%
18.9%
10.9%
11.0%
13.0%
17.0%
8.8%
14.2%
18.6%
17.0%
24.7%
9.4%
21.0%
14.2%
11.1%
0.0%

140
20
17
38
25
19
29
52
62
46
45
178
161
393
292
35
101
110
74
73
222
372
294
716
269
157
111
41
137
66
204
107
49
289
82
122
320
204
57
66
47
72
137
139
76
37
50
56
37
148
21
43
63
42
62
39
47
1

19.0%
22.5%
15.9%
27.5%
19.2%
16.4%
19.3%
25.9%
16.2%
14.2%
12.1%
15.7%
18.3%
18.2%
16.6%
13.7%
11.4%
8.6%
7.5%
8.9%
9.9%
8.1%
9.1%
11.2%
8.0%
8.8%
8.8%
8.3%
8.5%
11.1%
8.8%
8.0%
5.8%
8.5%
11.6%
15.1%
14.7%
11.1%
14.4%
14.8%
13.5%
17.3%
14.8%
15.5%
12.2%
13.1%
12.0%
12.5%
13.1%
13.6%
13.0%
13.3%
17.7%
11.0%
21.4%
12.9%
11.6%
0.9%

56
8
4
8
6
5
8
13
16
15
9
48
46
120
70
9
27
36
24
31
63
130
117
273
140
69
52
16
55
28
77
53
21
104
24
31
105
56
19
21
8
15
33
38
12
15
13
23
9
46
7
11
25
13
8
11
20
0
19

5,000
0
8,000
0
9,000
2,000
0
6,000
4,500
6,000
3,000
3,000
14,000
17,000
15,000
1,000
5,000
12,000
7,000
8,000
16,000
19,000
3,100
21,000
10,000
14,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
1,000
0
9,000
1,000
1,000
12,000
7,000
5,000
3,000
4,000
4,000
10,000
14,000
6,000
0
5,000
0
0
14,000
11,000
1,000
30,000
2,000
2,000
14,000
11,000
0

計

60,785

8,010

7,319

4,473

−691

12.0%

6,912

11.4%

2,339

399,600

東北

北 海 道
北海道道南
青
森
岩
手
宮
城
秋
田
山
形
福
島
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栃
木
群
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埼
玉
千
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東
京
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川
山
梨
新
潟
富
山
石
川
福
井
長
野
岐
阜
静
岡
名 古
屋
知
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瀬戸・尾張旭・長久手
北
尾 張
西
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三
重
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賀
京
都
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阪
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庫
奈
良
和 歌 山
鳥
取
島
根
岡
山
広
島
山
口
徳
島
香
川
愛
媛
高
知
福
岡
佐
賀
長
崎
熊
本
大
分
宮
崎
鹿 児 島
沖
縄
海 外 在 住
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関東

北信越

東海

近畿

中国

四国

九州

日本福祉大学同窓会

設立60周年記念プロジェクト 経過報告

〜社会福祉の専門性について、本学の教育を卒業生8万人で語り合おう！〜
総務委員会

【これまでの経緯】

2017年7月

【これまでの主な経過と今後の予定】

同窓会が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、「本学の教育において学び得た社会福祉の専門性について個人
的・社会的意義は何であったかを語り合う」60周年記念プロジェク
トを立ち上げてから、2年余りが経過しました（目的・経緯等につい
ては、会報111号、115号、116号ならびに同窓会ホームページ、フェ
イスブック等で紹介）。
これまでの主な取り組みは、右表の通りです。しかし現段階では、
このプロジェクトの意義や重要性が同窓生全体に十分に浸透してい
るとは言い難い状況です。

２０１３年度

同窓会教育・研究ネットワークの立ち上げ
代表者会議にて同窓会・学内学会との共同事業としてプロジェ
クト実施を決定

２０１５年度

11.11大同窓会シンポジウムを開催
社会福祉の専門性に関する試験的調査を卒業生現況調査に合わ
せて実施

【2017年度代表者会議において】

２０１６年度

香川県、
宮崎県、
東京都、
愛媛県、
本部理事会においてフォーカス
グループの試みを実施
（合計109名の同窓生が参加）

２０１７年度

代表者会議において、同窓会全体としてプロジェクトに取り組
むことを再確認
フォーカスグループの本格的実施開始

２０１８年度

フォーカスグループの実施継続、
結果を分析し、
報告書作成開始

そこで、6月11日に開催された代表者会議において、総務委員会は
当プロジェクトの経過とプロジェクトが浸透していない問題点を報告し、同窓会全体とし取り組む
ことの意義を再確認しました。また全国の一人でも多くの同窓生が参加しやすいよう、地域同窓会
の枠を超え、認定同窓会や関心のある人達から参加の輪が広がるような、柔軟な取り組みにしてい
くことを提案し、承認されました。
会議2日目の地域ブロックごとのまとめでは、北海道地域同窓会から参加の意思表明がありました。
このプロジェクトの最大の魅力は「“日福で学んだ”という共通体験さえあれば、年齢、職業、地域、
学部、通学や通信も問わず、今仕事をしている、していないに関わらず、すべての同窓生が参加
できること」にあることが、その場で改めて確認されました。4月より就任された児玉学長からも、
当プロジェクトは本学と同窓会との一層の連携を図る活動として重要であることが指摘されました。

【今後の予定】

本年10月29日（日）に岡山県地域同窓会が、中国ブロックと共催でフォーカスグループを実施し
ます。また、北海道地域同窓会をはじめとして、関心のある地域同窓会や認定同窓会と実施に向け
て具体的準備を進めていきます。実施が決まると、案内は主催する地域同窓会等から所属する同窓
生の皆さまに届けられます。同窓会におけるフォーカスグループの実施期間としては、2017年度及
び2018年度を予定しています。

フォーカスグループとは何??
フォーカスグループとは、個別の面接法
とは異なり、集団や共通の経験を持つ人達
（ここでは、日本福祉大学での教育を受け
た同窓生）が、グループの話し合いによっ
て経験に関する集団的理解を発展させる
ことを目的とします（写真は、本部理事会
でのフォーカスグループの様子です）。体
験した人達は、
「 皆で学生生活を振り返り
楽しかった。体験して初めて意義が分かっ
た」
「本学とはどういう大学だったのか、何
を教えてもらったのかが改めて分かった」
と語っています。

【参加の方法・連絡先】

「関心はあるが大人数を集めなければならないので難しい」との声を聞くことがありますが、“関
心がある”という声さえ届けてもらえれば、たとえ少人数であってもフォーカスグループの実施は
可能であり、実施方法や形態を相談して進めていきます。関心のある個人、参加を検討しているブ
ロック、地域同窓会、認定同窓会の皆さま、まずは総務委員会（本部事務局：メールalumni@
ml.n-fukushi.ac.jp）までご連絡ください。

本部理事会での語り合い
（2017年3月11日）

訃 報
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
小川 政亮先生
服部 久 さん
鈴木 弘一さん
伊東 茂 さん
野村 哲夫さん
日江井幸治さん
鳥居 宏子さん
加藤 協子さん

元社会福祉学部教授／2017年5月ご逝去
1956年中部社会事業短大卒／2017年4月ご逝去
1956年中部社会事業短大卒／2015年2月ご逝去
1958年中部社会事業短大卒／2017年1月ご逝去
1964年社会福祉学部卒／2016年8月ご逝去
1966年社会福祉学部卒／2017年5月ご逝去
1966年女子短期大学部卒／2017年3月ご逝去
1967年女子短期大学部卒／2015年1月ご逝去

水野三千代さん
千脇 重夫さん
東
清志さん
荒木 由佳さん
村瀬 正悟さん
平田 建司さん
森 ケイ子さん

1969年社会福祉学部卒／2017年3月ご逝去
1971年社会福祉学部卒／2017年5月ご逝去
1974年社会福祉学部卒／2016年5月ご逝去
1986年社会福祉学部卒／2016年7月ご逝去
1991年社会福祉学部卒／2017年3月ご逝去
1999年社会福祉学部卒／2016年7月ご逝去
2009年福祉経営学部（通信教育）卒／2017年6月ご逝去



小川 政亮 先生を偲ぶ会

（卒業年次順）

開催のご案内

小川 政亮 先生
（元社会福祉学部教授：1990年3月退職）
を偲ぶ会についてご案内申し上げます。
詳細は、
10月上旬に日本福祉大学同窓会ホームページにてお知らせします。
記
日時：2017年11月5日（日）13:00 ～ 16:00（ 予定）
会場：ホテル東京ガーデンパレス（予定） 東京都文京区湯島1丁目7- 5

社会福祉士・精神保健福祉士合格を勝ち取るために！
⃝試験の為ではなく仕事で役立つ知識をつけるとプラスに勉強したら楽しかった。
⃝講座に参加するのは大変だけれど、勉強に弾みが出る。自分だけでは壁に突き当たって、学習が
はかどらない。少しでも参加出来たからこそ、なんとか合格できました。ありがとうございます。

⃝3 回挑戦してやっと合格しました。コツコツ勉強してたら、必ず学習したことは身につくと思い
ました。ライセンススクールで学習したことも自分にとっては大変役にたったと思います。ありが
とうございました。

上記は、昨年度NFUライセンススクールの講義に受講いただき、
「合格」
された方々のコメントの一例です。
NFUライセンススクールとは、忙しい社会人の皆さまがライフスタイルに合わせて選択していただくことができるよう「対面形式
の講座」
・
「Webを利用した講座」
・
「模擬試験」
など、数多くのメニューを用意した
「国家試験受験対策講座」のことです。
ところで皆さまはなぜ、
「 社会福祉士」
あるいは
「精神保健福祉士」
を目指されていますか？
「業務上必要なため」、
「ご自身の将来のため」、
あるいは
「なんとなく」……という方もおられるかもしれません。
では、試験で合否を分ける違いとは何でしょうか。それは、
「モチベーション」に尽きると我々は考えています。
受験生の皆さまは受験を予定した時点で、
「今年こそはやるぞ！」という思いが必ずどこかにあると思います。お仕事やご家庭の
都合など、日常生活を過ごしていく中で、そのモチベーションをどう試験日まで維持し続けられるかが重要になってきます。冒頭で
上げた合格者のコメントはそのようなモチベーションを何かの形で維持できた方々だと思います。本スクールでは試験に対する
モチベーションの「向上」
と、その思いを「維持」いただくために必要なコンテンツをご紹介しております。以下に記載しているのが
秋以降受講可能なコンテンツ概要になりますのでご一読いただき、ぜひ受講をご検討ください。
＜対面形式で学ぶ学習コンテンツ＞

学習モチベーション向上のためには対面式の講座が最も適しています。同じ目標を持った全国の仲間に出会える場でもあり、

「途中でくじけそうになった時に共に支え合う仲間がいるかどうかは、モチベーションを維持する上でとても重要だ」と多くの受験生
が言っていた言葉です。何を・どこから・どのように学習するのかも解説しますので、その後の自己学習でコツコツと知識の定着を
図ってください。
秋以降、全国各地で「秋の基礎力応用講座」や「冬の直前対策講座」
を開催します。
（※地域によって開催する講座が異なりますのでHP等で詳細をご確認ください）
＜Webやメディアを活用した在宅学習コンテンツ＞

日々お忙しくされている皆さまにはこの学習方法が基本になろうかと思います。本スクールでは、

スマホでも学習可能な7年間分の過去問題を繰り返し学ぶ「赤マル福祉合格サポート
（株式会社
ジェイシー教育研究所）」、全19科目（社会福祉士）をWebもしくはDVDでテキストとともに学ぶ
「合格必勝Web・DVD講座（テコム 福祉教育カレッジ）」、CDで過去問題と重要キーワードをテキ
ストと共に聞きながら学ぶ「過去問攻略&暗記CD 2018（飯塚事務所）」
をご案内しています。
＜模擬試験＞

模擬試験はご自身の弱点科目が確認でき、過去問題には出題されていない今年狙われるであろう、法改正で重要な問題が出

題されます。各模擬試験には正答・解説集が配布され、すべての選択肢に解説がついています。1つの模擬試験だけでも、
（150
問×5肢）750の選択肢分の学習ができると考えると、
それだけでもかなりのボリュームです。在宅での受験を基本に、中央法規全
国模試（中央法規）
、第30回社会福祉士全国統一模擬試験（テコム 福祉教育カレッジ）をご案内しておりますのでぜひ受講を
ご検討ください。
試験までおよそ半年ほどになってきましたが、みなさんの学習の伴走役として、私たちも共に走っていきたいと思います。一緒に
『合格！』
を目指して頑張りましょう
！
※各講座の詳細・申込方法は、必ず以下のホームページでご確認ください。
NFUライセンススクール

検索⬅

■本 講座は、日本福祉大学名古屋オフィスで管理・運営を行っていますので、本講座に関するご質問等の連絡は、以下の
NFUライセンススクール事務局までお問い合わせください。

日本福祉大学 名古屋オフィス
NFUライセンススクール事務局

T E L：052‐242‐3069
メール：nfuls@ml.n-fukushi.ac.jp
Open：月曜〜金曜 10時〜 17時／ Close：土・日、祝日

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…80,000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

中部社会事業短期大学 1956年3月卒業

小栗 勉

草創期の想い出
中部社会事業短期大学2期生55名は、1期生67名とともに小さな校舎で学びました。約6割の学生
が寮生でした。寮の居室は、6畳一間に3人で足の踏み場もない状態で、住宅事情は厳しいものでした。
寮では、親切な賄い担当の老夫婦との出会いがありました。ご夫婦は、毎日名古屋駅裏の闇市に
出かけ、食品を仕入れて、私たちの胃袋を満たしてくださいました。感謝、感謝です。
卒業後は、同窓会役員として同窓会の活動に携わりました。規約の制定、名簿作成、支部設立など
草創期の作業は大変でした。職場から駅前安旅館に足を運び徹夜作業をしたこと、支部組織促進の
ため寝台車に身を任せたこと、多くの年休を同窓会に使ったことなど、懐かしく回顧しているところです。
最後に同窓会が健在なのは、美浜キャンパスにおいて、大沢学長（当時）、事務局のご理解をいた
だき、同窓会室の貸与、職員の派遣など物心両面のご高配を賜ったものであることを皆さまにお伝え
したいと思います。
▶ 次回は、柘植 吉治さんにバトンタッチします。

★ 愛知県在住

社会福祉学部

★ 福岡県在住

私が福祉大学に入学したのは、今から３０年ほど前。当時はちょっと遠回りをして福祉大に
たどり着いたので、経済的にも負担の少ない勢和寮でお世話になりました。寮は二人部屋で
プライバシーは、
ほぼなし。夜勤のバイトから帰ってくると、隣の住人が自分のベットに寝てい
るという有様。人との距離が近すぎてちょっと煩わしい寮生活でしたが、
自分で働いて大学に
通うⅡ部の仲間、
様々な障害のある仲間、
自分と同じように年をくった同級生、
いろいろな考え方、
生き方の人に囲まれて過ごした４年間は、今振り返れば本当にかけがえのない時間でした。
昨年、
そんな仲間と二十数年ぶりに会う機会がありました。皺は増えたけど、
みな昔と変わら
ぬ笑顔で酒を酌み交わし、懐かしい時間を過ごしました。
また、
フィールドは違っても、
それぞれ
の場で頑張っていることを熱く語る様子を見て、改めてエネルギーをもらいました。
日福そして勢
和寮での仲間との濃密な時間があったからこそだと思います。
そしてその時間は、今も私にエネ
ルギーを与えてくれています。
▶ 次回は、泉 朋秀さんにバトンタッチします。

部

出逢いは人生の宝物

社会福祉学部 1990年3月卒業
福岡大学付属大濠高等学校卒

新子 達也

女子短期大学

女子短期大学部 1982年3月卒業
愛知県立尾北高等学校卒

大野 鈴子

再会

★ 愛知県在住

昨年、大学時代のサークル赤とんぼの大同窓会に参加させていただき、大学時代を思い
出しながら楽しいひと時を過ごしました。
私は保育科を卒業していながら結局保育士にはならず、卒業後しばらくバイトをしながら音
楽活動をしていました。29歳の時に母の紹介で就職した診療所で准看護師の免許を取得
し、現在は在宅や施設で寝たきりのお年寄りの訪問看護師をしています。
まさか自分が看護師
になるとは思っていませんでしたが、人生って不思議なものですね。40代後半からは、幼なじみ
が経営するフォーク酒場でバイトをするようになり、仕事の傍ら、
そこで知り合ったお客様とバン
ドを結成し、趣味としてライブ活動を楽しむようになりました。家族の協力や多くの友人に支え
られて、今、私はとても充実した人生を送っています。仕事だけでなく、音楽を通して年々友人
が増えていっています。
「出逢いは人生の宝物」色々な人とのご縁を大切にしながら、
この先
も楽しんで歩いて行きたいと思っています。 ▶ 次回は、山田 和子さんにバトンタッチします。

Ⅰ部バスケット・
・
・懐かしい・
・
・やっぱり仲間

経済学部

★ 愛知県在住

早いもので、卒業して15年にもなろうとしています。卒業とともに東京で就職、転勤、結婚と、
そして
ありがたいことに小学生の子供2人と立派な父親（オヤジ！
！）
になってしまった今日この頃です。
このような発信をする機会をいただき、学生時代の記憶を思い出しながら懐かしいのと、
なにやら嬉
し恥かしい気分で記述しております。ありがたいことです。学生といえば、
サークル！
！友達！
！の2つにつ
きますね。あいにく勉強というものは就職してからが本番で現在も格闘しているところです(*^^)v
サークル活動は、練習や試合はもちろん、組織として運営の難しさやコミュニケーションの大切さ、
友人とのたわいもない時間のかけがえのなさ等、社会にでてからの縮図といってもいいぐらい、色々な
経験をさせていただきました。すべてが私の血肉となり脈々と流れていることはゆるぎない事実です。
本当に感謝しております。卒業以来会えていない友達もいますが、元気かな～？ 機会があれば集ま
りたいです。健康で楽しく過ごしていきましょう。せっかくの機会なので、
そっくりの息子との写真を載せ
ておきます。今後が・
・
・
（笑）
▶ 次回は、清水 崇志さんにバトンタッチします。

部

千里の道も一歩から

経済学部 2003年3月卒業
東海工業高等学校卒

金田 克人

情報社会科学

情報社会科学部 2009年3月卒業

小澤 克典

★ 愛知県在住

福祉経営学部

福祉経営学部 2014年3月卒業
東邦高等学校卒

梶田 俊

★ 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

谷口 作

★ 兵庫県在住

大学を卒業し、社会人生活も9年目になりました。現在、医療機器の営業として働いています。社会
人になり学生では感じた事のなかったプレッシャーでキツイ時もありますが、
自分が選んだ医療機器の
営業を通して生命の重みを肌で感じながら充実した日々を過ごしています。
入学当初は色々な事に不安を抱えていたのですが、最初は周りに頼れる人もいない中、
『自分を
変えたい、変わりたい。』
そう思ったあの時、
ちょっとの勇気を出して一歩を踏み出した自分を今、少し
だけ褒めてあげたいと思います。あの時の一歩が今に繋がっているわけですから。
今回、学生生活を振り返ってみて、
自分の中で中心だったサークルやボランティア活動を通して得
ていた事を当時あまり意識していませんでしたが、
それは自分の根っことなる経験であり、色々な物事
の考え方、色々な生き方、
そして様々な人生がある事を学べていたのだと思いました。日本福祉大学だ
から学べた事、気づけた事が沢山あり、本当に感謝しています。これから何十年と経っても忘れる事は
なく活かしていかなければと思っております。 ▶ 次回は、江尻 憲昭さんにバトンタッチします。

“ 今”を全力で生きる
先輩の太田雄介さんからバトンをいただきまして、執筆させていただきます。現在、私は柔道
整復師＆メンタルトレーナー＆中学野球チームのコーチとして、活動しています。
大学時代は様々な人との出会い・経験をさせていただき、
それが今の活動にも直接つながって
います。
そんな私が最近実感したことを紹介します。
何か自分の思いや夢があるのであれば発信することです。
その思いや夢はできるだけ大きい
方が良いです。そして、
それをできるだけ多くの人に伝えることです。本気で思いを発信し続け
れば、
自分の意見に賛同してくれる人や協力してくれる人が必ず現れます。
もう一つ大切なことは
自分が決めた思いや夢について考える時間を毎日持つことです。
その夢に近づくために、今何を
すればよいのか真剣に考えることです。
それが、
テーマにもある“今”を全力で生きるという言葉に
込められています。
もし、在学生の方がこれを目にした時、何かの気づきやきっかけになってくれた
としたら嬉しいです。
ありがとうございました！ ▶ 次回は、小野 哲生さんにバトンタッチします。

蛙の旅

～悟りの大小の狭間で～

私は平素、読書だけでなく文章の嗜みというものも大切にしているのですが、中でも言葉というものにかなり腐心します。
このコーナーを受けるにあたっても、何をどう語るかを少なくとも数日かけて吟味してきました。と言うのも、ここで語られやすい
「出逢い」
「コミュニケーション」
「繋がり」など、本学らしいフレーズが今の私には全くそぐわないものになっているためです。
通信教育部を離れてから７年という歳月が過ぎ、それなりに福祉の現場を渡り歩きながらも私を揺りに揺らし、遂には
その業界から一旦距離を置く決断までに至らしめたことは、実のところ、精神的な解放への渇望という事情がありまし
た。福祉を目指した半生から思えば激変のようですが、そこでの葛藤こそが私をもっと福祉以外の視座から社会を見つめよ
うという思いに至らしめたのです。それは私にとっては自然な成り行きでした。枠というものを取っ払いたいという私なり
の感覚は実家の本業である美術との本格的な向き合いに繋がって、私の現在があると言っても過言ではありません。
本学の精神に学んだものを基礎としながらもそれをある意味で断捨離するくらいの思い、これを醸成してきた７年であった
のです。未来のことは予測できませんが、私にとって、まだまだ人生は迷い探し続ける旅なのです。
▶ 次回は、田中 由佳さんにバトンタッチします。

大学院

大きな糧

国際社会開発研究科 2013年3月修了

小林 暁子

★ メキシコ在住

健康科学部

健康科学部 2013年3月卒業
浜松市立高等学校卒

村上 香織

子ども発達学部 2015年3月卒業

国際福祉開発

★ 静岡県在住

学部

国際福祉開発学部 2015年3月卒業
北海道札幌清田高等学校

塚本 彩加

▶ 次回は、間瀬 朝夫さんにバトンタッチします。

落書きも、ちゃんと取ってあるんですよ
私自身あまり連絡を取っていく方ではないので、
この場をお借りして、
きっと皆が想像して
いる通り元気に好き勝手やっていますよとお伝えます。卒業後一度転職し、現在は作品制
作のお仕事をしています。
「作るのが好き」
それは子供のころからも、
もちろん在学中も変わ
らずあったものです。卒業制作、講義での課題、先生方や友人と笑いながら悩みながら、
自分の努力とアイディアと、
なによりその時の思い出が一緒に詰まった作品たち。合間の
休憩やお出かけまでも一緒に記憶の引き出しから蘇って、ふふっと笑みがこぼれます。落
書きも一緒に取ってあるんですよ、
お写真載せられないのが残念です。
皆さんもきっと色々変わられたことでしょう。でも、皆の好きなところは、
きっと変わっていな
いんだろうな、
なんて感じてます。また会えたのなら、
またその時間に戻れるような気さえし
ます。思い出すだけで幸せにしてくれる時間を過ごせたお礼を、
また会ってさせてください。
▶ 次回は、清水 結さんにバトンタッチします。

★ 静岡県在住

部
子ども発達学

堀池 雪乃

大学院では、
自分がそれまで頭の中だけで漠然と考えていた“モヤモヤしていたもの”を
論文という形に残すことができました。たとえ内容は未熟でも、
もし大学院に入っていなけ
れば、
それは自分の脳みその中に永遠に漂っていただけなので、
自分の意志と欲求に従って
院に入り研究できたことは大きな糧です。そして、
もう一つの大きな糧として述べておきたい
ことは、大学院生活で多くの友人と先生方、職員の方々と出会うことができ、常に刺激を与
えていただき、助けていただいたことです。その頃の感謝の気持ちは今も変わらず持ち続け
ています。修了して4年以上経ちます。自分自身も友人たちも拠点や生活に大きな変化が
あり、
それぞれがそれぞれの場所で頑張っています。停滞して落ち込んだりする時も、皆の
変化の知らせを受けるたびに、
自分も頑張ろうという気持ちにさせてくれます。大学院で得
た大きな糧はこれからも自分の大事な一部です。

★ 北海道在住

大学生活を振り返って
私は卒業後、以前お世話になった母園で幼稚園教諭として働いています。働いてみて気づいた面白い職業
病があります。話し方が丁寧になり、お野菜やおカバン等「お」
を付ける習慣が身に付いた事。虫への免疫が強く
なった事。おもちゃや子ども服を目で追ってしまう事などです。気づいていないだけで、
まだまだ沢山あるように感
じます。働く前の保育士のイメージは、おっとりとのんびりのイメージでしたが、実際は、虫や暑さ、免疫力、心の
強さ等、何にでも強くなければやっていけないように感じます。学生の頃は部活やバイトに打ち込み、講義中も
眠くなったり…そんな日々でした。今思うのは、
しっかり講義を受けていれば・
・
・その一言です（笑）。社会人にな
り、いろんな研修を受けましたが、
どの研修も大学の講義で学んだ内容ばかりのように感じます。私は処分して
しまいましたが、講義のレジュメや教科書、製作物などは保管しておいた方が今後の為になるかと思います。サー
クル活動も大学生活の醍醐味ですが、やはり一番は「講義をしっかり受けて下さい」その一言です(笑)。
学生時代に身についた知識は、働く上での自分の余裕や自信にも繋がってきますので、学生の皆さんは
今後も勉学に精進していってください。
▶ 次回は、熊﨑 健太さんにバトンタッチします。

かけがえのない 4年間
大学を卒業後、北海道のホテルで働き始めて早くも3年目に突入しました。フロントでは
接客マナーや日々の業務だけでなく、国籍や性格など多種多様なお客様へのおもてなしを
日々学んでいます。学生時代に学んでいた異文化理解や多文化共生というものを実際に
仕事の中で感じながら、驚きと発見の多い毎日を過ごしています。私の大学生活は人生の中
で最も輝いていた時間だったと懐かしく感じています。海外フィールドワークや授業、バイトに
遊び、
どれをとっても今の私を支える土台となるかけがえのない時間となりました。
また、共に
過ごした学部の仲間との出会いも、今の私を支えてくれています。多くの刺激をもらい、切磋
琢磨した仲間は、友人であり師でもあります。これからも繋がりを大切にしていきたいと思い
ます。そして、私自身友人や先生方、家族に胸を張って生きていけるよう、
これまで培ってきた
経験を生かし、常に努力を怠らず邁進していきたいと思います。
▶ 次回は、中嶋 千尋さんにバトンタッチします。

大学近況

スポーツ科学部新棟“Sports Lab SALTO”竣工式

2017年3月30日、スポーツ
科 学 部 棟 竣 工 式を行 い、
大学ならびに美浜町、施工
関係者など約120人が出席
しました。
新棟は地上4階建て、バリ
アフリーへの配慮に加えて
お 洒 落さも考 慮したユ ニ
バーサルデザインを追求しま
した。温水プールには25m×6レーンのほか、水深可動式の20mレーンが２つ設置されています。この他にも、障害者用の
トイレを各フロアに配置しているほか、バスケットコート3面を配しランニングコースを設けたスポーツ演習室や各種実験室、
トレーニング演習室が設置されています。

建物入口には、金澤翔子客員准教授揮毫
による「スポーツ科学部」「挑」の書額が
飾られています

大学近況

鈴木大地スポーツ庁長官

SALTOを視察

鈴木大地スポーツ庁長官が2017年4月
14日、美浜キャンパスを訪れ“Sports Lab
SALTO”を視察されました。藤田スポーツ
科学部長から同学部の教育理念やコンセ
プトなどの説明を行い、丸山理事長および
児玉学長からは美浜町との連携による総
合型地域スポーツクラブ「みはまスポーツク
ラブ」の活動を紹介しました。その後、施設
学生の歓迎を受ける鈴木大地スポーツ庁長官
（左）
担当者による説明を受けながらSALTO内
の各施設を視察されました。
視察を終えた鈴木長官は、
「日本福祉大
学は福祉を総合的に学べるという点におい
て魅力的だ。そこにスポーツ科学部が新設
され、スポーツが持つ “明るさ”が加わった。
明るい福祉のブランディングを期待してい
る。また、地域と連携した取り組みはとても
面白い。“エクササイズ・イズ・メディスン”の言葉が示す通り、健康維持にはスポーツが一番の処方箋。今後は地域の住民
が運動施設を気軽に利用できるような取り組みをはじめ、大学が持つ強みを活かした事業により、より一層の存在感を示し
てほしい」
との感想や期待を述べられました。

大学近況

日本福祉大学減災支援教育研究センターの開設（2017年4月）

日本福祉大学は2017年4月1日、学内外で進める減災連携・支援事業に
おける実践研究を通して人材育成を図ることを目的として、日本福祉大学
減災支援教育研究センター（センター長：原田正樹 社会福祉学部教授・
学長補佐）
を開設しました。
本センターは、減災にかかわる研究や人材育成、減災に向けた学生へ
の支援などに取り組んでいきます。2017年度は本学と連携協定を締結し
ている藤田保健衛生大学などとの共同研究事業（災害救急医療・福祉情
報システム 注１）を推進し、学園・大学と包括協定や防災協定を締結している自治体（愛知県美浜町、武豊町、半田市、
東海市など）
や提携社会福祉法人の減災に関する取り組みを進める予定です。
注１） 藤田保健衛生大学などとの共同研究事業「災害救急医療・福祉情報システム」
	災害時における要配慮者への災害支援を迅速に行うため、行政、医療、福祉機関などが社会福祉施設などの被災状況を迅速に収集・伝達できる
仕組みを確立させるため、ITを活用した災害救急医療・福祉情報システムを構築。将来的には、
この取り組みが知多半島内に留まらず、県内外の他地
域でも活用できるシステムの構築を目ざしています。

大学近況

スポーツ科学部開設記念
日本福祉大学・日本財団パラリンピックサポートセンター共催シンポジウム
「パラリンピックと共生社会」

2017年5月27日、愛知県東海市の東海市芸術劇場でスポーツ科学部の
開設を記念したシンポジウム「パラリンピックと共生社会」を開催。スポーツ
科学部の第1期生や本学付属高等学校の父母、一般市民ら約600人が参加
しました。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長代行で、前東京
オリンピック・パラリンピック担当大臣の遠藤利明氏が「パラリンピックの意
義」
と題して基調講演を行いました。
その後、日本財団パラリンピックサポートセンター理事長の小倉和夫氏、日 （左から）松崎英吾氏、小倉和夫氏、為末大氏、大日方邦子氏、
丸山悟理事長、遠藤利明氏、藤田紀昭スポーツ科学部長、
本パラリンピアンズ協会副会長の大日方邦子氏、アスリートソサエティ代表 児玉善郎学長、山本秀人副学長
理事の為末大氏、
日本ブラインドサッカー協会事務局長の松崎英吾氏を迎えたパネルディスカッションを開催。スポーツ科
学部の藤田紀昭学部長をモデレーターとして、来るべき共生社会に向けた
「スポーツの力」
を考えていきました。

遠藤利明氏による基調講演

子ども発達学部心理臨床学科卒業生の認定心理士申請（旧基準）についての注意
2014年度から申請方法・申請内容等について新基準が
て、科目修得大学における証明が必要となります。
旧基準に
策定され、2019年3月31日をもって旧基準での申請はでき
おける様 式 3の証明依頼については、2019年2月末を締切
なくなります。2008年度カリキュラム（2008年度～ 2012
とさせていただきますので、ご了承ください。
年度入学 ※ただし、編転入は入学時のカリキュラム年度 【参考：日本心理学会 認定心理士申請書ホームページアドレス】
による）の卒業生については、
旧基準にもとづいたカリキュ
http://www.psych.or.jp/qualification/doc_index.html
※本件は、認定心理士資格を未取得で新たに申請を希望す
ラムとなっていますので、
ご注意ください。
また、旧基準における申請を行う場合、
「日本心理学会」 る場合のみの事項です。すでに取得されている方を対象と
するものではありません。
所定様式のうち様式3（心理学関係科目習得単位表）につい

2016年度 国家試験の結果

大学近況

（社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士）

◆ 第29回社会福祉士国家試験

結果

日本福祉大学通信教育部（新卒者）
合格者

日本福祉大学通学課程（新卒者）

519人

合格者

157人

通信教育部の合格者数は519人で、9年連続して全国の大学（通信課程・通学課程）
で第1位となっています。また、
通学課程の合格者は157人で、
これまで行われた29回の国家試験のうち、28回で全国第1位の合格者を輩出しています。
新卒者

区分

受験者（人）

新卒者＋既卒者
合格率（％）

受験者（人）

通学課程

380

合格者（人）
157

41.3

1,100

合格者（人）
236

合格率（％）
21.5

通信教育部

889

519

58.4

1,977

727

36.8

日本福祉大学計

1,269

676

53.3

3,077

963

31.3

全国大学等計

9,615

4,450

46.3

26,929

6,443

23.9

関連リンク

厚生労働省

第29回社会福祉士国家試験合格発表（報道発表資料）
▶▶ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153658.html

◆ 第19回精神保健福祉士国家試験

結果

日本福祉大学通信教育部（新卒者）
合格者

日本福祉大学通学課程（新卒者）

112人

合格者

24人

通信教育部の合格者数は112人で、全国の大学（通信課程・通学課程）で第1位となっています。また、通学
課程の新卒合格率は85.7％で、全国平均の62.0％を大幅に上回る高い合格率となっています。
新卒者

区分

受験者（人）

新卒者＋既卒者

合格者（人）

合格率（％）

受験者（人）

合格者（人）

合格率（％）

通学課程

28

24

85.7

47

34

72.3

通信教育部

153

112

73.2

200

127

63.5

日本福祉大学計

181

136

75.1

247

161

65.2

全国大学等計

1,796

1,287

71.7

2,924

1,540

52.7

関連リンク

厚生労働省

第19回精神保健福祉士国家試験合格発表（報道発表資料）
▶▶ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155238.html

◆ 第52回理学療法士国家試験

結果

全国の合格者は12,388人、合格率は90.3％

学部・学科

受験者（人）

合格者（人）

合格率（％）

健康科学部リハビリテーション学科

35

35

100.0

※2016年度は、健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻の6期生が受験し、全員が合格しました。

◆ 第52回作業療法士国家試験

結果

全国の合格者は5,007人、合格率は83.7％

学部・学科

受験者（人）

合格者（人）

合格率（％）

健康科学部リハビリテーション学科

32

32

100.0

※2016年度は、健康科学部リハビリテーション学科作業療法学専攻の6期生が受験し、全員が合格しました。

福岡オフィス移転のお知らせ
日本福祉大学九州・沖縄地域ブロックセンター
（福岡オフィス）
が、6月 20日に
移転しました。
福岡市の地下鉄天神駅の真上の
「天神ビル８階」
です。
近くにお越しの際は、
お気軽にお立ち寄りください。

移転先
福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル8階
電話：092-737-7108

産 学 官 の 連 携

大学近況

イリノイ大学シカゴ校との連携協定
本学の国際政策の一環として日本福祉大学とイリノイ大学シカ
ゴ校は2017年1月30日、看護学部間の教員や学生の交換、共同
研究活動、共同教育プログラムの開発などの国際交流事業の
推進を目的として、連携に関する協定を締結しました。
＜連携・協力事項＞
①教員の交換
②学生の交換
③共同研究活動
④共同教育プログラム

⑤学術的資料の交換
⑥特区な短期カリキュラム
⑦セミナーおよび学会への参加
⑧専門的能力開発プログラム

大学名：イリノイ大学シカゴ校
（The University of Illinois at Chicago（UIC））
設 置：1858年
形 態：州立
所在地：アメリカ イリノイ州 シカゴ
学生数：約29,000人
概 要：イリノイ州の健康管理において重要な役割を担う
イリノイ大学シカゴ校は、
州の主要公共医療センター
を運営し、イリノイ州の医師、歯科医、薬剤師、看護
師、およびその他の健康福祉専門職のための教育
機関としては最大。1970年代より多くの日本人看
護職を留学生として受け入れ、
日本の看護学教育や
研究者育成に大きな役割を果たしている。

大府市との包括連携協定
学校法人日本福祉大学と大府市は2017年3月1日、相互が地域社会の
発展、人材育成、および学術の振興に寄与することを目的として、連携に
関する包括協定を締結しました。
＜連携・協力事項＞
①健康福祉の増進に関すること
②生涯学習および生涯スポーツの推進に関すること
③国際化に関すること
④地域産業の振興に関すること
⑤人材育成に関すること
⑥その他、相互に連携協力する必要があると認められる事項に関すること

岡村秀人 大府市長
（左）
丸山 悟 学校法人日本福祉大学理事長
（中央）
二木 立 日本福祉大学学長
（当時）
（右）

スギホールディングス株式会社との研究・研修連携に関する協定
学校法人日本福祉大学とスギホールディングス株式会社は2017年3月1日、それぞれが有する人的資源と研究蓄積を
有効に活用して地域社会に貢献し、あわせて相互の人的資源の資質向上を目的として、研究・研修連携に関する協定を
締結しました。
＜連携・協力事項＞
①福祉などの研究活動の推進に関すること
②化学療法にかかわる調査研究に関すること

③学生・院生および職員・社員のキャリア教育・研修に関すること
④その他、
これらの実施に関連して必要と思われる事項

愛知銀行との産学連携の推進に関する協定
学校法人日本福祉大学と株式会社愛知銀行は2017年5月23日、それ
ぞれの保有する情報や知的資源を用いて産学連携を推進し、学術研究
の振興および地域経済の発展に資することを目的として、産学連携の推進
に関する協定を締結しました。
＜連携・協力事項＞
①地域企業の技術開発ニーズ、課題解決などの相談・支援に関すること
②大学の学術研究成果などの発信、共同研究などの協力・支援に関する
こと
③学生のキャリア教育、就職支援に関すること
④職員研修に関すること
⑤その他、産学連携に関わる推進および情報交換に関すること

児玉善郎 日本福祉大学学長
（左）
矢澤勝幸 株式会社愛知銀行取締役頭取
（中央）
丸山 悟 学校法人日本福祉大学理事長
（右）

2016年度 卒業生の進路・就職結果
昨今の経済状況の改善などを背景に、企業や法人の採用意欲が高まった結果、2016年度新卒採用状況は好調に推移しまし
た。企業の活動活発化や、少子高齢社会を背景とした高い福祉・医療・教育分野の求人ニーズを受け、学生も昨年以上に就職
活動に対して取り組むことができました。
（ 表1、
グラフ1）
2019年度からは「Uターン就職支援制度」を開始させ、地方出身学生のUターン就職活動に係る費用について大学が同窓会
の協力もいただき、一部支援をしていく予定です。一人でも多くの学生が将来につながる就職・進路を決定できるように大学全体
で支援を行っていきますので、引き続きご支援を宜しくお願いいたします。
【2016年度卒業生と過年度卒業生の進路・就職実績】
年度

2012年度

本学卒業生数
A
就職希望者数
B
就職決定者数
C
進学決定者数
D
卒業生就職率
C/A
就職希望者就職率
C/B
卒業生進路決定率
｛C + D｝/ A

2013年度

2014年度

2015年度

〈表1〉

2016年度

〈グラフ 1 〉
100

1,152名

1,230名

1,290名

1,140名

1,148名

90

1,039名

1,097名

1,218名

1,099名

1,100名

70

1,012名

1,067名

1,196名

1,087名

1,093名

60

51名

46名

43名

22名

40名

40

87.8%

86.7%

92.7%

95.4%

95.2%

30

97.4%

97.3%

98.2%

98.9%

99.4%

10

92.3%

90.5%

96.0%

97.3%

98.7%

【2016年度卒業生の業種・職種別就職実績】
その他法人
公務・教育委員会

11年度
12年度
13年度
14年度
15年度
16年度

80

50

20
0

4/末 5/末 6/末 7/末 8/末 9/末 10/末 11/末 12/末 1/末 2/末 3/末 4/15 4/末

〈業種別〉

4.6％

教員
保育職

13.9％
企業
（福祉系企業含む）
40.9％

医療法人等
12.1％

医療職

6.8％

7.0％

6.1％

人

数
2
1
1
1
1
3
0
1
1
1
5
8

区 分
東 京
神奈川
山 梨
新 潟
富 山
石 川
福 井
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重

相談職

人 数
124
19
2
1
15
16
6
59
62
55
577
41

キャンパス情報
退職者
※2017年3月31日付
■教員
日月
裕 社会福祉学部 教授
岡 多枝子 社会福祉学部 教授
鈴木由美子 社会福祉学部 助教
小林 信次 子ども発達学部 教授
三橋 廣夫 子ども発達学部 教授
大和田孝士 子ども発達学部 教授
影戸
誠 国際福祉開発学部 教授
松田 武美 看護学部 助教

区 分
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和歌山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島

43.2％

20.1％

福祉法人・
社会福祉協議会
28.4％

【2016年度卒業生の県別就職実績】

〈職種別〉

0.7％

一般職

介護職

区 分
北海道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉

その他

16.1％

※本社所在地でカウント

人

数
2
4
27
6
1
2
4
2
5
7
1
1

区 分
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿児島
沖 縄
海 外

人

数
1
2
2
6
0
1
0
1
1
5
7
3

東北
中国
九州・沖縄
近畿
北信越

首都圏

0.6％
1.7％

1.9％
3.8％

四国

0.6％

海外

0.3％

北海道

0.2％

8.9％

14.7％
東海

67.3％

教職員人事異動のお知らせ
中島 明彦
穂坂 光彦
浅井 純二
足立 孝子
小沼 聖治
上山崎悦代
伊藤
僚
■職員
若山

隆

福祉経営学部
（通信教育）
福祉経営学部
（通信教育）
福祉経営学部
（通信教育）
福祉経営学部
（通信教育）
福祉経営学部
（通信教育）
福祉経営学部
（通信教育）
全学教育センター 助教
学生課

教授
教授
助教
助教
助教
助教

原
健 経理課
浦田 雄司 キャリア開発課
津田 道明 教育文化事業室
邑上 捷雄 社会福祉実習教育研究センター事務室
田辺 淳子 社会福祉総合研修センター事務室
須田 敏枝 社会福祉総合研修センター事務室
鈴木 有華 教育開発課
永井 拓己 実習教育講師
保田
麗 企画政策課 ※2017年5月31日付
三輪 美徳 美浜事務室 ※2017年5月31日付

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●男子ソフトボール部
こんにちは。男子ソフトボール部です。
我々は選手40名・マネージャー2名の計42名で活動して
います。
今年度は新たに槙田直也コーチが加わり、
「インカレベ
スト4以内」を目標に掲げ、以前より質の高い練習に取り
組んでいます。
その成果もあり、春季東海地区大学リーグ戦では全勝優
勝を果たすことができ、西日本インカレ、全日本インカレ
の出場権を獲得できました。
まだまだ課題の多いチームですが、一人ひとりが真剣に
課題と向き合い、克服していこうと考えています。
今年度から「初心に戻る」のスローガンのもと、日頃の
礼儀や態度を見つめ直すことの意識改革で、皆さまから愛
されるチームを目指します。
今後とも、ご声援よろしくお願い致します。
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●弥次衛セツルメント
私たち弥次衛セツルメントは伊勢湾台風の頃から続く
歴史の長いサークルです。「地域福祉」を基に名古屋市南
区弥次ヱ町で活動を行っています。弥次ヱ町の子ども達
と一緒に遊んだり、高齢者宅への訪問活動、更に夏には
地域を巻き込んだ夏祭りなど地域を盛り上げるための企
画を考えたりして、活動しています。地域の方の声に耳
を傾け、地域の方の要求に対応できるよう1回1回の活動
を大切にしています。実践前後には会議を行い、より良
い実践を日々追求していけるよう心がけています。サー
クル内の雰囲気としては、上下関係に捉われずに会議で
意見を述べあい、お互いが支え合うことの出来る温かさ
を大切にしています。そして、南区で活動している福祉
施設・団体の皆さまと南区の地域活性化を目指した会議
に参加し、一緒に活動しています。卒業生の皆さま、私

たち弥次衛セツルメントと是非ご一
緒に活動してみませんか？弥次ヱ町
で活動しているのでよかったら顔を
出しに来てください。

学生相談室開設30年
2017年は本学の学生相談室が開設して30年となります。
1987年に、初代室長として近藤直子先生（現・名誉教授）
が就任され、室員に学生課（当時「学生生活センター」）
職員の若山隆氏が配置されました。日本の大学での学生
相談室の歴史は1953年の東京大学と山口大学を皮切り
に、その後国公私立大学に設置が広まりました。どの大
学でも当初は専任のカウンセラー配置が困難で、教育的
な情熱にあふれる教職員が相談にあたっており、本学も
同様でした。
本学の学生相談室30年の歴史の特色は、次の3点にま
とめられます。①相談室に配属された大学職員が在職中
に大学院に通学し、臨床心理士の資格取得を果たし学生
相談における専門性が自前で確立できたこと。②学生相
談室と保健室の提起を受け、授業科目「こころとからだ」

の開講が実現し、また大学のキャンパス全体を〈コミュ
ニティ〉ととらえ、相談室がコミュニティ・ソーシャル
ワーク実践の拠点の1つとして機能したこと。③その実
践がキャンパス・ハラスメント防止活動にひろがり、当時
学長であった故宮田和明先生の尽力によりキャンパス・
ソーシャルワーカーが日本の大学ではいち早く実現し、
学生相談室とソーシャルワーカー室の共同体制が生まれ
たこと。これらの特色をもち、今日に至っています。
2017年3月に若山氏が定年退職し、今年度からは、新規
に常勤カウンセラーが配置され、キャンパス・ソーシャル
ワーカー、学生支援コーディネーターとともに、多職種
連携による学生支援のさらなる発展が期待されています。


大学院事務室（元学生支援部長） 水谷 早人

日本福祉大学付属高等学校 トピックス
未来社会のリーダーの育成をめざして
本校は生徒一人ひとりが学園教育標語「万人の福祉のために真実と慈愛と献身を」の下、日々切磋琢磨している学校です。建学の精神
を引き継ぎながら、
すべての人のしあわせのために、未来の社会を担うリーダーの育成を目指して、新しいとりくみを積極的に導入しています。
本校の特色は、日本福祉大学と同一キャンパスであることを生かし、人工芝グラウンド・文化ホール・図書館など施設・設備面での利用や、
大学の講義を受講する機会など、恵まれた教育環境が整っていることです。卒業後は付属推薦制度を活用して日本福祉大学への進学を
はじめ、国公立大学や難関私大への進学も可能となるよう進学補習などの支援体制も整っています。
2017年度から3つの新たなコースを開設しました。国公立・難関私大を目指す文理コース、英語を通じてグローバルな視野を育てる
グローバル英語コース、福祉大学へのメインコースである総合進学コースです。希望進路
を実現するための特色のある学びを用意しています。
また、近年、校内の国際化も進み、毎年、海外から長期や短期の留学生を受け入れてい
ます（現在スイスとタイから受け入れ中）
。留学生と一緒の授業は、生徒にとって大いに刺激
となります。
また、夏期イギリス研修や2年生の3学期には2か月間のオーストラリア語学研修
を実施しています。今年度からはフィリピンの高校との交流を開始しました。英語力向上や
異文化への理解を深め、
グローバル化する世界への理解や対応ができる力を育てます。
とりわけ、部活動においては、近年目覚ましい前進を遂げています。和太鼓部は26回連
続の全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門決め、3年連続で3位に入賞しました。サッ

【和太鼓部「楽鼓」】第40回全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門
「絆～和太鼓組曲『海嶺』
より～」

カー部は急速に力を付け、2017年度愛知県高校総体では県ベスト16に進出しました。野球部
には2017年度より監督として甲子園出場経験のある指導者も赴任し、今後の活躍が期待
されます。文化部も演劇・吹奏楽・ダンスなど活発に活動し、高校生活を充実させています。
本校は2018年度に創立60周年を迎えますが、これを契機にますます学校を発展させ
ようと教職員一同気持ちを新たにしています。
私たち教職員は、生徒が「なりたい自分になる」ために精一杯応援したいと決意してい
ます。今後の付属高校の発展をぜひご期待ください。
日本福祉大学付属高等学校 校長 岩本 憲之

【サッカー部】平成29年度愛知県高等学校総合体育大会
サッカー競技愛知県大会 県ベスト16

美浜キャンパスで結婚式
4月16日（日）美浜キャンパスで同窓生の結婚式と披露宴が行われました。好天に恵まれて早朝か
ら準備が進み、大講義室・スペイン階段と広場・披露宴会場のレストランウーノ（12号館）は、華やか
な披露宴会場に変身しました。
新郎の新良貴龍太（しらきりゅうた）さんと稚奈（わかな）さんは共に
2014年3月の社会福祉学部社会福祉学科卒。
卒業後遠距離恋愛を経て入籍。
共に学んだ専門知識を活
かし広島県の障がい分野と高齢者分野の施設で働いています。ご両親をはじめ、龍太さんが4年間
汗を流したラクロス部のチームメイトや他大学のプレイヤー、稚奈さんが4年間「日本ど真ん中祭り」
をはじめ多くの地域の行事に共に参加した夢人党やゼミの仲間・教職員らが参列しました。
大講義室では理事長、学長から祝福のメッセージが贈られ、拍手
が鳴り響きました。
「お世話になった大学で大切な人たちに幸せな
姿を見てもらい、最高の思い出を作りたい」というお二人の希望が実
現した日になりました。
末永くお幸せに！（文責 松下）

大学祭情報
7月1日（土）に半田キャンパスの第19回七夕祭
（テーマ：Smile The Star Festival 〜今日は夜までお祭り騒ぎ！〜）が
開催されました。お越しいただきました皆さま、誠にありがとうございました。

今後、10月28日（土）に、東海キャンパス祭（テーマ：百花繚乱）
、
11月4日（土）〜 5日（日）には、美浜キャンパス「第65回福祉大学祭」
（テーマ：まほろば）を開催いたします。
http://mihama-w3.n-fukushi.ac.jp/circle/fukushi-daisai/
詳細が決まりましたら、本学ホームページでご案内・随時更新いたします。
卒業生の皆さま、ぜひお越しください。

第19回 七夕祭の様子

日本福祉大学

兄弟・姉妹・両親・祖父母が本学の在学生・卒業生が対象！
入学検定料の減額もあり！
日本福祉大学同窓会推薦入学試験（11/19）を実施します。
同窓会推薦入学試験は、兄弟・姉妹・両親・祖父母が本学の在学生・卒業生である方が対象となります。
同日実施の一般推薦入学試験等とは別に定員枠を設け、検定料についても、1出願目5,000円（一般推薦入学試験等の場合
25,000円）
と、減額になります。
また、第3学年同窓会推薦編転入学試験も実施します。なお、同窓会推薦入学試験以外の入学試験を受験される場合も、検定料
の減額制度を利用することができます。
詳細は同封資料をご確認ください。
同窓会推薦入学試験をはじめ、本学の入学試験や学生生活などについての個別相談会をオープンキャンパス内で開催します。過去問題集なども
お渡しします。申し込みは不要ですので、開催時間内に直接会場へお越しください。

10月08日 （日）
10月22日 （日）

11：40～15：00
11：00～15：00

●日本福祉大学美浜キャンパス

●日本福祉大学東海キャンパス／半田キャンパス

その他、本学美浜キャンパス
（入学広報課）および地域オフィス
（山形最上、東京、富山、松本、豊橋、大阪、岡山、福岡）において、随時ご相談に応じます。
※地域オフィスにお越しの場合は、事前にご連絡をお願いします。

本学独自の奨学制度

選考基準は
「成績」
ではなく、
「挑戦する意欲」
と
「くらしの状況」
。
日本福祉大学ならではの奨学制度です。

A

入学前に確定する

※詳細は2018年度「経済援助学費減免奨学生」募集要項をご確認ください。

兄弟姉妹

奨学生

４年間の授業 料 半 額 減 免

経済援助学費減免奨学生制度

兄弟姉妹同時在学中に限り

70名

奨学生

２人目以降の兄弟姉妹の 授業料

半額減免 若干名

同窓会
推薦入学試験
も対象

お問い合わせ先

日本福祉大学

入学広報課

〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田

平日9：30～17：00
（土曜日は12：00まで）
TEL：0569-87-2212

FAX：0569-87-5849

日本福祉大学通信教育部（福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科）のご紹介
第29回（2016年度）社会福祉士国家試験結果において、9年連続第1位となる727名（新卒：519名

既卒：208名）の

合格者が本学通信教育部から誕生しました。これは全国の全ての社会福祉士養成校の中で第1位となる実績です。
また、2016年度新卒者の合格率においても58.4％と全国平均（25.8%）を大きく上回りました。これは、新卒受験者数
50名以上の通信制大学の中で全国1位です。資格取得はひとつのゴールですが、現場で社会福祉士として活躍するスタート
ラインに立ったとも言えます。本学では「資格取得後」も見据えた現場で活躍するための専門職養成を心掛けています。これか
ら資格取得をめざす方は、ぜひ志の高い仲間と一緒に本学で学んでいただきたいと思います。

■ 日本福祉大学通信教育部の特徴！
① 学歴に応じた学年からの編入が可能です。
② 過去に本学で修得した単位は一部科目の個別単位認定が可能です。※1
③ 相談援助業務の実務経験が1年以上ある方は社会福祉士・精神保健福祉士ともに
現場実習の免除が可能です。※2
④ インターネット学習とスクーリングの組み合わせで自分のライフスタイルに合わせて
単位修得が可能です。
オンデマンド科目はタブレットPC・スマートフォンでも視聴が可能です。
⑤ スクーリングは忙しい社会人の方に合わせ、全国17都道府県18都市で土・日の
2日間に開講します。

24時間好きな時間に受講でき、何度も
繰り返し視聴できるオンデマンド学習

※1 個別認定は科目内容の審査が必要なため、認定を希望する場合は出願前に「個別認定申請書」をお取り寄せいただき、出願書類とあわせてご提出ください。
※2 出願時に「実務経験証明書」の提出が必要になります。
（詳しくは資料をご請求ください。お送りします『出願手続要項』をご覧ください）

医療・福祉現場に求められる幅広い専門知識と、高度なマネジメント能力を持つ人材を養成

【 通 学 課 程 】
［夜間開講］

【 通 信 課 程 】

医療・福祉マネジメント研究科 医療・福祉マネジメント専攻 修士課程

社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 修士課程（通信教育）

●課程内容

●課程内容

開講形態：夜間開講（標準修業年限2年）／授与学位：修士（医療・福祉マネジメント）

開講形態：通信教育（標準修業年限2年）／授与学位：修士（社会福祉学）

●課程の特徴

●課程の特徴

◇相互理解の視点、コミュニケーション能力育成のため

◇講義・演習は、
インターネット上の掲示板を中心に開講し、

多職種連携教育 Inter Professional Education（IPE）を導入。
◇働きながら修学できるよう、平日夜間［月～金18：25～21：35］の

現職社会人も、時間を有効活用しながら修学可能。
◇社会人が学びやすいよう、年5回（各2日間）、週末を利用した

開講のほか、土日の集中講義を多数開講。

スクーリングを実施。

◇「社会人入学試験」
、
「社会人特別推薦入学試験」で出願し、

◇質の高い修士論文執筆に向けたきめ細かな指導体制を整備。

入学した方を対象とする減免制度を導入！

◇医療・福祉・教育分野を中心に、20～60代まで幅広い年代の方が在学。

［最大2年間、授業料
（年額）
から10万円を減免］

●2018年度

大学院模擬講義／入学相談会

開 催日
2017年 8月26日（土）
2017年 9月23日（土・祝）
2017年11月25日（土）
2017年12月16日（土）
2018年 1月 6日（土）

◇全国に広がる在学生・修了生のネットワーク。

開 催時間
■模擬講義
13：00～13：50
■入学相談会
14：00～16：00
会場：日本福祉大学
名古屋キャンパス

■入学相談会→ http://www.n-fukushi.ac.jp/gs/info/consultation/

模擬講義担当教員

模 擬 講 義テーマ

原田 正樹

地域共生社会の実現にむけたソーシャルワークの機能

柳

在相

医療福祉の経営戦略

綿

祐二

新制度に即した福祉施設の経営・運営管理のあり方
～専門職の人材育成について～

柏倉 秀克

イギリスにおける視覚障害者支援の動向

篠田 道子

多職種連携に必要な知識とスキル

・入学相談会では各専攻の担当教員
に直接大学院に関する様々なこと
を相談することが可能です！
・大 学 院 へ の 進 学 を 目 指 し て い る
方、大学院進学に判然としない不
安を抱えている方など、大学院に
興味・関心がある方は、この機会
に、模擬講義、入学相談会へご参
加ください！

社会福祉学研究科社会福祉学専攻修士課程（通信教育）については、
東京・大阪で9月、11月、12月に入学相談会（要事前予約）
を開催します。

大学院事務室 〒460－0012 名古屋市中区千代田5－22－35
TEL
（052）
242－3050 FAX
（052）
242－3072
E-mail：swjim@ml.n-fukushi.ac.jp

入学相談会の詳細は大学院入学相談会ホームページでご確認ください。
《入学相談会HP》 http://www.n-fukushi.ac.jp/gs/info/consultation/

http://www.n.fukushi.ac.jp/daigakuin.htm

日本福祉大学中央福祉専門学校（介護福祉士科

社会福祉士科 夜間課程・通信課程 言語聴覚士科）

日本福祉大学中央福祉専門学校は1989年（社会福祉士・介護福祉士国家試験第1回実施年）に開設された、一般養成施設です。
社会福祉士・言語聴覚士・介護福祉士をめざす方に、ぜひお声を掛けてください。

■日本福祉大学中央福祉専門学校の特徴
①様々な国家試験対策で高い合格率を達成！
第29回社会福祉士国家試験合格率は（※全国平均25.8％）
【夜間課程】

80.0％

【通信課程】

53.0％

第19回言語聴覚士国家試験合格率は（※全国平均75.9％）
【言語聴覚士科】

100％

社会福祉士科通信課程（現在2年）は

2018年度から1年6か月に
修業年限が変わります！

・4月に入学し、翌年の9月末で修了します。
・10月からは国家試験準備に集中、対策メニューも充実！
・夜間課程に加えて通信課程も専門実践教育訓練給付金の
指定講座認定を申請します。
（最大で学費の60％受給）

②短期間（夜間1年・通信1年6か月・言語聴覚士科2年）で受験資格を取得可能。
③安価な学費
夜間課程学費は一般養成施設（通学）で日本最安値の 47〜55万円、通信課程も1年6か月間で30〜40万円台。
④実務経験者は実習費及び実習履修は免除（社会福祉士科）。
⑤通信課程の場合、大学等で取得した修得単位が開講時間の半分まで読み替え（単位認定）可能。

■募集学科／定員
◦介護福祉士科（昼間 2年／100名） ◦社会福祉士科 夜間課程（1年／80名）
◦社会福祉士科 通信課程（1年6か月／300名） ◦言語聴覚士科（昼間 2年／40名）
お知らせ

同窓生ご自身が受験されたり、同窓生のご紹介
による受験の場合、検定料免除（社士科通信課程
15,000 円、左記以外の学科 20,000 円）の特典
が受けられます。詳細は資料をご請求ください。

資料請求・お問い合わせ先

日本福祉大学中央福祉専門学校
〒460-0012 名古屋市中区千代田 3-27-11
TEL：052-339-0200 FAX：052-339-0201 E-mail chuo@ml.n-fukushi.ac.jp

社会福祉学会（学内学会）

活 動 案 内

●第49回大会について
6月24日・25日の両日、美浜キャンパスにおいて第
49回大会が「こんなにオモロい福祉の仕事
くださいあなたの実践

大会参加者はいつもと比べて若干少数でしたが、

教えて

熱心な議論の中に終えることができました。退職され

〜誰もが人間らしく生きられる

た先生や現役を退職後も元気に頑張っている卒業生

社会をつくる〜」をテーマに行われました。

から、4月に入学したばかりの学生まで、様々な年代と

1日目は、
「教育と福祉の可能性を拓く〜「次郎は
『次郎という仕事』をしている」
（NHK ハートネットTV）
で伝えたかった親と教育現場の思い」と題して、特別

分野の皆さんが集い、議論をすることができました。
新たなつながりができたり、学びができたり、元気をもら
えた2日間でした。

支援学校聖母の家学園高等部専攻科に通う白岩

来年度は第50回という節目の大会になります。学部

次郎さん、お母さんの白岩佳子さん、担任の先生であっ

開設60周年とあわせて、盛大にできればと思います。

た大原文也氏の講演が行われました。
次郎さんは重度の知的障害がありますが、特別支
援学校高等部専攻科に通い、
「次郎という仕事」をし
ながら、生き生きと自分の可能性を切り拓いています。
お母さんと先生から、学園との出会い、学園や家庭、
地域での生活についてお話しされました。

●学術奨励賞・慈昭館賞について
（1）
学術奨励賞
松原賢「榊原亀三郎が社会福祉発達史に残した
貢献―榊原亀三郎の福祉思想と榊原弱者救済所―」
『福祉研究』第110号、29〜40頁
その後、「こんなにオモロい福祉の仕事

教えて

（2）
慈昭館賞

くださいあなたの実践〜誰もが人間らしく生きられる

該当なし

社会をつくる〜」と題してシンポジウムがあり、武田
誠一氏（三重短期大学）
のコーディネートで井原淑雅

●学内学会について

氏（藤ノ花女子高等学校）
、福元一喜氏（介護老人

学内学会では、分野に限らず、現場で直面する課

保健施設ハーモニー）の報告の後、会場の参加者と

題や今日の社会福祉に対する思いや実践などを語り

討論を行いました。

合い、共感し合い、新たな気づきから明日につながる

2日目は、分科会で貧困・低所得・高齢者、児童、
障害、教育実習研修の五つのテーマに分かれて議論

ようにできる場を目指し、大会の他に、若者セミナー、
新春企画など企画しています。

をしました。

また、学会誌「福祉研究」の発行を行い、会員の

1日目には、生協食堂での交流会と海浜館での宿泊
交流会も行われ、夜遅くまで親交を深めました。総会

実践記録や論文などを掲載しています。会員であれば、
同誌に自身の実践記録や論文などを投稿できます。

では、活動方針などが議論されました。また大会直前
の5月に、長く運営委員をつとめられ学会の発展に寄

学内学会は、多くの人たちとの出会いがあり、交流
でき、学ぶことができる場です。

与された日江井幸治さんが急逝されたという訃報があり、

是非、ご入会、ご参加をお待ちしています。

総会の冒頭で黙祷が捧げられました。

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

※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

表紙の紹介

ロックバンド「みそっかす」です

こんにちは。
前回は、同窓会会報116号に掲載していただきました。
ミソッカス改めみそっかすボーカルギターデストロイはるきちです。
メンバー全員日福卒業生です。
当時はエイベックスよりメジャーデビューし、音楽を中心の生活としていたのですが、今年の7月からインディーズに戻り、メンバーの
うちほとんどは以前もやっていた介護の仕事に戻りました。
しかしながらバンド活動は以前と変わらず続けることができております。
介護
の仕事の利点の一つとして「休みの融通がききやすい」ということがあります。
僕の周りの第一線で活躍するバンドマンにも福祉に携わる
人は多く、
音楽活動に限らず、
夢を追いかける方々にオススメしたい仕事です。
僕らの夢はずっと音楽を続けることです。
今、何か打ち込んでいることがあるならそれをずっと続けてみてください。
きっと大切な宝物
になるはずです。
デストロイはるきち
（みそっかす Vo.&Gt.）
※同窓会会報116号（2016年3月発行）は、日本福祉大学同窓会ホーム
ページからご覧いただけます
http://nfudousou.auy.jp/

活 動 日 誌
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11
（日）
11
（日）
11
（日）
11
（日）
11
（日）
11
（日）
11
（日）
11
（日）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
・18
（日）
18
（日）
23
（金）
24
（土）
・25
（日）
25
（日）
1
（土）
1
（土）
1
（土）
・2
（日）
8
（土）
8
（土）
8
（土）
8
（土）
15
（土）
17
（月・祝）
22
（土）
22
（土）
29
（土）

第1回関東地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回東海地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回北信越地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回近畿地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回中国地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回四国地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回九州・沖縄地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
滋賀県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
鳥取県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
東京地域同窓会 市民公開セミナー・総会・懇親会
秋田県地域同窓会 総会・交流会
1971年入学社福2部1Fクラス同窓会
茨城県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
大阪地域同窓会 中河内・大阪市東部懇親会
近藤直子ゼミナール
（1992年卒業生）
福井県地域同窓会 公開講演会・総会・懇親会
第6回 女性交流サロン
東京地域同窓会医療部会「駒木野病院見学会」
富山県地域同窓会
通信教育部スクーリング公開講義・交流会
鹿児島県地域同窓会 文化講演会・総会・懇親会
埼玉県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
石川県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
沖縄県地域同窓会 総会・懇親会
高知県地域同窓会「集い」
兵庫県地域同窓会 講演会・同窓生実践報告・懇親会
大阪地域同窓会
記念講演会・総会・懇親会
（大学セミナー同時開催）
北海道・道南地域同窓会「通信学生新歓コンパ」
山形県地域同窓会「集いの会」

「くらそっと」は健康・介護などの相談や体験ができるお店です。

詳細とお申込はQRコードから！

◉くらそっと半田店

愛知県半田市南末広町120番地9 半田ビル1F
TEL：0569-84-4123 FAX：0569-84-3375

◉くらそっとユウナル東海店
愛知県東海市大田町下浜田137 ユウナル東海1F
TEL：0562-38-6250 FAX：0562-38-6252
【運営】

株式会社 エヌ・エフ・ユー（日本福祉大学グループ）

愛知県半田市宮路町533 イチノビル2階 （介護保険事業者番号2372400230）

ff

（介護保険事業者番号2374101372）

0o

有限会社 日本福祉総合サービス
愛知県半田市宮路町533

東海店では、カフェやキッズスペースを併設しています。
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安心の日本福祉大学
グループの損害保険・
生命保険代理店です。

テーマとしたイベントやセミナーをご用意していきます。ユウナル

清 こ

兵庫県・大阪府・滋賀県・名古屋市・横浜市など
条例施行の地区で自転車を利用の方は要加入！

用具の販売・貸与、住宅改修事業以外にも、
「ふくし」や「暮らし」を

※ 算 ち
¥3 時 ら
を
00
以 に 切
上 お り
20 ※有 のM 出 取
18 効 E し っ
年 期 NU く て
3月 限 に だ
： 限 さ
末
り い
日
ま
す 。

「自転車保険加入の義務化」

「ふ（つうの）く（らしの）し（あわせ）」の情報発信拠点として、福祉

¥

月

6

27
〈土）
10
（土）
11
（日）
11
（日）
11
（日）

6

月

27
（土）

高知県地域同窓会 お花見
杁中のロクさん
西三河／碧海地域同窓会「高浜の集い」
1970年3月保育科卒業生同期会
森靖雄ゼミナール同窓会
大阪地域同窓会 お花見てんしばBBQ大会
東京＆神奈川県地域同窓会「第8回 体験！森林セラピー」
S24年3月卒児島ゼミのつどい
あいむの会
第4回常任理事会
神奈川県地域同窓会 公開セミナー・総会・懇親会
富山県地域同窓会青年の部「新卒生歓迎懇親会」
兵庫県地域同窓会「第1回 ゆるつな日福通信ひょうご」
三重県地域同窓会 中勢地域ブロック交流会
静岡県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
1969年卒業女子短大保育科同窓会
第4回理事会
第1回北海道地域ブロック代表者会議
北尾張地域同窓会 総会・講演会・懇親会
千葉県地域同窓会 文化講演会・総会・懇親会
北海道田中会
あしあと
チラリ会
岡山県地域同窓会 国立ハンセン病療養所
長島愛生園フィールドワーク
香川県地域同窓会 新会員歓迎学習会
代表者会議
代表者・事務局長合同会議
北海道地域ブロック事務局長合同会議
第1回東北地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議

ご

月

5

1日
（土）
10（月）
・11
（火）
15
（土）
15
（土）
15
（土）
16
（日）
22
（土）
23
（日）
28
（金）
13
（土）
13
（土）
13
（土）
13
（土）
14
（日）
14
（日）
14
（日）
20
（土）
20
（土）
20
（土）
21
（日）
21
（日）
23
（火）
24
（水）

網掛けは本部事項

月

月

4

2017年4月~2017年7月

メジャー卒業記念！みそっかすインディーズお帰りワンマン！のご案内
2017年9月24日
（日）開演19：00 @名古屋CLUB ROCK'N'ROLL

もうひとつの免許・資格を
インターネット学習で取得しませんか?
幼稚園教諭免許状および保育士資格取得の特例対応プログラム

そこで、
いずれか一方の資格をお持ちで3年かつ4,320時間以上の実務経験を有する方を対象に、
少ない学費負担で
もう一つの資格を取得できるよう、
特例制度が2019年度までの期間限定で実施されています。

効率良く活用できます。

2017
2018

2017年8月31日
（当日消印有効）
まで
2017年12月より出願受付開始

幼保特例
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編集後記
美浜キャンパスは、
4月からスポーツ科学部の学生や先生方を迎え、
一層賑やかになりました。同窓会代
表者会議では、
改めて在学生支援を同窓会活動の重要な役割として位置づけることをグランドデザインや
事業計画において確認しました
（P.28）。
同窓会カードの発行目的のなかには在学生支援もあります（カード
会員数はP.30）。
カード利用額によるキャッシュバックはこれまでに500万円を超え
（2006年以降）
、
就職相談・
在学生との交流事業などに活用されています。多様なかたちで同窓会は後輩とつながっています。
同窓生カード

検索

