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日本福祉大学同窓会

グランドデザイン

2016-2018

建学の精神（抜粋）
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、この大学を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。
釈尊のお言葉、「我が如く等しくして異なること無からしめんと欲す」
この一偈（げ）を、精神的根源としたいのであります。
これぞ本大学学徒等の、魂の奥底に鳴り響かすべき、
真理追求の基調でなければならないのであります。

1953 年 4 月 1 日

学園創立者

鈴木 修学

夢・知恵・元気を育むヒューマンネットワーク
同窓生の思いを紡いで 60 年、
どこまでも広がる多様性と可能性を力にネットワークづくりを進めます。

日本福祉大学同窓会

グランドデザインの策定にあたって
日本福祉大学同窓会（以下、大学同窓会）は、1955 年 3 月に中部社会事業短期大学（日本福祉大学の前身）
の卒業生 67 名で結成され、
親睦・交流はもとより在学時に劣らぬ研究活動と情報交換の場の役割も果たしながら、
福祉の発展を切り拓き支えてきた歴史があります。大学同窓会設立当初の精神は、学部・大学院拡充後も受け
継がれ、大学同窓会は、学校法人日本福祉大学（以下、学園）・日本福祉大学（以下、大学）と在学生の社会的
支援ネットワークとして親睦に留まらない活動に力を注いでいます。
大学同窓会は、全都道府県に 57 地域同窓会を擁し 9 地域ブロック代表者会議のもと、大学からの支援を受け
ながら結束を強めています。大学・大学院の同窓生は 8 万人を超え、学部・大学院同窓会、同期同窓会、ゼミや
サークルなどの認定同窓会は約 270 団体に達します。地域同窓会と合わせて年間 150 件を超える多様な事業を展
開しています。大学同窓会設立 60 周年記念事業（2015 年 11 月開催）には、45 都道府県から 1,500 名を超える
同窓生が東海キャンパスに集い交流を深めました。
現在、国外においては、政治、経済、社会の大きな変動が起き始めています。その背景に中間層の人たちの生
活の質が低下し、
テロ・犯罪など社会不安が不法移民、難民問題などをきっかけに表面化したことが考えられます。
国内においても社会、経済システムはいびつになり、貧困と格差が益々拡大しています。私たちは、こうした状
況を「私には関わりのないことだ」と考えるのではなく、“弱者に対して不寛容な選択をしかねない自分”に向
き合い、他者の苦痛を自らに引き寄せて考え、“一緒になって困難な局面を乗り切ろう”とする考え方、姿勢が
必要に思います。
大学は、18 歳人口の減少、
「福祉離れ」という厳しい環境におかれています。2025 ～ 2030 年に日本の少子・
高齢化はピークに達し、世界でも例を見ない社会において、「ふくし」の現場や政策を担う有為な人材が求めら
れてきます。そのなかで、時代や社会が求める新たな研究、教育の質の転換や、リカレント教育の推進など際立
つ存在として優位性を堅持することが一層求められます。
大学同窓会は、単に“旧交を温める”だけではなく、建学の精神の継承に力を注ぎ、多くの同窓生が働く福祉、
医療、企業、行政、教育などの現場で、問題意識を共有する人たちと一緒になって、社会や福祉の在り方を考え、
課題の解決に向かえるような同窓会を目指していこうとしています。
同時に、大学同窓会は多様な活動を通して、同窓生自らの成長やキャリア・アップをはかり、在学生支援を重
要な役割と位置づけ、大学事業に協力し大学発展に貢献します。

2017 年 6 月 10 日
日本福祉大学同窓会
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グランドデザイン

コンセプト

～大学同窓会が目ざしていく５つのテーマ～
Ⅰ 夢・知恵・元気が生まれる同窓会活動
同窓生は、世代、性別、国籍、学部（通学・通信）、学問領域、進路など幅広く、多様な価値観を持っています。
「同窓」の多様性を組織力に変えていく風土を創り、夢・知恵・元気を生み出していく同窓会活動を目ざします。

Ⅱ 学ぶ・生きる・働く・つながる幸せを種まく同窓会と大学の連携
大学同窓会は、大学と連携し「学び」を中軸に据え「生きる」「働く」「つながる」ことの楽しみや幸せを見い
出す活動を推進します。同窓生に役立つ大学の研究成果、研修についての情報発信に注力します。大学と大学同
窓会の連携・相互理解を深め、クラス・ゼミ・専修・専攻・学科・学部・同期・サークルの同窓会・県人会等と
地域同窓会が、縦横無尽に交流を展開し、大学との連携による付加価値の創造と満足度の向上に努めます。
また、同窓生が日本福祉大学の教育を通して学び得た「社会福祉の専門性」とは何であったのかを、世代を超
えてともに語り合い、考えることによって、日本福祉大学の教育の伝統と意義を明らかにし、今後の教育の在り
方について提言します。

Ⅲ 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
大学同窓会は、1996 年に全国就職相談会を開催して以来、19 年間でのべ 2,500 名の同窓生が、6,500 名を超え
る在学生の相談に応じてきました。その後、東海出身在学生の増加、学部の拡充に伴う進路の多様化により支援
の形も変遷をたどり、2012 年に同窓会キャリア・アドバイザー（45 地域同窓会に 55 名）制度を立ち上げるとと
もに、U ターン就職ガイダンス・相談会、職場見学ツアーなどを大学と協力して実施しています。大学と大学同
窓会は「U ターン就職支援制度」を共同で立ち上げるとともに、教職員と連携し在学生個人の希望に応じたオー
ダーメイドの就職支援（卒業後の継続支援を含む）、課外実習先紹介、ゲスト講師（同窓生）紹介・派遣助成に
ついて組織的に展開していきます。

Ⅳ 同窓会運営体制の充実と盤石な財政基盤の確立
大学同窓会は、本部役員・事務局体制（ほぼ専従）の強化、地域ブロック代表者会議の新設（2007 年）、専務
理事制度発足（2010 年）などの改革を実施し、全都道府県で地域同窓会が活動を行っています。大学同窓会役
員は 1,000 名に達し、在学生支援のネットワークとしての役割も併せ持ちます。組織の安定性、継続性から役員
の後継者育成は欠かせない課題であり、
諸事業を通して担い手の発掘に努めます。合わせて、同窓会維持会費（年
間 1,000 円）の納付率向上は、自律的な財政基盤確立に欠かせない命題であり、納付率 100%（口座引き落とし）
の同窓会カード会員（年間カード利用額 4 億円）の拡充などに努め、在学生支援の充実、財政基盤強化への寄与
に努めます。

Ⅴ 学園同窓生と在学生・家族を含めたネットワークづくり
学園（日本福祉大学、日本福祉大学付属高等学校、日本福祉大学中央福祉専門学校、日本福祉大学高浜専門学
校）の卒業生は、総計で 10 万人を超えました。卒業生は学園の財産であり、卒業生の活躍は学園の社会的評価
につながります。大学同窓会は、各同窓会との連携を密にし、学校枠を超えて大学同窓会事業への参加を呼びか
けていきます。合わせて、学園同窓会連絡協議会の活動に協力し、学園の卒業生データベース構築への協力など、
社会的支援基盤の強化と同窓生、在学生・家族の相互協力が可能なネットワークづくりを推進します。
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テーマごとの大学同窓会のとりくみ
Ⅰ 夢・知恵・元気が生まれる同窓会活動
57 地域同窓会をはじめとする各同窓会が、同窓会事業などを通して同窓生のニーズの把握に努め、
充実した役員体制のもとで、魅力ある活動が計画的に行われることを目ざします。また、可能な範囲で
一般（市民）公開、地元の行政・諸団体の後援依頼に努めます。
通信教育部在学生との交流活動（
「卒業を祝う会」やスクーリング後の交流会など）を全国各地で展
開します。
大学同窓会の情報は、会報やホームページ、フェイスブックなどでの発信に努めるとともに、パブリ
シティ（地元新聞社への広報・記事、団体発行誌への掲載、ラジオ番組での紹介等）を活用し、活躍す
る同窓生の紹介と大学の知名度向上をはかります。
東日本、熊本をはじめとする被災地域・被災同窓生への支援（見舞金の交付、セミナーの開催等）、
ボランティア活動支援、募金活動に引き続き取り組みます。
また、女性の生き方やライフスタイル、若い世代のキャリア・アップなど多様な関心事に向けた事業
を展開するとともに、
キャンパスが存在する東海地域ブロック、愛知県内地域同窓会の連携を強めスケー
ルメリットを活かした魅力ある活動について研究します。

2016 年度
1. 熊本地震、鳥取地震等の被災状況調査の実施、救援募金と被災同窓生へのお見舞金交付
2. 大学災害ボランティアセンターへの支援と寄付（熊本地震救援）
3.「東日本大震災復興セミナー」
・
「6 年目の被災地訪問バスツアー」の実施（大学・後援会・同窓会共催）
4. 犀川スキーバス事故 33 回忌法要「卒業生の集い」の開催（学園・同窓会共催）
5.「新入生歓迎会」
「卒業を祝う会」
「通信教育部在学生との交流会」等の開催〔継続〕
6. 女性交流サロンの開催〔継続〕

2017 年度
7. 57 地域同窓会、9 地域ブロックにおける魅力ある同窓会事業の展開
8. ミッション・ビジョン、第 2 期 3 カ年計画、同窓会グランドデザイン（2016−2018）の策定
9. 大学災害ボランティアセンターへの支援と寄付（東日本大震災救援）
10. 部会活動や分野別ネットワークづくりの推進

2018 年度
11. 東海地域ブロック事業、愛知県内地域同窓会事業の開催検討・実施
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Ⅱ 学ぶ・生きる・働く・つながる幸せを種まく同窓会と大学の連携
入学前教育から卒業後のリカレント教育まで、大学と連携して学びのネットワークを展開します。
入学前教育（高校生支援・高等学校との連携）では、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」
、同『入賞作品集』
、冊子『はじめてのふくし』、
「福祉教育研究フォーラム」など）
の広報、配布に協力するとともに、同窓会事業において「高校生のボランティア体験報告会」・「社会福
祉・医療系仕事発見セミナー」
、
「ボランティア活動や福祉教育に熱心な高等学校・教員の大学への紹介」
などに取り組み、高等学校との接点（チャンネル）を設け、有為な人材を発掘し大学における福祉の学
びや職業への関心を深める活動を全国的に展開します。
大学には、同窓会ゲスト講師（全国）を紹介し派遣費用の一部を助成（寄付）するとともに、大学か
らは、地域同窓会への講師（教員）派遣、名誉教授の講師依頼協力（大学協賛）の支援を受けます。退
職教職員を同窓会特別会員（希望者）として迎え、同窓会活動を拡充します。
また、大学の理解と協力のもとで教職員（特別会員）の同窓会参加を強く促進するとともに、クラス・
ゼミ同窓会を認定同窓会として多数組織していくことを目ざします。将来、周年事業やホームカミング
デーなどに各学部のゼミ同窓会が数多く参加することによる同窓会の活性化をはかります。同窓生の活
躍や要望などを大学にフィードバックし、多くの同窓生を組織することは、大学教育、生涯学習、寄付、
学生募集など多面的に大学支援の力になります。
総務委員会では、同窓会設立 60 周年記念プロジェクト「日本の社会福祉教育に反映される社会福祉
の専門性：日本福祉大学に焦点をあてて」の下で、同窓生が日本福祉大学の教育を通して学び得た「社
会福祉の専門性」とは何であったのかを、世代を超えてともに語り合い、考えることによって、日本福
祉大学の教育の伝統と意義を明らかにし、今後の教育の在り方について提言します。

2016 年度
1. 日本福祉大学セミナー事業等の共催、協力〔継続〕
2. 経済学部開設 40 周年記念事業への参加・協力（経済学部同窓会）
3. 福祉経営学部（通学）同窓会の活動再開
4. 高校生を対象とした福祉文化創成事業の実施
（
「高校生のボランティア体験報告会」
、「社会福祉・医療系仕事発見セミナー」等の機会の創出）
5. 社会福祉協議会職員同窓会の設立

2017 年度
6. 大学開設 60 周年、社会福祉学部開設 60 周年記念事業への協力
7. 大学／地域ブロックセンターとの連携による福祉文化創成事業の推進
8. クラス・ゼミ同窓会、専修・専攻・学科・学部同窓会の設立支援と教学連携の推進
9. 女性・若年層・公務員・教員をはじめとする分野別交流の推進
10. 同窓生ゲスト講師リストの作成・学内広報と派遣助成制度（寄付）の提案、寄付講座実施の協議
11. 退職教職員の同窓会入会と組織化

2018 年度
12. 同窓会設立 60 周年記念プロジェクト「日本の社会福祉教育に反映される社会福祉の専門性：日本
福祉大学に焦点をあてて」の調査の継続（大学同窓会・日本福祉大学社会福祉学会共同研究）
13. 情報社会科学部同窓会の再始動、健康科学部開設 20 周年に向けた同窓会ネットワークの推進
14. 看護学部同窓会設立支援
15. 大学の研究活動における地域貢献事業の同窓生への情報発信に関する研究
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Ⅲ 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
57 地域同窓会に、同窓会キャリア・アドバイザーを配置するとともに、地域における就職相談協力
者層を厚くし、就職支援（卒業後の継続支援含む）の充実をはかります。
合わせて大学と大学同窓会が共同して、「U ターン就職支援制度」を立ち上げるとともに、就職部・
キャリア開発課、大学の地域ブロックセンター（オフィス・サテライト）と連携し、在学生の U ター
ン就職率の向上を目ざし、同窓会の支援を充実します。
なお、産業界で活躍する同窓生のネットワークを充実し、在学生支援（進路相談・業界研究）、同業
種交流、経営者交流等の活動を推進します。
また、全国型大学を保持するために、同窓会推薦入試制度の改革について大学に提案します。

2016 年度
1. U ターン就職ガイダンス、U ターン就職相談会の開催（大学同窓会共催もしくは協力）
2. 同窓会推薦入試改革についての検討（奨学金枠の活用等）、大学への提案
3. 同窓会グッズ販売、同窓会旗の貸出などを通してはかる大学同窓会への帰属意識の向上〔継続〕

2017 年度
4. 新入生対象同窓会紹介ツールの充実（大学同窓会紹介リーフレット、オリジナルファイルの作成）
5. 在学生対象の職場訪問（見学）
・課外実習・ボランティア受入法人リストの作成と学内広報
6. U ターン就職相談会、職場見学ツアーなど大学の要請に応じた協力
7. 県人会、サークル等との連携強化と大学同窓会（同窓生）との交流支援
8. 57 地域同窓会における同窓会キャリア・アドバイザーの配置と就職支援協力者名簿の整備
9. 同窓会推薦入試制度の改革提案、学生募集事業（進路ガイダンスなど）への協力

2018 年度
10.「U ターン就職支援制度」の開始（大学・大学同窓会共同事業）
11. 在学生対象同窓会活用ガイドの作成・広報（大学同窓会の支援で就職した事例など紹介）
12. 在学生支援を目的とした寄付活動の推進
13. 経済学部セミナーへの協力（産業界で活躍する同窓生のネットワーク形成による在学生支援の充実）
14. 同窓会推薦入試制度改革の広報

Ⅳ 同窓会運営体制の充実と盤石な財政基盤の確立
57 地域同窓会、9 地域ブロック、学部・大学院同窓会において、安定した役員と事務局体制をもち、
役員連絡網の整備と定期的な役員会開催を目ざします。
また「日本福祉大学同窓会と日本福祉大学との協力関係強化に関する確認書」（1981 年より締結）に
より、大学同窓会は、大学に同窓会事務局業務を委託し、同窓会副会長 2 名、理事 2 名（1 名は事務局長）、
専務理事の派遣を受けており、大学との連携を一層はかりながら、安定的な本部役員体制の充実をはか
ります。なお、大学の地域ブロックセンター（オフィス・サテライト）と、大学同窓会本部・地域同窓
会活動・方針などの日常的な情報共有と連携に努めます。
卒業生現況調査の回答状況（大学・同窓会への協力内容など）の活用などをはかりながら、同窓会活
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動協力サポーターの仕組みなどを検討し、役員を支える層の組織化に取り組みます。
また、活躍する同窓生の情報集積、魅力ある記事構成、多様な形態によるリアルタイムな情報発信
（同窓会本部メールマガジンの発行等）について、研究を行います。
大学同窓会は中期財政政策策定に着手するとともに、同窓会維持会費の納付率の向上、同窓会カード
の入会者増、同窓会グッズの販売強化に弾力的に取り組み、自律した財政基盤と安定化に努めます。

2016 年度
1. 同窓会カードの広報強化（教学機関への広報協力、チラシ配布等）

2017 年度
2. 大学の地域ブロックセンター（オフィス・サテライト）と大学同窓会方針の情報共有の充実
3. 大学同窓会カード（目的①年間 4 億円のカード利用額に応じた同窓会へのキャッシュバックによる
在学生支援：2006 ～ 2016 年度における総額約 484 万円、②カード会員の連絡先把握、③同窓会
維持会費年間 1,000 円口座引き落としによる同窓会財政の安定）会員拡充への取り組みの推進（カー
ド会員数倍増計画策定）
4. 大学同窓会本部役員体制の継続性・安定性を維持する専務理事を含む役員選出・体制の検討

2018 年度
5. 大学同窓会中期財政政策を立案
6. 同窓会活動協力サポーター（同窓会参加・運営協力・情報提供・発信等）づくりに着手
7. 大学同窓会本部メールマガジンの発行と、メーリングリストの構築、整備、維持管理の検討

Ⅴ 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、付属高等学校同窓会、中央福祉専門学校同窓会、高浜専門学校同窓会との日常的な連
携を密にし、学園の同窓生約 10 万人の交流を推進します。学校枠を超えて大学同窓会事業への参加、
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の広報、『はじめてのふくし』の配布、
福祉教育研究フォーラムなど）への協力・参加を呼びかけていきます。
合わせて、学園同窓会連絡協議会設立の協力を通して、学園支援基盤の強化と学園同窓生の相互協力
が可能なネットワークづくりを推進します。

2016 年度
1. 学園同窓会連絡協議会事務連絡会への協力（各同窓会の活動に関する情報交換）

2017 年度
2. 学園同窓会連絡協議会における同窓会間の連携と活動協力の推進
3. 専門学校と付属高等学校の同窓生を含む学園卒業生データベースの開発協力

2018 年度
4. 学園卒業生データベースの立ち上げ協力
5. 学園同窓生間の交流事業、後輩支援事業、地域における福祉文化創成事業の推進
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日本福祉大学同窓会のミッションとビジョン
ミッション
同窓生の絆を豊かなものにしていくことによって多様なネットワークを築き上げ、建学の精神のもと、人々の
しあわせと母校、社会の発展に寄与します。

ビジョン
同窓生や母校との絆を深め、出会いと学びの場を多様に創造する同窓会として、多くの同窓生の力を合わせて、
全国各地で人々の「夢・知恵・元気」を生みだす活動の輪を広めていきます。

7

