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社会福祉学部

学部長

小松

確かに同窓生のネットワークは本学の強

一方で、福祉系大学を卒業しても福祉の現場を

長に就任しました。学長になってから学園創立者

みですよね。
どの福祉現場に行っても同窓生が

就職先に選ばない学生が増えているのも事実で

である鈴木修学先生の建学の精神に触れる機

いますから
（笑）。
もう一つのネットワークとして地

す。そこを変えていくのが私たちの今後の役割だ

会がより一層多くなり、60年経った今も、
「理念は

域の方々、知多半島の福祉に関わる組織・団体、

と感じています。

生きている」
ことをひしひしと感じています。
その理

そして厚生労働省も含めたあらゆる行政機関と

小松

念は脈々と受け継がれており、
これこそが本学の

の強固な結びつきがあります。これも本学ならで

したが、他大学の社会福祉学部の教員や職員

社会福祉学部の強みではないかと思います。
さら

はですね。

の方から
「日本福祉大学が頑張ってくれないと困

私は学長と同時期に学部長に就任しま

に、最も歴史の長い社会福祉学部として忘れて

児玉 そうですね。多方面からさまざまな声をいた

る」
と激励の言葉をよくいただきます。時代が変

はならないのが同窓生とのつながりです。全国各

だいていますが、本学は全国の福祉系大学をリー

化し、社会福祉業界が認められにくい世の中で、

地また国外で活躍されている同窓生の皆さんが

ドする存在として、多大な期待を寄せられているよ

本学がそれを変える力を持っていると期待されて

大学の教育に力を貸してくれており、
その方々に

うに感じます。創立当時は数少なかった福祉系大

いるのだと思います。

支えられて今があると思います。

学ですが、年々、数が増加しています。
しかしその

児玉 その通りだと思います。これまでも時代の
要請に応える形で、教育の質の向上に取り組ん

より多く

できましたが、60周年を節目として、社会福祉学

社会福祉の現場に

入学生から導入した4専修制です。これまで1年

触 れ る機 会 を 。

部の改革を行いました。その一例が2017年4月
次に基礎的な学びや将来像を明確にし、2年次
から４つのコースに分かれて専門分野を重点的
に学ぶ体制でしたが、2017年度の新入生は、

1 9 5 7 年 4月に、四 年 制 大 学 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 。2 0 1 7 年 に 6 0 周 年を迎え、これまでに
38,000名もの卒業生を輩出してきました。地域や社会からの期待が
より一 層 高まる中、
これからの社 会 福 祉 学 部はどうあるべきか。児玉
学長と小松学部長のお二人に、現在進めている社会福祉学部の改
革の取り組みや今後の展望について語っていただきました。

行政・子ども・医療・人間福祉の4専修の中から

実績があります。それらを強化し、主体的に学べ

ら大学を目指す高校生が接することにより、本学

選んで入学するカタチになりました。

るプログラムを幅広く設けたことが改革の最大の

での学びを通じて人々のしあわせの実現に貢献

ポイントです。

するやりがいのある仕事を担う人になれることを

小松

専修制によって、
自分が将来何をしたい

か、
そのために何を学ぶべきか、入学時にすでに

小松

本学の建学の精神は、
「 今の社会にない

実感してもらう機会を多くつくっていきたいと考え

明確になっていることが大きな変化です。同じく

けれど必要なものをつくっていくこと」。60年前、
日

ています。その為に、同窓会・同窓生の皆さんに

2017年に導入したスカラシップ入学試験も特徴

本福祉大学の社会福祉学部ができた時には世

は、
これまでにも増してご協力をしていただくよう、

的ですね。

の中に社会福祉学部がなかったわけです。
しか

お願いいたします。

児玉 スカラシップは特別奨学生入試で、4年間

し、
そういった専門的な人材が必要だという創立

小松

の学費と入学金が半額になり、入学後には特別

者の発想があって本学が生まれている。社会が

同窓生に協力していただき、
これほどに同窓生に

教育プログラムが設けられています。2017年度

大きく変化し、社会福祉の人材が活躍する場が

支えてもらえる大学は珍しいのではないかと感じま

にスカラシップで入学した学生は24名いますが、

変わってきている中で、社会福祉学部として現代

した。同窓生こそが60年間で築いた日本福祉大

学部開設60周年記念事業では多くの

その様子はいかがですか？

社会に必要なスキルを身につけ、学生を送り出し

学の財産ではないかと思います。同窓生の皆さん

小松 スカラシップの学生が授業中に積極的

ていくことが私たちの使命ではないでしょうか。

にはこれからも社会福祉学部を支えていただける

に発言する姿を見て、周囲の学生も
「私ももっと

児玉

今は福祉に対する逆風のようなものもあ

ようお願いします。また、私たちも、福祉現場で

発言しよう」
と意欲向上につながっているようで

りますが、
そういう中で伝統ある本学が福祉の重

日々奮闘している同窓生の皆さんを、応援させて
いただきたいと思っています。

人数のゼミナールでもスカラシップの学生がゼミ

に、本学の強みである全国各地にいる多く

長になっている例が多いですから。スカラシップ

の同窓生とのネットワークを活かしたいと思

の学生に影響を受け、他の学生、他の学部、
ま

います。同窓生の中には、人々のくらしを支

た大学全体の雰囲気も変わっていくことを期待

えるさまざまな分野の最前線の現場で活躍

しています。

されている方が多くおられます。
そういった同

児玉

学部長の発案により、
スカラシップの２４

窓生の方々と、本学の現役大学生やこれか

名の学生との朝食ミーティングを行っていますよ
ね。生協で朝食をとりながら、小松学部長と学生
がいろいろ語り合う場になっている。そうした取り
組みが学生の積極的な姿勢を生み出しているの
だと思います。

グラムや「地域マネジメント実践」
という新科目が

スカラシップの学 生が
高校生に魅力を伝達。

あります。
どちらも学外に出て実際に体験、活動し

2017年8月19日
（土）、福祉を学ぶ高校生と大学生が交

小松

専修制とスカラシップのほかに、今後始ま

るものとして
「在学ギャップイヤー」
という養成プロ

てみることで実践力を身につけることが狙い。学

流を深める「高校生・大学生のつどい2017」が美浜キャ

部改革に共通するのは、学生が目的意識を持ち、

ンパスで開催されました。
スカラシップの学生が中心に企

目的に向かって必要な学びを積み重ねていく上

画から運 営までを担当し、当日は大 学の概 要や学びの

で多くの選択肢を用意したことですね。
児玉

これまでも「 地 域 研 究プロジェクト」や

「サービスラーニング」
など同じような取り組みは
ありましたし、他大学よりも先行して導入してきた

内容、大学生活の様子、
スカラシップ制度の魅力などを
自らの経験談とともに紹介。
また学びの体験として、高校
生と大学生混合チームでKJ法を用いたグループワーク
やジェスチャーゲームに挑戦しました。真剣に議論し合
う姿や笑顔が見られ、有意義な時間を過ごしました。

伝統と

信していくことが求められています。
そのため

ネ ット ワ ー ク を

要性や魅力、社会の中での役割を改めて強く発

力 に 変 えて 。

す。ですから今の1年生の授業は良い緊張感が
あって、活発な雰囲気ができ上がっています。少

教 育・研 究 紹 介

私の児童福祉実践・教育から伝えたいもの
社会福祉学部教授

１．はじめに
私は本学の同窓生である。1976年3月、当時杁中にあった本
学を卒業後、名古屋市職員（行政職）となった。名古屋市入職
後は、3 つの職場を経験し、2012年4月から社会福祉学部の教
員となった。ここでは、私のこれまでの児童福祉実践と教員と
なり取り組んでいる児童福祉実践・教育を紹介したい。皆さん
には変わり続ける児童福祉（社会福祉）での実践のあり方、大学
教育（社会福祉）のあり方、キャリア形成のあり方、など考え
ていただくことができればと思っている。

２．私の学びと児童福祉実践から
私は学部時代、
「貧困問題研究会（サークル）」に 4 年間所属し、
経済学、社会政策・社会事業、社会保障（特に生活保護）など
を学んだ。また、稲子宣子ゼミナールに属し、子どもの問題、
女性の問題などを学び、卒業論文では「日本婦人労働運動史」
をまとめた。サークルの先輩たちの殆どが地方公務員となり活
躍していたこともあり、迷わず公務員試験を受けた。
名古屋市職員となり、初めての職場は乳幼児施設で、私は児
童指導員からスタートした。当時、名古屋市の施設では労働組
合が中心となり、
「夜勤体制の充実」に取り組み、私が就職し
た時の施設では 2 . 5 ：1の職員配置であった。しかし、子ども
たちの養護体制は不十分で、「夜尿児の研究」や「子どもの社
会性の発達、施設の子どもと家庭の子どもの比較研究」などに
取り組み、養護内容の改善（子どもたちは 4 年半同じユニット・
同じ職員集団で養護する、5・6 歳児の幼稚園通園の実現など）
に取り組んだ。こういった実践や研究成果を研究会等で報告し、
特に幼稚園通園は全国に広がっていった。
児童指導員を4 年間勤めた後、社会福祉事務所生活保護係の
地区担当員に転勤となった。担当した地域は母子家庭、傷病多
子家庭など子どものいる世帯が多く、その子どもたちの大半が
中学校を卒業すると就職する状況であった。こういった現状に
疑問を持った私は、同僚らの協力を得て「中卒後の子どもたち
と高卒後の子どもたちの比較研究」を行い、職員会議で高卒の
方が自立支援につながる結果を示し、「高校進学の勧め、給付
型福祉奨学金の活用」などの啓発活動、高校進学率の向上に
努めた。また、父や母が亡くなる「子ども世帯」に対しては、
できる限り地域の資源を使い、施設入所でない在宅での支援を
続けた。
生活保護地区担当員を4年間勤めた後、念願かなって児童相
談所・児童福祉司となった。当時、子どもの問題では、非行問
題、いじめ・不登校問題、ネグレクト家庭など時代の変化とと
もに多様化していた。私は一つひとつの事例を丹念に記録し、
名古屋市児童相談所・相談事例集に『A区における4年間の児
童福祉司の実践−多様な相談援助を試みて−』をまとめている。
また、学校からの講演依頼（教員向け、保護者向け）も多く引
き受け、相談もそのたびに増えていった。10年間、児童福祉司
を務め転勤の時期を迎えていたが、上司の勧めもあり心理判定
員（現児童心理司）を希望し職種変更で同じ職場に残ることが
できた。しかし、臨床心理を学ぶために開業臨床心理士のスー
パービジョンに 3 年間通い続けた。これまでの仕事と違い、

渡邊 忍

行動観察、知能検査、性格検査、心理療法、などミクロな視点、
児童福祉司や児童福祉施設、学校へのコンサルテーションなど
の知識やスキルが広がっていった。阪神・淡路大震災への被災
児支援、オウム真理教の施設にいた子どもへの支援、子ども虐
待電話相談の開設準備と運営、などこの時期経験することに
なり、学びの連続であった。8 年間心理判定員を務め、その後、
全国的にも珍しい非行専任児童福祉司を7年間経験した。ここ
では、警察、裁判所、弁護士、保護観察所など多様な機関・職種
との連携を学び、「非行専任児童福祉司奮闘記」
、
「親子に役立
つ非行相談援助法」などを雑誌に連載し、全国に発信し続けた。
また、本学の夜間大学院（心理臨床専攻）で 2 年間学び、臨床
心理士の資格もこの時期に取得している。最後の 3 年間は児童
虐待の増加で、
名古屋市も2 つの児童相談所（準備期間を含む）
に分かれ、名古屋市西部児童相談所で退職をしている。

３．実務家から教員になり
2012年4月、縁あって本学の教員となった私は、1年目は大講
義を6科目、延べ約1,700名の学生の授業を担当した（採点がと
ても大変であった）
。教育歴がなかった私にとっては、「試行錯
誤」の 1年であった。また、
大学の要請もあり「ソーシャルワー
ク実習指導担当教員」の資格・研修を受けた。ソーシャルワー
クを教えるため、2013年 4月には社会福祉士の国家資格も取得
した。私が学んだ社会福祉、ケースワーク論等は「古典」に属
し、新しい社会福祉、ソーシャルワーク論の学び直しの日々で
あった。
幸い、現場時代に学んだシステム理論、家族療法、短期療法、
臨床心理学、精神医学等の知見は新しい社会福祉、ソーシャル
ワークの理論を学ぶ上で大きく役立った。

４．ソーシャルワーク専門実習の取り組み
社会福祉系の大学が、専門学校と「差別化」を図り、4年制
大学の特徴を活かして取り組み始めたのが、高い専門性や実践
力が教育できる仕組み作りである。
本学では、医療ソーシャルワーカー（MSW）
、精神保健福祉
士（PSW）の養成は、以前から存在していた。2年生から3年
生までが社会福祉士養成（ジェネラリスト・ソーシャルワーク）、
4年生ではスペシフィック・ソーシャルワーカー養成のための
カリキュラムが組まれている。2010年度から独自に設けたのが
ソーシャルワーク（SW）専門実習である。このSW専門実習
では、3年生でソーシャルワーク実習を履修したうえで、相談
援助や地域福祉についてさらに専門性を高めるために、4年生
の前期（5・6 月）10日間程度の実習を専門教員の指導のもと
で行うものである。最初の2 年間は、地域福祉分野と障がい児・
者相談支援分野の2 つのクラスが設けられていた。また、2011
年度からスクールソーシャルワーク（SSW）演習・実習も実施
されている。
そして、私が赴任したあと、児童・家庭福祉分野のクラスが
加わり、2013年度からは 3 つのクラスでSW専門実習が実施で
きることになった。実習先は自らが開拓し、市役所子育て支援課、
子ども家庭支援センター、法律事務所、児童発達支援事業所、

多機能型児童福祉施設など10か所以上あり、この5年間でSW
専門実習を終えた学生は30名を超えている。SW専門実習を履
修した実習生は、児童家庭福祉分野に興味・関心を持ち、卒業
後はこの分野で実践したいと思っている学生たちである。3年
生で履修するソーシャルワーク実習と違って、モチベーション
が高いこと、学生自身で実習先や実習内容を選ぶことができる
こと、卒業論文のテーマに引き付けた実習ができること、就職
と結びつけることができること、などあげることができる。履
修生の多くが、実習先に就職したり、市役所等に就職したりと、
専門職教育に役立っている。

５．ゼミナール教育の取り組み
社会福祉学部では、2017年度からの4 専修（行政・子ども・
医療・人間福祉）導入より、1年生では総合演習、2 年生では
フィールド実践演習（旧基礎演習）、3・4年生では専門演習Ⅰ・
Ⅱといったゼミナール教育を行っている。私は総合演習、基礎
演習を担当した後、2015年度から専門演習（渡邊ゼミ）が持て
るようになった。
ここでは、4年目を迎える専門演習Ⅰ・Ⅱの取り組みを簡単
に紹介したい。ゼミのテーマは、「子ども・家庭・地域を支え
る実践的ソーシャルワークを理解する」で、毎年20名を超える
エントリーがあり「個性豊かな」学生を中心に選抜している。
ゼミは2年生の3月の春合宿から始まり、遊び、学び、楽しみ、
実践できる基盤作りから導入している。3年生の前期ではテキ
スト学習（社会的な視点と心理的な視点の学び）、並行して学
生一人ひとりの希望に沿ったボランティア、アルバイトなども
紹介し、理論と実践が学べる仕組みを作っている。また、本学
が推進しているCOC事業（地域課題解決型研究支援）にも2回
応募して、学生たちと一緒に「ファミリーホームの地域支援」
としてファミリーホームの子どもたちを学内に招き、グループ
ワーク（流しそうめん、クリスマス会など）、宿泊支援（キャ
ンプ）
、訪問支援などにも取り組んでいる。2017年8月に実施し
たキャンプは地元の新聞にも取り上げられ、学生たちにとって
は社会貢献を実感できる機会となった。3年生の後期にはソー
シャルワーク実習を経験し、逞しくなって戻ってきた後から卒
業論文のテーマを絞り情報収集を始め「卒業論文計画書」をま
とめ、
発表している。また、現場で活躍するソーシャルワーカー
や弁護士などをゲストに招き、教員と違った学びの機会を提供
している。
4年生になると卒論のテーマに沿って、研究方法と研究倫理
を学び、先行研究と情報収集を始める。大半の学生は量的研究、
質的研究を基礎にデータを集めている。SW専門実習で調査を
する学生が多いのも特徴である。並行して就職活動が始まる。
この2年間は、地方公務員希望の学生が多く、「面接重視型」に
試験内容が変わったこともあり、ゼミ生の 2次面接対策も行い、
毎年3・4名の学生が合格している。2017年度は社会的養護出身
の学生2名が愛知県社会福祉職に合格し、「当事者から支援者」
の誕生となる。就職活動と並行して、夏休み期間にはデータ
収集が終わり9月、10月には卒業論文が完成する。11月初めに
は3・4年生合同ゼミで卒業論文発表会を実施し、3 年生の投票で
代表論文を決め、12月の合同クラスによる卒業論文発表会に
臨んでいる。
卒業論文の取り組みと並行して実施しているのが社会福祉士
国家試験対策のゼミ内勉強会である。過去問題から始め、後半
からは教員が用意した模擬試験を週2回のペースで取り組んで
いる。1期生で4割のゼミ生が合格、2期生では5割以上の合格者
を見込んでおり、2年間の総仕上げとなる。そして、国家試験
を終えた2月上旬には卒業旅行を実施し、3月の卒業式を迎えて
いる。

６．実務家への研修等の取り組み
私は現場との接点を持つため、教員以外にもスクールカウン
セラー（SC）として子ども、保護者、教員の支援を続けている。
2016年度からは若手SCの指導や学校の緊急支援にも関わり続
けている。また、教員の研修講師（教員免許更新研修会など）も
務めている。
さらに、2016年の児童福祉法改正を機に始まった児童相談
所・児童福祉司現任研修等の講師（2017年度は5県からの依頼
を受けている）も務めている。
こういった取り組みをとおして、大学と現場をつなぎ、学生
や卒業生が活躍しやすい基盤作りに努めている。

７．高校生・保護者たちへの発信
私が学生時代は社会福祉を学ぶことができる大学は、全国で
数か所しかなかった。そのため、本学には全国の高校からの入
学生がいて、卒業後は全国各地で活躍している。しかし、最近
では全国各地に社会福祉を学ぶことができる大学が増え、本学
の受験生も減少傾向にある。
そこで私が始めたのが高校の模擬授業、オープンキャンパス
等での「学びの紹介」などである。このプログラムには、ゼミ
の学生、
ゼミの卒業生を活用し、
「ロールモデル」として高校生・
保護者に向けた発信を行い、「魅力ある、入学したい大学」を
紹介している。

８．おわりに
2016年の児童福祉法大改正により、児童福祉の分野も大きな
転換期を迎えている。「子どもの保護・福祉」から「子ども主
体の福祉」への変化である。このような時期にあるからこそ、
これまで述べたような児童福祉実践・教育が重要ではないかと
考えている。また、児童福祉分野で活躍する卒業生たちの卒後
教育（スーパービジョン）にも力を注ぎたいと思っている。

日本福祉大学 社会福祉学部教授
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Shinobu Watanabe

プロフィール
1976年 日本福祉大学 社会福祉学部 卒業 社会学士
1976年 名古屋市若葉寮児童指導員
1980年 名古屋市南区社会福祉事務所保護係生活保護地区担当員
1984年 名古屋市児童福祉センター児童福祉司、心理判定員、非行専任児童福祉司等
2006年 日本福祉大学大学院 社会福祉学研究科 修了 心理臨床修士
2012年 愛知県公立中学校スクールカウンセラー
2012年 日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 教授
2016年 名古屋市教育委員会 スクールカウンセラー・スーパーバイザー
最近の主な著書
『児童虐待における虐待者の特徴次元と児童相談所職員の対応の困難度
―高リスクアセスメントレベルのケースを対象として― 』
（2017年 共著）
『海外の社会福祉事情 第5回 韓国、ソウル市における児童虐待、
児童福祉の現状と課題』
（2017年7月 単著）
『実践的ソーシャルワーカーを育てる―大学と児童家庭福祉の現
場をつなげる取り組み―』
（2015年 単著）
『福祉と養護』
（日本福祉大学テキスト）
（2014年 共著）
『医療福祉相談ガイド』追録第82・83合併号（2013年 共著）
『子ども虐待対応の手引き』厚生労働省（2013年 共著）
『児童養護施設の若き実践者のために どうしよう こんなとき！』
（2011年 共著）
『親子に役立つ非行相談援助法①～⑧』
（ 2007年～ 2 011年 単著）
［特集 少年法改正と子どもの未来］
『児童相談所児童福祉司の立場
から ― 非行専任児童福祉司の実践をとおして』
（2009年 単著）
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奥谷 雄太さん
DCMホールディングス株式会社 執行役員 システム・物流統括部長
DCMカーマ株式会社 取締役
1981年3月、日本福祉大学経済学部経済学科卒業。ホームセンターを営む株式
会社カーマに入社し、6年間の店舗勤務の後、物流部に配属。ロジスティクス
セクションマネジャー、グループマネジャーを歴任後、2度の出向を経て、2006
年6月に取締役に就任。2006年9月、同業の北海道・東北を地盤としたホーマック
株式会社、中部・北陸を地盤とした株式会社カーマ、近畿・中四国を地盤とした
ダイキ株式会社の3社が経営統合し、DCMホールディングス設立。2010年3月
より3度目の出向となり、現在はDCMホールディングス株式会社の執行役員、
システム・物流統括部長、そしてDCMカーマ株式会社の取締役を兼任。

ような所謂3K（きつい、汚い、危険）の部署。現在の
物流のイメージとは180度異なります。倉庫は快適と
は程遠く、夏は暑く、冬は寒いうえ、エンジンフォー
クリフトの排気ガスが充満する劣悪な状態です。しか
も、ザラザラの床でフォークリフトのタイヤが摩擦し、
↓

―大学時代はどんな学生でしたか？
講義に真面目に出て、読書に明け暮れる。いたって
普通の大学生でしたが、アルバイトの数は他学生より
も遥かに多かったと思います。中でも鮮明に覚えてい
るのは、金城ふ頭での夜の番人です。数百台もの輸出
用自動車を見張るという内容で、貨物船に積まれる翌
朝7時頃まで廃車の中で一人きり。暴走族に襲われる
危険もあったと思いますが、当時はそんな発想もなく、
豆電球ひとつとバッテリーだけの車内で、本を読んだ
りして吞気に過ごしていましたね。また、家庭教師も
思い出深いアルバイトの一つ。分からない人にどう伝
えたら分かってもらえるのか、人に理解してもらうこ
との難しさを痛感しました。中学生を教えていたので
すが、テストの点数を0点から20点に上げるのは比
較的簡単で、基礎が理解できればすぐに点数が上がり
ます。しかし、80点を100点にするのは容易ではあり
ません。同じ20点でも中身は全く異なるものになるの
です。これは仕事でも同じ。何かの改善に取り組む際、
80％まで達成するのはそう難しくはないのですが、
さらに上の80 ～ 100％を目ざそうとすると、その1％は
桁が違うくらい難しいですから。大学時代は、ほかに
も喫茶店や夜勤のバイトなどさまざまな経験をしまし
たが、そのすべてが社会で役立っている気がします。
―ホームセンター事業を営むカーマに入社したきっか
けと、当初の仕事内容について教えてください。
カーマの本社は刈谷市なので自宅から通える範囲だ
ったこと、業績が伸びている会社だったことが入社の
決め手です。当時、ホームセンターは草創期で、一般
的にはほとんど認知されていなかった時代。小売業で
はGMSと呼ばれる総合業態が全盛期でしたが、新しい
商売ならではの魅力を感じました。
入社後は店舗での販売業務を経験し、6年後に物流
に配属されました。今は物流の重要性が広く浸透して
いますが、当時の物流は社内でも誰も行きたがらない

お客様のために、社会の
ことなく、やるべきこと
粉塵が舞う中の肉体労働。ティッシュで鼻をかむと、
いつも真っ黒でした（笑）。でも、それが当たり前。
偉そうなことを言うわけではないですが、私自身は物
流の重要性を分かっていたつもりでした。だからこそ、
どんな状況でも楽しみながら仕事ができたのだと思い
ます。
―物流の改善に尽力されてきた奥谷さんですが、特に
印象的だった出来事を教えてください。
物流に配属されて間もない頃、トラックの到着時間
が遅れ、店舗にいる新入社員から倉庫にクレームの電
話がありました。倉庫の作業は運送会社の方と共同で
行っていましたから、新入社員は電話口の私を運送会
社の人だと思っていたのでしょう。その偉そうな物言
いに、腹が立ったというより危機感を覚えましたね。
優越的地位も含めて、こんな態度をとるようではいけ
ない、と。これが私のターニングポイントとも言える
出来事です。これを機に、物流の地位を上げたいと強く
思い、猛勉強を始めました。勉強といっても、当時は
書店にも図書館にも物流に関する書籍は学術書しかなく、
実務にはまるで役立たない。そこで読み漁ったのがト
ヨタの改善に関する本でした。豊田章一郎氏やトヨタ
の生産方式を確立した大野耐一氏の発想をヒントに、

対談中の奥谷さん

DCMホールディングス株式会社受付

また、個人的な目標は人材育成の推進です。私がよく
言うのは、本質を正しく理解すること。日々の業務の
中では手段が目的化しがちなので、目的と手段を混同
しないようにと部下には口酸っぱく言っています。シ
ステムの場合、電卓のみで目的が達成できれば電卓で
問題ありません。要するに、何をしたいのかがまず明
確であるべきで、最初から細かいことを難しく考え
てシステムをつくるようでは本末転倒ですから。立場
的には、会社の業績はもちろん大事です。でもそれだ
けではなくて、その前に我々の会社が何のために存在
するのかを考えることが重要。「お客様のために存在
する」ことを常に忘れず、業務に取り組んでもらいた
いと思います。
―在学生、同窓生の方へメッセージをお願いします。
後輩の皆さんに伝えたいのは、志を高く持って欲し
いということ。先ほど述べた目的と手段の話と通ずる
ところがありますが、本質を見誤ることなく、何でも
「やりたい」と思ったことはやるべきだと思います。
時間は取り戻せないので、後で「あれをやっておけば
よかった」と後悔しないように。やって失敗したとし
ても、その経験は自分自身の糧になるはずです。人間
ですから全員が100％夢を掴めるとは思いませんし、
いつか妥協しなくてはならないときがくるかもしれま
常に心がけているのは、視点を高く持つことです。
私は若い頃、上司にしょっちゅう盾突いていましたから、 せん。でも、そのときに良い妥協ができるよう、ぜひ
志を高く持って毎日を過ごしてください。
社内では相当生意気な人間だったと思います。会社だ
けではなく、小売業の物流を良くしたいという想いを
自分は持っていて、上司よりも物流の知識があり、視
点も上だと自負していました。だから、会社の利益だ
◆◆◆◆ お知らせコーナー ◆◆◆◆
けを考えた行動はおかしいし、ワガママも通用しない
という想いがありました。運送会社さんに強く言えば、
赤字でもこちらの要望を飲み込んでくれるでしょう。
でも、それは絶対にしたくなかったのです。どんなに
社内の風当たりが強くても、それが揺らぐことはなか
ったですね。そのうちに上司からも「お前の言うこと
は腹が立つけど、的を射ているよな」と言われること
が増えていったように思います。
―現在、DCMホールディングス株式会社の執行役員
カーマ店舗（常滑店）
かつシステム・物流統括部長でありながら、DCM
カーマ株式会社の取締役も務めていらっしゃいますが、
プロ仕様の建築資材などがそろう「DCMカーマ21」を
そのお立場で大切にしていることは何ですか？
はじめ、毎日の生活に必要な品を幅広く取りそろえる
我が社は現在、経営統合をしてホールディングという
「DCMカーマ」、「カーマアットホーム」など、お客さまの
形態になっていますが、まずはここを統一化すること
ニーズに合わせて、さまざまなタイプの店舗を展開してい
が喫緊の課題です。その具体策の一つとしてシステム
ます。お近くの店舗にぜひお立ち寄りください。
統合を進めており、2018年中の完遂を目ざしています。
自分なりに考えることを繰り返しました。社内に物流
の知識を持つ人は皆無で、物流費はタダだと思って
いる人さえいましたので、まずはその人たちに理解を
深めてもらおうと、物流費とは何かを論理的に説明
することから始めました。物流費には輸送費だけで
なく、保管費や人件費も含まれますし、それぞれどれ
くらいの費用がかかるのかを一から十まで説明する
わけです。それを理解しないで、物流費が高いと言う
のはおかしいですよね。物流は決して下請けではなく、
社内の花形である商品部や営業部、すべての部署と
同じ立ち位置であることを地道に伝えていったので
す。それに加えて、物流現場の快適性を高めるため、
作業のしやすい台車など特許申請にも積極的に挑戦
しました。
―仕事で心がけていることを教えてください。
↓

ため に。本 質 を見 失う
に 果 敢 に 挑 戦 す る。

絆をさらに強めて 震災復興へ
熊本県社会福祉協議会職員として、熊本地震被災支援に向き合う
2016年4月14日以降に熊本県と大分県で相次いで発生し
た熊本地震の被害は甚大で、復興に向けた活動が続いてい
ます。今回は、熊本県社会福祉協議会に勤務する同窓生の
皆さまに、当時の状況や現在について語っていただきました。
出席者：社会福祉法人 熊本県社会福祉協議会
事務局長 吉本 裕二（社会福祉学部 1983年卒業）
地域福祉課長 川口 和博（社会福祉学部 1993年卒業）
ボランティアセンター所長 桂 誠一（社会福祉学部 1993年卒業）

１ 地震発生後の自らの生活について
吉本： 私はずっと震源に近い益城町に住んでいますが、4月14
日の前震と16日の本 震を経 験しました。町 内でも大き
な被害が発生し、地域全体が壊滅状態になりました。
生まれ育ってきたふるさとの景観が一瞬でなくなること
の恐怖と悲しみをしばらくは抱えながら、車中泊を続け
仕事に出かけていたように思います。

桂： ボランティアセンター所長として、
「災害ボランティア活
動支援プロジェクト会議」のメンバーと協働し、情報収集
を進めながら市町村社協の災害ボランティアセンターの
立ち上げと運営支援を行いました。
その結果、市町村の
災害ボランティアセンターが16か所運営され、全国から延
べ12万 人のボランティアに約2万2千 件の支 援 活 動を
行っていただきました。
ボランティアのマッチング（需給調
整）は、日々刻々と移り変わるので、適切に情報を出して
いくことの重要さを認識しました。

桂： 4月14日は長崎市に出張中でした。
地震の知らせを受けて、
まず家族の
川口： 私は、災害ボランティアセンターの立ち上げ支援とともに、
安否確認を試みましたが、一切繋が
全国からの応援派遣職員の調整を行いました。通常の
りませんでした。その後、ライン電話
業務が市町村社協支援の担当課ということもあり、ボラ
でようやく通話できましたが、その夜
ンティアセンターと協働しながら、災害ボランティアセン
は一 睡もできませんでした。翌15日
ターの運営支援に力を注ぎました。
また、民生委員児童
に熊 本 へ 帰り、そのまま社 協に出
委員をはじめ、地域福祉に関わる方との連絡調整等に
勤し、
局内の対策会議に参加しました。16日の本震後は、
努めました。
近所に声かけなどを行いました。幸いに自宅で暮らせ
ましたが、停電は30分だったものの、断水は2週間続き
３ 熊本地震の支援活動から見えたこと
ました。
吉本： 長い社協生活の中で、これほど広
域で甚大な災害に遭遇したことはな
川口：私も、
4月14日は桂さんと一緒に長崎市
かったので、被災当初は先の見通し
に出張中でした。16日の本震後は車中泊
が立たない日々を過ごしました。
自ら
になり、
家が断水したので、
公園に水をもらい
も被災していましたし、仕事では災害
に行きました。
コンビニには、すでに弁当や
に伴う膨大な業務への対応もありま
おにぎりなどはなく、
ビスケットとお菓子をよう
した。
さらに職員も皆が被災した中、日夜業務に取り組ん
やく手に入れたことを思い出します。断水は
でいたので、職員のメンタル面を含めた健康状況を心配
10日間、都市ガスは 3週間止まり、風呂に
していました。
入れなかったのが つらかったです。車中泊で1週間、
こうした中、全国からいただいた数々の支援が力になりま
避難所の小学校で10日間ほど過ごしましたが、仕事を終
した。全国の社協職員、災害対応にスキルのあるＮＰＯ、
えて夜遅くに避難所に帰ると、就寝されている方も多く、
ボランティア等のマンパワー、そして義援金や災害ボラ
周りに迷惑を掛けないように努めていました。
ンティア支援金をいただいた企業、市民の方々などの善
意が心からの支えになりました。人びとの「絆」には感謝
２ 熊本県社協職員としての日々
の言葉しかありません。
吉本： 当時は事務局次長兼総務課長でしたので、法人全体
の業務に関することを行いながら地震に関する活動を
桂： 私も、ここまで広域が被災するような災害、
しかも地震に
行いました。県社協においては、
「県災害ボランティアセ
よる災害を想定していませんでした。
「何があるかわから
ンターの運営」、
「生活福祉資金の特例貸付」、
「社会福
ないことを想定しておく」ことが重要であり、また関係機
祉施設等に対する応援職員の派遣調整」、
「災害義援金・
関やＮＰＯ、ボランティアとの顔の見える関係を日頃から
災害ボランティア活動支援金の受入れと配分」、
「社会
構築することが大事だと思いました。
福祉施設等の各種協議会事務局としての取組み」など、
震災に伴う膨大な業務が発生しました。私は、当時の事
川口： やはり、これまでは災害といえば主に水害を想定していま
務局長とともに、関係機関･団体との連絡調整、全国の
した。その結果、自分が思うように初動体制がとれず、
社協からの支援スタッフの調整、報道機関への対応など
市町村への十分な支援ができなかったと思います。
そうし
を行いました。

た中、阪神淡路大震災や中越地震、東日本大震災等で
支援活動にあたられた方々の経験に多く救われたことに
心から感謝したいと思います。
４ 現在の支援の状況
吉本： 県内では、いまだに建設型仮設住宅に約１万人、借上型
仮設住宅に3万人以上が生活されています。
また、在宅
生活を送ることができながらも、地域のつながりが途絶え
て孤立されている方もおられます。地震から約2年が経過
しようとしている今、重層的な福祉課題を持ち、自立に踏
み出せない方をどのように個別的に支援できるのかが
我々福祉関係者に問われています。
桂： 熊本地震で支援活動を行っているボランティア団体や
ＮＰＯ等により「くまもと災害ボランティア団体ネットワーク
（KVOAD）」が組織化されました。震災を機に新しい
関係づくりに努めています。

５ 同窓生、在学生、大学教職員の方々へ伝えたいこと
吉本： 日本福祉大学の全国のネットワークに心から感謝してい
ます。大きな被害を受けた同窓生に心温まる義援金をい
ただき、言葉に表せない感謝の気持ちを持っていますし、
これからも忘れることはありません。
桂：「感謝」の気持ちでいっぱいです。震災後すぐに大学
関係者が来られて、学生とともに支援を広げていただきま
した。そして、予期しない災害に遭遇し、被災したとき、
「助けてほしい」といえる関係づくり、いわゆる「受援力」
を身につけておくことが重要だと思います。その点では、
日本福祉大学のネットワークは貴重なつながりです。
川口： 教職員をはじめ、同窓生の中には、率先して災害ボラン
ティア活動の支援をしていただいた方々が多くおられま
した。
また、実践におけるソーシャルワーカーとしての取組
みには、日本福祉大学で学んだことが大きく生かされて
いたと思います。

川口： 震災の年の10月にスタートした「地域支え合いセンター」
の支援業務を行っています。県内１８のセンターに対して 〈最後に〉
「県地域支え合い支援センター支援事務所」として広域 熊本地震からの復興は道半ばにありますが、全国からこれま
支援を行っています。
これからの住まいの確保や生活再 でお寄せいただいた物心両面の御支援に心から感謝申し上
建についての支援が必要だと感じています。
また、高齢、 げます。そして、近年、全国各地で、地震・台風･水害･雪害等
障がい、子育て家庭など個別の課題に応じた支援も重 といった自然災害が頻発していますが、支援活動を通した経
要であり、地域の社会資源を活用したコミュニティソー 験を次の世代に繋げて行くことが私たちの責任であると感じ
シャルワークの実践の取組みが期待されます。
ています。

鼎談に寄せて

を立ち上げ、被災地支援に入りました。熊本での学生たちの
熊本にて被災された皆様方に、改めてお見舞申し上げます。 宿泊所に、たくさんの同窓生たちが差し入れを持って駆けつ
ここ数年だけでも、相次ぐ各地で多くの自然災害に直面してい けて、激励をしてくださいました。
そんなネットワークが築けてい
ます。私たちは、常に被災した方たちのことを思い、その方たち ることも本学らしい取組みです。
とどう寄り添いながら支援をしていくかを考えなければなりま
被災したとき、
ソーシャルワーカーは多くの人たちの生活を守ら
せん。
そして同時に、いつ自分自身が被災してもおかしくないな なければなりません。
同時に社会福祉協議会は、災害ボランティ
かで、
どんな備えをしておかなければならないかを、被災地の アセンターを拠点に、地域を復興していく使命を果たします。
経験から教えていただきます。
ただそれは元に戻すというだけではなく、新しいネットワークやプ
日本福祉大学のボランティアスピリッツは、伊勢湾台風の ラットフォームをつくりながら、山積する課題を解決していくんだと
復興支援からの伝統があります。熊本地震のときも、災害ボラ いう、3人の同窓生のお話はとても重要な示唆をいただきました。
日本福祉大学減災支援・連携機構長 原田正樹
（学長補佐）
ンティアセンターを中心に学生たちは即日、各キャンパスで募金

熊本地震 益城町訪問

2017年9月23日（土）
・24日（日）第 2 回九州・沖縄地域ブ
ロック代表者会議の二日目、9月24日に益城町を訪問し、熊本
地震の状況を視察してきました。益城町に自宅がある今吉光
弘さん（同窓会理事）
も震災の当事者でしたが、被災地域の案
内をつとめていただきました。
まず約500戸の「テクノ仮設
団地」を訪ねました。
これほど大規模とは想像もしておらず、
震災の激しさが実感できました。その後、益城町の中心部を
視察しましたが、道路の両端には地震の爪痕であるがれき
が、大きな袋に詰め込まれた状態で並べられており、更地に
なっている土地やブロック塀に段差が生々しく残っている所
等、地震の激しさを目の当たりにしました。

熊本地震の直後に九州道をバスで往来しました。
アスファルト
やガードレールの波打ち復旧工事が開始された直後でした。
今回は高速道路がきれいに修復されていたのが救いでした。
全体の復旧には長い時間と大きな労力が必要と思いますが、
被災された皆さまが元気で立ち直られることをお祈り申し
上げ、報 告といたします。
  齊藤武志（同窓会理事）

大震災救援募金については、P.18 をご参照ください。

創造的地域同窓会活動を目ざして

― 夢・知恵・元気を育むヒューマンネットワーク同窓会 ―
日本福祉大学同窓会は、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、社会の発展に寄与することをミッションと定めています。
ミッションにもとづくビジョンは、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し、
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く同窓会です。
目標とする同窓会像の実現を目ざして各地の地域同窓会で活動が進められています。
今号より、この活動状況を紹介する新シリーズを始めます。
初回は東京地域同窓会に登場していただきます。次回は岡山県地域同窓会を予定しています。

元気で、明るく、楽しい文化交流をすすめ、
絆を深め、学び・研究する同窓会活動を目ざす
東京地域同窓会
2011年の総会で確認した「ミッション、ビジョン」の実現
を目ざしていますが、
まだ道半ばというところです。
東京の特徴は、①2,000人を超える規模の同窓会、
②通信教育部卒業生が過半数を占める、③（子ども・
医療・施設）部会活動が活発で、施設見学会を実施して
いる、
というところでしょうか。

しています。その他、
「国試合格祈願！高尾山参拝ツアー」
も実施しています。
関東ブロック主催の「卒業を祝う会」は既に6回実施。
9月には実行委員会を立ち上げ来年に向けて準備をスター
トします。
「関東ブロックは一つ！」を合い言葉に関東の卒
業生、在学生を中心に300人以上がメーリングリストに
登録されていて、企画の詳細が決まったらいち早くメール
でお知らせしています。
会費納入率アップ、ゴールドカード会員拡大で活動援
助金を少しでも増やそうと企画の度に声かけしています。

施設見学会は毎回好評で、この2年間に国立ハンセン

東日本大震災の翌日に開催した総会の場で呼び掛け

病療養所、アルコール依存症回復施設、急性期や精神科

た被災者救援募金は、昨年の熊本地震を契機に地域同

病院、児童養護施設、障害者施設の見学を行いました。

窓会としても募金に協力しようと、参加者の募金と合わせ

特に、年々増える通信教育部卒業生・在学生のニーズを

て送っています。これからも「私たちはけっして忘れない」

掘り起こし、要望に沿った企画の立案が肝になっています。

という思いで継続して取り組んでいきます。

他県地域同窓会とのコラボレーション企画では、神奈川

最後になりますが、元気で明るく楽しい同窓会活動を目

県地域同窓会と一緒に始めた「森林セラピー」が既に

ざすとともに、
よく学び、
よく遊びをモットーに、これからも多く

8回を数えました。来年度は年 2回計画し、第10回は、

の同窓生、在学生の皆さんにとって、身近で、頼りになる同

初めて紅葉の季節に家族連れで BBQも楽しもうと計画

窓会になれるよう頑張っていきます。

2006年度総会

2010年度第1回森林セラピー

（文責：杉田 哲也）

2012年度総会・卒業を祝う会

次回は岡山県地域同窓会です。

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。

日本福祉大学同窓会のビジョン

同窓生を取り巻く
環境と課題

未来を切り拓く
同窓生の力・活躍

親睦・交流・学び
自己実現

相互協力のネットワーク

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

母校の発展

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。

人々の
しあわせ

在学生支援
母校との連携・事業参画

同窓生のニーズ・
誇り・願い

キャリア開発

建学の精神の継承
社会の発展

職場・地域・ふくしの発展

社会貢献
夢・知恵・元気を育むヒューマン・ネットワーク同窓会

同窓生と
同窓会への期待

日本福祉大学同窓会

グランドデザイン概要

2016－2018

方針
目 標・行 動 計 画

夢・知恵・元気が生まれる同窓会活動

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

同窓会運営体制の充実と
盤石な財政基盤の確立

～同窓会活動に関する方針～

～大学と連携した学びに関する方針～

～同窓会運営・財政に関する方針～

一人ひとりの同窓生の思いやニーズを受けとめ、
夢・知恵・元気が生まれる同窓会活動を行います。

大学との連携を深め、学びを軸に多様な同窓会活
動を行います。また、大学時代のゼミ・クラス同窓
会等の設立増を目ざします。

同窓会全体の情報化、広報活動を推進するとともに、
安定的な同窓会運営体制、持続可能な財政基盤の
確立を目ざします。

地域・学部／大学院等の同窓会活動

大学との連携

同窓会組織、役員体制の充実

１．57 地域同窓会をはじめとする各同窓会に
おいて、豊かで魅力的な活動が充実した役員
体制のもとで計画的に行われることを目ざし
ます。

１．同窓会ゲスト講師紹介リスト（全国）を大学内
にて公開するとともに、講師派遣旅費の助成制
度を立ち上げ、大学の教育活動に協力します。

１．57全地域同窓会、学部・大学院同窓会において、
役員・事務局体制を持ち、恒常的な役員連絡網
の整備と定期的な役員会開催を目ざします。

２．大学と連携して、クラス / ゼミ・専修・専攻・
学科・学部、キャンパス単位の同窓会設立方
針を策定し、同窓会活動の充実・発展に努め
ます。

２．同窓会本部役員は、理事会・常任理事会運営
規則に基づき、定められた任期のもとで、活動
が安定的に継承され発展することを目ざし、
役員交代が円滑に進む体制づくり、組織検討
に取り組みます。

２．代表者会議、地域ブロック代表者会議等への
出席を通して情報交換、相互協力の充実をは
かり、
「卒業を祝う会」をはじめとする多様な
合同事業を開催し、広域的な交流の推進と愛
知県内
（キャンパス設置地域）
の同窓会の連携
に努めます。
３．地域・学部・大学院同窓会活動の情報発信率を
高め（同窓会会報、ホームページ等）
、事業の
一般公開や新聞記事の活用に注力し、同窓生
の活躍を紹介するとともに、大学の知名度向
上に貢献します。

大震災支援、安全に関する活動
１．大震災救援募金（東日本1,222件7,826,966
円、熊本地震371件1,403,731円※）を継続す
るとともに、同窓会会報等で被災地の現況や
支援活動などの情報発信を継続的に行います。
２．災害見舞金規則による被害状況に基づき、見
舞金（東日本大震災：105件486万円、熊本大
地震：45件177万円※）を同窓生に届けると
ともに、在学生・教職員による支援活動に協
力します
（災害ボランティアセンター活動等
への寄付：計4回200万円※）
。
３．犀川スキーバス事故33回忌法要「卒業生の
集い」
（2017年）の開催をはじめ、大学と連携
し事故を教訓とした安全への取り組みについ
て協力します。

女性・若い世代の活動
１．女性の生き方やライフスタイル、若い世代の
キャリアアップや関心事など多様な価値観を
認め合い、元気を生みだす参加型の活動を追
究します。
※2017年3月現在

３．大学の協力を得て、学修・業種交流などを推
進する職域同窓会の設立・活動を推進します。
４．学部の周年事業に協力するとともに、経済学
部開設40周年記念事業を機に、産業界をはじ
め各界で活躍する同窓生情報の集積と紹介・
情報発信に努め、在学生支援につなぐ活動を
展開します。
５．大学教職員は同窓会特別会員として、各同
窓会に参加していただき、大学や同窓生との
交流を深めます。
〔福祉文化創成事業の推進〕
６．高校生を対象とした社会福祉・医療系の仕事
発見セミナーの開催やボランティア活動報告
の機会提供など、高校生・高等学校教員と大
学の接点をつくり、将来を担う福祉人材発掘・
育成の機会を創出します。
７．エッセイコンテスト事業の広報協力、冊子
『はじめてふくし』の配布などを通して福祉の
学びと職業への関心を深める活動を展開し
ます。

社会福祉の専門性に関する研究
１．同窓会設立60周年を機に、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
方について提言を行います。

現況調査結果をもとにした活動
１．大学と共同で実施した卒業生現況調査結果を
もとに、同窓生の大学への満足度、同窓会へ
の協力意思などをまとめ、今後の活動に資す
る取り組みを展開します。

広報活動と情報化の推進
１．同窓生の多様な関心、ニーズに基づいた情報
の集積、活躍する同窓生の紹介に努め魅力的
な広報活動、記事構成に努めます。特に、リア
ルタイムできめ細かな情報発信について研究
を行います。
２．同窓会ホームページ、フェイスブックなどの
サイトの構成を見直すとともに、携帯電話、
スマートフォンなどいずれにも対応できる使
いやすいサイトの再構築を目ざします。

同窓会財政政策の立案
１．同窓会中期財政政策と同窓会事業・制度の
改革案について提案を行います。
２．同窓会維持会費納付率の向上を目ざします。
特に、同窓会カードは在学生支援を目的とし
た広報に注力し、入会率の向上と会費以外の
収入増を目ざします。
３．同窓会グッズ等の販売（地域同窓会、楽天市
場など）や同窓会旗の貸出を通して、帰属意
識を高め、同窓会活動への参加者層を厚くし
ます。

方針

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

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・在学生支援に関する方針～

～学園同窓生の交流に関する方針～

目 標・行 動 計 画

大学との連携を深め、就職・実習をはじめとする在学生支援、学生募集などの大学支援に努め、大学の発展
に寄与します。

付属高等学校同窓会、専門学校同窓会と大学同窓
会、合わせて10万人の学園同窓生の交流と連携を
推進し、学園の発展に貢献します。

大学支援

学園同窓生の交流

１．学園創立60周年、大学開設60周年記念募金事業等への協力呼びかけを継続して行います。

１．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、大学同窓会の連携、
交流を深めるとともに、学園同窓生の相互協
力、学園資源の活用など大学同窓会として積
極的に推進します。

２．大学の地域ブロックセンター
（サテライト・オフィス）
と連携し、学生募集等の事業に協力します。
３．同窓会推薦入試制度について、
「経済援助給付型奨学金」の活用枠の拡大、既存資源の有効活用などの
改革について大学に提案します。

在学生支援
１．全地域同窓会において就職相談窓口としての同窓会キャリア・アドバイザー配置を目ざします。同時に
地域における在学生支援ネットワーク
（人材バンク）
を構築し、就職活動をバックアップします。
２．大学と連携し、U ターン就職報告会や就職相談会、職場見学会等を開催し、就職活動支援を行います。
３．Uターン就職支援制度
【Uターン就職希望学生への個別支援と、Uターン内定者
（東海以外）
への奨学制度】
を大学と共同して立ち上げます。

２．学園内各同窓会の課題改善に向けて、学園と
協力して取り組みます。特に学園同窓生10万
人のデータベースの構築について、大学同窓
会として協力し、スケールメリットを活かし
たネットワークの拡大を目ざします。

４．在学生の同窓会による就職活動支援希望内容や支援実績などを毎年把握し、きめ細かい支援活動を目ざします。
５．在学生対象に、課外実習・見学・ボランティア受け入れ可能な法人・施設情報の提供を行います。
６．大学と連携し、県人会支援を進めるとともに、有効な在学生支援策（奨学金など）の具体化に向けて検討します。
2017年度日本福祉大学同窓会代表者会議資料より抜粋。詳細は、同窓会ホームページをご参照ください。

同 窓 会 開 催 の お 知ら せ
地域同窓会・認定同窓会名等

日時（2018年）

会場

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

内容（講師所属は2018年3月現在のものです）

3月24日（土）

主婦会館プラザエフ「カトレア」

⃝卒業を祝う会

⃝懇親会

近畿ブロック

3月24日（土）

ホテル京阪「かがやきの間（東）」／
ガーデンダイニング
AGGRE café the terrace

⃝卒業お祝い式

⃝交流会

北信越ブロック

3月24日（土）

富山オフィス／富山駅前周辺

⃝卒業祝賀会・交流会

九州・沖縄ブロック

3月24日（土）

福岡オフィス／御膳屋福岡ビル店

⃝卒業お祝い記念式

⃝交流会

中国ブロック

3月25日（日）

岡山オフィス／
どさん子×とり鉄岡山駅前店

⃝卒業お祝い記念式

⃝交流会

四国ブロック

3月31日（土）

にぎたつ会館

⃝卒業お祝い会

北海道地域同窓会

4月14日（土）

釧路市内

⃝社会福祉の専門性について語り合おう会 in 根釧地区

神奈川県＆東京
地域同窓会

4月21日（土）

神奈川県立七沢森林公園

⃝森林セラピー

知多地域同窓会

4月21日（土）

クラシティ半田3階「ホール」

⃝社会福祉の専門性について語り合おう会

三重県地域同窓会

4月22日（日）

アスト津3階ミーティングルームA・B

⃝社会福祉の専門性について語り合おう会

5月12日（土）

福祉保健研修交流センター
ウィリング横浜12階

⃝公開セミナー学習講演
演題：
「地域共生社会と地域包括ケア

〜介護保険制度の未来を拓く〜」
講師：服部 万里子 氏（服部メディカル研究所所長）
⃝総会 ⃝懇親会

関東ブロック

神奈川県地域同窓会

⃝卒業祝賀懇親会

⃝交流会

静岡県地域同窓会

5月13日（日）

クーポール会館

⃝講演会
演題：
「2020年のレガシーと

日本福祉大学スポーツ科学部の目指すもの」
講師：藤田 紀昭 先生（スポーツ科学部学部長）
⃝総会 ⃝同窓生交流会と卒業生を祝う会

岡山県地域同窓会

5月26日（土）

岡山後楽園 旭川河川敷

⃝異業種交流会（バーベキュー）

三重県地域同窓会

5月27日（日）

四日市市文化会館「第2会議室」

⃝北勢地域ブロック交流会

バーディーホテル千葉

⃝講演会
演題：
「精神

・発達障碍者の生活支援の魅力と可能性
〜生きがいと生きづらさを切り口にして〜」
講師：青木 聖久 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝総会 ⃝懇親会

千葉県地域同窓会

5月27日（日）

鳥取県地域同窓会

6月16日（土）

エキパル倉吉「多目的ホール」／
ホテルセントパレス
「サンジェルマン」

⃝講演会
演題：
「地域と連携した子どもの発達支援の取り組み（仮）」
講師：渡辺 顕一郎 先生（子ども発達学部教授）
⃝総会 ⃝懇親会

茨城県地域同窓会

6月17日（日）

茨城県立県民文化センター分館
集会室9号／
文化センターグリル
「モンマルシェ」

⃝講演会
演題：
「知ってほしい障害年金の話〜精神の障害に焦点をあてて〜」
講師：青木 聖久 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝総会 ⃝懇親会

高知会館3階「平安の間」／
「弥生の間」

⃝講演会
演題：
「生きづらさを増す社会と、青少年の殺人事件の防止策」
講師：木村 隆夫 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝同窓生からの報告
⃝総会 ⃝懇親会

高知県地域同窓会

6月23日（土）

東京地域同窓会

鉄道弘済会 弘済会館
6月23日（土） 「会議室 蘭」／
四ッ谷駅近郊の店

⃝公開セミナー
演題：
「地域包括ケアにおける住民支え合い

－だれもが安心して住み続けられるために－」
講師：児玉 善郎 先生（日本福祉大学学長）
⃝総会 ⃝懇親会

鹿児島県社会福祉センター7階
大会議室／
1階 ピースフルガーデン

⃝講演会
演題：
「地域で安心して住み続けられる居住福祉について」
講師：児玉 善郎 先生（日本福祉大学学長）
⃝大学近況報告
⃝総会
⃝情報交換会

さいたま市内／
さいたま市内の居酒屋

⃝総会
⃝講演会
演題：
「子どものステキさを輝かせて

〜親も子も幸せを感じられるように〜」
講師：近藤 直子 先生（日本福祉大学名誉教授）
⃝懇親会

神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル

⃝講演会
演題：
「未来を支える子どもたちへのメッセージ」
講師：近藤 直子 先生（日本福祉大学名誉教授）
⃝総会 ⃝懇親会

ホテルメリージュ宮崎

⃝総会

かいてらす／ガスト甲府朝日店

⃝講演会
演題：
「だれもが安心して住み続けられる支え合いのまちづくり」
講師：児玉 善郎 先生（日本福祉大学学長）
⃝懇親会

4月18日（水）

名鉄ニューグランドホテル

⃝交流・懇親会

杁中のロクさん

5月8日（火）

飛騨高山 本陣平野屋 別館

⃝交流・懇親会

教職員の集い
（あすなろ会）

8月25日（土）

名古屋キャンパス

⃝実践報告

鹿児島県地域同窓会

7月7日（土）

埼玉県地域同窓会

7月8日（日）

兵庫県地域同窓会

7月16日（月・祝）

宮崎県地域同窓会

8月4日（土）

山梨県地域同窓会
昭和45年度卒業
社会福祉学部Ⅰ部同窓会

9月8日（土）

⃝分野別情報交換会（予定） ⃝懇親会

健康科学部開設10周年記念事業
福祉工学科・情報社会科学部合同
パネルディスカッションとホームカミングデー（懇親会）

主催：健康科学部、共催：日本福祉大学同窓会

2008年に開設した健康科学部は、2018年度に10周年を迎えます。健康科学部福祉工学科は
前身の情報社会科学部の教育内容を引き継いでいます。健康科学部福祉工学科の開設10周年を記念して、
以下の通り、福祉工学科・情報社会科学部合同パネルディスカッションとホームカミングデー
（懇親会）
を実施します。
あわせて、
バリアフリーデザイン専攻・専修の同窓会を設立したいと考えています（健康情報専攻・専修の同窓会はすでにあります）。
皆さま、お誘い合わせの上、
ご参加ください。

日
場

時：2018年7月7日
（土） 15：30より（受付開始15：00）
所：日本福祉大学半田キャンパス
（半田市東生見町 26-2）
パネルディスカッション：101教室／ホームカミングデー（懇親会）
：生協食堂「pacchia」

● パネルディスカッション

コーディネータ：

日

時：2018年7月7日（土）15：30 〜 17：15

福田 秀志（バリアフリーデザイン専修教員、副学長）

場

所：半田キャンパス（教育研究棟101教室）

渡辺 崇史（健康情報専修長）

定

員：250名（先着）

パネラー予定者：

※参加費は無料でどなたでも自由に参加できます。

伊藤 達也（株式会社医療情報システム 健康情報専攻2016年卒業）

まるまる

テーマ：
「大学での学びと○○」

近藤 わかな（名古屋市総合リハビリテーション事業団 健康情報専修2017年卒業）

大学時代の勉強や課外活動は、卒業後の仕事、生活、人間関係の

倉持 奈穂（パナソニックエイジフリー株式会社 バリアフリーデザイン専攻2014年卒業）

支えとなることもあります。福祉工学科、その前身の情報社会

内藤 摩惟（住友林業緑化株式会社 バリアフリーデザイン専修2017年卒業）

科学部での学びや培った人間関係が、今の仕事や生活にどのよ

瀬戸口 正海（鹿島環境エンジニアリング株式会社 情報社会科学部1999年卒業）

うに生かされているか、
言葉にすることで再確認しましょう。

吉口 史晃（アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 情報社会科学部 2004年卒業）

● ホームカミングデー（懇親会）

日時：2018年7月7日（土）17：30 〜 19：30（パネルディスカッション後 ）

場所：半田キャンパス
（生協食堂
「pacchia」
）

パネルディスカッションとホームカミングデーに参加希望の方は、以下の申し込みフォームよりお申し込みください。

https://www.n-fukushi.ac.jp/kenko10th/project/entry/
⃝お申し込み期限： 2018年7月1日（日）
お問い合わせ先 日本福祉大学半田事務室

TEL：0569-20-0111

E-mail：handa@ml.n-fukushi.ac. jp

※なお、2018年4月より、健康情報専修は情報工学専修に、
バリアフリーデザイン専修は建築バリアフリー専修に名称を変更します。

予告

公

健康科学部全体（リハビリテーション学科、福祉工学科）の開設10周年記念事業を12月2日（日）に半田キャンパスで
開催する予定です。詳細は次号の同窓会報でご連絡します。

示

2018年度日本福祉大学同窓会代表者会議等の開催について

◆ 代表者会議

◆ 代表者・事務局長合同会議

○開催日：2018年6月9日（土）
○会 場：名古屋栄 東急REIホテル
愛知県名古屋市中区栄3–1–8
TEL 052-251-0109
○議 事 1．2017年度事業報告について
2．2017年度収支決算について
3．同窓会規程等の改訂について（案）
4．2018年度事業方針・事業計画について（案）
5．2018年度収支予算について（案）
6. 役員選考委員会の設置、選考委員の選出について（案）
7．その他

○開催日：2018年6月10日（日）
○会 場：名古屋栄 東急REIホテル
○内 容：全体会、地域ブロック別等グループ協議
1．2018年度ブロック計画の意見交換等
2．
その他

※各地域同窓会、学部同窓会の代表者には、追って詳細をご連絡します。
※認定同窓会で、所定の手続きを経て代表者登録をされた団体は、
代表者会議へのオブザーバー参加が可能です。

あいさつ
経済学部の同窓生の皆さまにおかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
今年度にて経済学部同窓会も11年目の活動となります。10年という期間は長いようで短かったような印象です。経済学部
同窓会では「親睦・学び等を通じて、会員のネットワークを構築・活用し、同窓生・在学生・大学教職員が活発に交流できる
場を提供する」というビジョンを掲げています。今後におきましても、そのビジョンの実現に向けて、新たな事業計画等も試行
錯誤しながら意欲的に活動を進めていければと思っています。是非、卒業生の皆さまの参加とご支援をお願い申し上げます。
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、どうぞ宜しくお願い申し上
げます。

経済学部同窓会 会長

仲原 幹夫

本年度の活動報告
● 2017年9月23日（土）
「金澤翔子書展鑑賞会」
（首都圏地域）
～東京地域同窓会との共催～

場所：上野の森美術館（東京都台東区上野公園）
東京地域同窓会の皆さまと本学客員准教授の書展を鑑賞しました。

● 2017年11月18日（土）
チャリティゴルフコンペ（第10回）
場所：笹平カントリークラブ

今回は在学生ゴルフ部員の方にも参加いただき、交流することができました。

● 2017年11月25日（土）
「経済学部同窓生の集い」

～日本福祉大学経済学部同窓会・福祉経営学部同窓会共催～

第1部

セミナー：
「中部経済新聞オープンカレッジ記事の深堀解説」
講

師 ：日本福祉大学経済学部長

曲田 浩和 氏

第2部 業界別交流会（同窓生によるアドバイスと就職相談）
第3部 懇親会
本学同窓生、
約60名が参加しました。
セミナー開催後、
経済学部にご
支援いただき、
昨年に引き続いて業界別交流会を開催することができ
ました。
これから就職活動を本格化する在学生の一助になればと思って
います。懇親会も含め有意義な交流の機会となりました。

● 2018年2月3日（土）
セミナー＆名刺交換懇親会 ～名古屋地域同窓会・南尾張地域同窓会との共催～
第1部

セミナー：
「教育こそが未来を作る」
講

師 ：玉木 由美 氏（NPO法人YOU＆MEファミリー代表理事）

第2部 名刺交換懇親会

お知らせ
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。

※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。

日本 福祉 大学
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情報交流

それぞれの学習テーマ、それぞれの地域特性を踏まえて

−2017年度地域学習会−

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

●にっぷくネットワークによる“災害ソーシャルワーク”の可能性

●福祉施設見学 ― 障害を持つ人々が地域の中で役割を持ち活用しているか学ぶ

●障害者の実態や課題から障害者の暮らしの今と未来を考える

◇ 2017年度に開催された地域学習会
地域学習会日程

※網掛け部分は開催予定の企画です。

開催地域

企画名

6月17日
（土）
・18日
（日）

名古屋市

8月5日（土）
・6日（日）

東京都

福祉施設見学―障害を持つ人々が地域の中で役割を持ち活用しているか学ぶ

9月10日（日）

東京都

にっぷくネットワークによる“災害ソーシャルワーク”の可能性

福岡市

本当はおもしろい！ 国試科目の学び方、いかし方（地域学習会IN福岡）

東海市

第23回「訓覇スウェーデンセミナー」～自我を支えるスーパービジョンの理論と実践～

10月9日（月・祝）
11月4日
（土）
・5日
（日）
11月11日（土）

大阪市

11月23日（木・祝）

名古屋市

第22回「訓覇スウェーデンセミナー」～自我を支えるスーパービジョンの理論と実践～

自分が福祉現場にいる時にこれからどのようにしていくか。どうなりたいか。
障害者の実態や課題から障害者の暮らしの今と未来を考える

2月17日（土）

さいたま市

2月17日（土）

大阪市

日常生活の理解から出発して地域での支援を考える

2月18日（日）

東京都

福祉を楽しく！真剣に！学びを深める！人と人との繋がりを大切にする！vol.3

2月25日（日）

高松市

社会人学生が福祉を学ぶ時・考える時

3月10日（土）

名古屋市

3月17日
（土）
・18日
（日）

東海市

児童自立支援施設における、施設運営と自立支援活動から学ぶ

障害受容を考える～当事者、家族、支援者は何ができるか？～
第24回「訓覇スウェーデンセミナー」～自我を支えるスーパービジョンの理論と実践～

福祉経営学部（通学）同窓会
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。
昨年より再開いたしました福祉経営学部
同窓会 活動ですが、2017年11月25日に、
経済学部との合同企画を開催させていただ
きました。福祉経営学部からも10名の卒業
生にご参加いただき、数年ぶりの福祉経営

交流会前に開催されたセミナー風景

交流会風景

学部交流会の開催につながりました。
交流会では同窓会運営などに関しても様々なご意見をいただくことができ、充実した会となりました。2018年度も経
済学部との共催や単独での活動も企画していきたいと考えておりますので、昨年より１人でも多くの方にご参加いただき
今後の活動に繋げていければと思います。
本年も福祉経営学部同窓会活動の発展に向け邁進して参りますので、
ご支援のほど、
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

大学院社会福祉学専攻（通信教育）同窓会

吉田 雅俊

2017年度大学院・同窓会合同企画

本同窓会では、毎年の大学院スクーリングに合わせて大学院との合同企画を実施しています。
2017年度は、9月2日（土）、日本福祉大学名古屋キャンパスにて「福祉教育の現状と今後の方向について」をテーマ
に以下のとおり合同企画を実施し、多くの参加者を得て盛会となりました。
【第一部】
記念講演

【第二部】
グループディスカッション・発表

本学社会福祉学部の原田正樹
教授による記念講演「地域共生社
会と福祉教育」をいただき、ICFの
視点を導入した「大人の後姿を見せ
る」福祉教育についての提言がな
されました。

院在学生と同窓生がグループに
分かれ、
「子どもの貧困問題の解
消に向け、地域の特性を踏まえて、
課題とその対策について話し合う」
を課題として活発な意見交換が行
われるとともに、その成果を発表す
ることにより参加者の間で共有す
ることができました。

合同企画 第一部

同窓会総会

【

同窓生・院在学生・
教職員懇親会

】

合同企画終了後、会場を「 サ
イプレスガーデンホテルヴェル
ジェ」に移し、懇親会が行われま
した。合同企画の実施にあたり尽
力された大学院事務室の皆さまに
も参加いただいて、賑やかで楽し
い懇親会となりました。

合同企画 第二部

同窓会公式 Facebook、ホームページの紹介
同窓会公式 Facebook では、各地域・学部・認定同窓会の活動をほぼリアルタイムで
紹介しています。先輩、
後輩のなつかしい顔をみつけることができるかもしれません。ぜひ、
同窓会 Facebook にアクセスして、
「いいね」ボタンをクリックしてください。
地域ブロック、学部、認定同窓会やサークルや有志の方々の様々な学習会、スポーツ
イベント、地域貢献、集いなど同窓生の活動をぜひ同窓会公式 Facebook にご紹介ください。

同窓会Facebook

同窓会ホームページ

日本福祉大学同窓会ホームページでは、全国の同窓会開催情報を日々お伝えしています。日本福祉大学のホームページや Facebookと合わせて、ご活用ください。

第29回社会福祉セミナー「日本福祉大学セミナー in 群馬」 開催報告

「群馬からの福祉力」～だれもが人間らしく生きられる社会のために～
2017年11月18日
（土）
、第29回社会福祉セミナー「日本
福祉大学セミナー in 群馬」を前橋市にある群馬県社会
福祉総合センター8階大ホールにおいて、206名の参加
者を迎えて開催しました。2016年12月に実行委員会が
組織されてから、21名の実行委員と教育文化事業室を
中心とする大学関係者の努力により、9回の実行委員会
を経て当日を迎えることができました。
まず、記念講演では「だれもが人間らしく生きられる社
会のために ～ハンセン病の歴史が現代に問うもの～」と
題して、群馬県議会議員を引退後、ハンセン病の歴史と
人権問題をテーマにした小説を上毛新聞に連載中の、
中村紀雄先生から講演をいただきました。
ご存知のように群馬には「 国立
療養所栗生楽泉園 」があります。
中村氏はイラストを使いながらわか
りやすくその歴史をお話しくださり、
人間が差別偏見をもって彼らを抑圧
してきた現実と、人間として生きる
権利の大切さを熱く語られました。
結びに「基本的人権を保障した日本国憲法がいかに
貴重か、今こそ守っていくことが、今を生きる私達の責
務である」と強調されたことに、多くの出席者が頷いて
いました。
続く基調講演では「人権問題と
福祉力」と題して、本学教授の綿祐
二先生からお話をいただきました。
ご自身の生立ちの経験を交えて、

弱い立場の人を支えるために関係者が試行錯誤をして
いることを知った。他人をサポートするため、きれいごと
でなく、今、自分が何ができるのか、自ら実行できること
から実践していきたいと思う」と、力強いご意見をいただ
きました。全体会で、在学生の保護者が、
「地元に福祉
系の大学が数ある中で、遠い名古屋の日本福祉大学に
通うことになったが、本セミナーを聞いて、娘が本学を選
んで本当に良かった」と話され、同窓生として本セミナー
を引き受けた苦労が癒された気持ちになりました。
番外編ですが、翌日、記念講演で紹介された、
「栗生
楽泉園重監房資料館」の視察ツアーが杉田東京地域
同窓会長の企画で実現し、児玉学長、数納同窓会長は
じめ20名が参加しました。雪が心配されましたが幸い
天候に恵まれ、有意義な実りの多いツアーとなりました。
これも関係者のご尽力の賜物と深く感謝しております。
（文責：第29回社会福祉セミナー実行委員会事務局長 今井 芳明）

具体的にわかりやすく、福祉力を高
めるためには一人ひとりの「人間力」
を高める努力を積み重ねていく必要
性を強調されました。パネルディスカッションは、本セミナー
のテーマである「だれもが人間らしく生きられる社会のた
めに」と題して行いました。パネリストは、子ども支援の立
場から石坂公俊氏・障がい者支援の立場から富張きみ
え氏・高齢者支援の立場から内田真紀氏の3名。コー
ディネーターは、綿先生です。参加者からは、
「それぞれ

「 2018年度 社会福祉セミナー in えひめ」のご案内
日

時

2018年11月10日
（土） 12：00～ 受付

会

場

松山市内

テ ー マ

未定（愛媛県の特色を踏まえて検討中）

13：00〜 開始

2017年、
社会福祉学部は開設60周年を迎え、
各種記念事業を実施
1957年4月、日本で最初の4年制社会福祉学部として誕生した本学社会福祉学部は、今年で開設60周年を迎えました。60年の歴史のなかで
福祉に関わる研究・教育分野を常に切り拓き、これまでに医療・福祉分野をはじめ、公務員・教員、企業など各界で活躍する約38,000人（2017年
3月末現在）
の卒業生を輩出してきました。
また、2017年4月からは
「行政専修」
「 子ども専修」
「 医療専修」
「 人間福祉専修」の4専修制を新たに導入し、卒業後の進路に応じた高い専門性
を身につけることを志向した教育を開始しました。
これまでの研究・教育の成果を振り返り、
さらなる発展を目指すことを目的として、社会福祉学部では同窓会の協力を得て、開設60周年記念事業を
実施しています。
※は日本福祉大学卒業生

シンポジウム「日本福祉大学の学びと地域福祉の展開」
2017年9月30日（土） 会場：美浜キャンパス1231教室

本シンポジウムは社会福祉学部と日本福祉大
プログラム
学同窓会、そして「母校との関係を深め、地域福
記念講演 「地域福祉の推進と社協への期待」
祉の実践と研究の架け橋」となることを目指して昨
野口定久 社会福祉学部教授
年度設立された「社会福祉協議会職員同窓会」
の共催で開催し、全国から80人を超える卒業生お
▪シンポジウム
よび社協関係者が参加しました。
「日本福祉大学の学びと社協職員としての使命」
［シンポジスト］
※
小野信一氏
（元釧路市社協事務局長）
※
田邊 寿氏
（伊賀市社協地域福祉部長）
※
吉田聡子氏
（寝屋川市社協生活支援課係長）
飯田奈緒氏（氷見市社協地域福祉・ボランティア推進課チーフ）※
［コーディネーター］
平野隆之 社会福祉学部教授

▪ワークショップ 「未来の社協職員をめざす」
社会福祉学部生と卒業生・社協関係者の交流会は、
学生による実行委員会が企画・運営を担当しました。

MSW（医療ソーシャルワーカー）交流会「今、
あらためて問う『医療ソーシャルワーク』」
2017年11月4日（土） 会場：美浜キャンパス1232教室

プログラム

▪シンポジウム
「今、
あらためて問う
『医療ソーシャルワーク』」
［話題提供者］
小林哲朗氏
（愛知県医療ソーシャルワーカー協会会長、
※
名城病院医療ソーシャルワーカー）
［シンポジスト］
黒木信之氏
（愛知県医療ソーシャルワーカー協会前会長、名古屋
※
市医師会在宅医療・介護連携室スーパーバイザー）

中村 敬氏
（静岡県医療ソーシャルワーカー協会会長、
※
静岡厚生病院医療ソーシャルワーカー）
山田 剛氏
（三重県医療ソーシャルワーカー協会会長、
介護老人保健施設みえ川村老健支援相談員）
［コーディネーター］
杉浦 顕氏
（元愛知県医療ソーシャルワーカー協会会長、
※
社会福祉学部非常勤講師）

▪情報交換会
〔進行〕
浅野 正嗣氏（元愛知県医療ソーシャルワーカー
※
協会会長、金城学院大学教授）

PSW（精神保健福祉士）交流会「伝統の継承と今後の発展」
2017年11月4日（土） 会場：美浜キャンパス1231教室

プログラム

▪基調講演 「創造の担い手としてのPSW」
※
荒田寛氏
（龍谷大学社会学部教授）
▪シンポジウム 「伝統の継承と今後の発展」
［PSWシンポジスト］
※
竹中秀彦氏
（京ケ峰岡田病院）
※
山口多希代氏
（駒木野病院）

三石麻友美氏
※
（見沼区障害者生活支援センターやどかり）
※
徳山 勝氏
（半田市障がい者相談支援センター）
※
山本綾子氏
（三重県立こころの医療センター）
［コーディネーター］
荒田 寛氏
▪ワークショップ「未来のPSW在学生との交流」

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」
2017年12月16日（土） 会場：美浜キャンパス1231教室

プログラム

［シンポジスト］
堀場純矢 社会福祉学部准教授
▪基調講演 「子どもの貧困
－愛知子ども調査から学んだこと」 渡邊 忍 社会福祉学部教授
※
荒井和樹氏
（全国こども福祉センター 理事長）
後藤澄江 社会福祉学部教授、
［コーディ
ネーター］
後藤澄江
愛知県子どもの貧困対策検討会議座長
▪ワークショップ「子どもの未来をつくるために」
▪シンポジウム
野尻紀恵 社会福祉学部准教授
「『子どもの貧困』実践・研究のこれまでとこれから」 ［ファシリテーター］

※詳細は、
日本福祉大学
ホームページをご覧ください。

検 索

日本福祉大学

社会福祉学部

60 周年

社会福祉学部開設 60 周年事業サイト
http://www.n-fukushi.ac.jp/syafuku60th/index.html

予告

第7回

女性交流サロンのご案内 男性・ご家族・お友達も大歓迎 !

「カンツォーネに魅せられて

～夢を希望に、希望を現実に～」

今回で７回目となる女性交流サロンは、テノール歌手の餅原剛さんとピアニストの小林清佳さんをお迎えし、誰もがよく知ってい
るカンツォーネと日本歌曲を、トークを交えながらたっぷりと聴かせていだだきます。その後、美味しいケーキを味わいながら、
お二人を囲んで楽しいひと時を過ごしませんか。ワンコインで楽しめるミニライブです♪
在学生の方、男性の方もご参加いただけます。皆さまお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。
1.日

時 2018年7月7日（土）14：00 ～ 16：00（受付13：30 ～）

〜  演 奏 者プロフィール 〜

2.会

場 日本福祉大学名古屋キャンパス 南館4階（予定）

3.内

容 ミニライブ＆交流会

餅原

4.出

演 餅原 剛 氏（テノール歌手）、小林 清佳 氏（ピアニスト）

名古屋音楽大学卒業。同大大学院修了。読売中部新人演奏会出演。
日本クラシック音楽コンクール入選。
在学中より、第九・メサイヤ･レクイエムなどのソリストや、
オペラのソロ曲
（トゥーランドット・ジョコンダ・リゴレット他）
で、
オーケストラと多数共演を果たす。
イタリア・ミラノのアルノルド・マントヴァーニ音楽院に留学し研鑽を積む。
イタリア・モナコ・ブルガリアをはじめ、
ヨーロッパ各地のコンサートやオペラに出演。
これまでに「リゴレット」
「椿姫」
「愛の妙薬」
「ラ・ボエーム」
「蝶々夫人」
「魔笛」
「魔弾の射手」をはじめとするオペラに主要な役で出演。
また宗教曲でもその活躍の場を広げている。故田中省三、熊崎雅芳、
カティア・ロローヴァ、
マルチェラ・レアーレの各氏に師事。

5.参 加 費 500円（ケーキ・飲み物付）
6.定

剛（テノール）

員 70名（申込受付順）

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

7.申込方法 ①お名前 ②連絡先電話番号 ③同窓会IDまたは
学籍番号をFAX／メールにて、同窓会事務局まで
お知らせください。
※右のQRコードからもお申し込みいただけます。

小林 清佳（ピアノ）

8.申 込 先 日本福祉大学同窓会事務局
TEL：052-242-3051  FAX：052-242-3052
E-mail : alumni@ml.n-fukushi.ac.jp

愛知県立芸術大学音楽学部ピアノ科卒業。
大学主催のコンサート、
ピアノデュオの愉しみ、宗次ホール ランチタイム
コンサート、
ミッドランドスクエア アトリウムコンサートなどに出演。
ＵＣＬＡにてヴィタリー・マルグリス  マスタークラス受講。百瀬雅恵、熊谷恵美子の
各氏に師事。現在ヤマハ音楽教室にて後進の指導にあたりながら、演奏活動を行っている。

第2回 東海4県教職員の集い

情報安全教育から特別支援教育まで〜
多様な教育実践を報告
開催日：2017年8月26日
（土）

主な内容として、小学6年生（32人）
を対象に、
「本名」と「匿名」の二つ
の立場のチャット体験が学習者の認知に影響を与え、ネット社会を「生
きる力」につながる可能性を示唆するなど情報安全教育の重要性（戸田
  

氏）や、不登校の子どもが「社会とつながる力」を身につけることを重視

会 場：日本福祉大学名古屋キャンパス

し、家庭までの送迎、一人一人が関心を持っている課題に取り組む時

2017年8月26日、名古屋キャンパスにおいて、第2回東海4県教職員

れました。また、
「就学支援委員会委員」
、
「地域特別支援教育コーディ

間の設定、肯定感が得られる学校生活づくりの活動（中島氏）が報告さ

の集いが開催されました。この集いは、同窓会の東海地域ブロック

ネーター」
として、観察や検査、保育士、教員、保護者への相談、助言活動

とあすなろ会（愛知県の公私立小・中・高・市立特別支援学校の教職

（伊藤氏）や、特別支援学校の作業学習（
「クッション・巾着袋を作ろう」
）
および生徒の成長の記録が紹介されました
（山口氏）
。

員同窓会）の共催で開催されたものです。
集いの第1部の研究会では、4名の方から次のような実践報告が行わ

第2部の合同交流会では、参加者の自己紹介、学生時代の思い出、
実

れました。

践報告の感想や意見交換を行いました。交流の中では、
「情報モラル教

１）
「学校教育におけるネット社会を生きる力の基礎を築く学習の追究

育は、今の時代大切な教育であることを実感しました」
「発達障害のあ
る児童へのデイサービスを詳しく知ることができ参考になりました」

（情報モラル教育の関連）
」

「県により就学支援や交流教育の仕組みが異なることが分かり、児童の

講師：戸田和幸氏
（名古屋市立西城小学校）
２）
「発達に困り感のある子どもへの途切れない支援をめざして」

立場から考える機会になりました」
などの感想が寄せられました。
第 3回の教職員の集

講師：中島永至氏
（へいせい義塾館高等学院可児校）
「通常学級における特別支援教育のあり方 ―就学相談・巡回訪問を通して―」
３）

いは 8月25日、名古屋
キャンパスにおいて

講師：伊藤二三郎氏
（四日市市立保々小学校）
「静岡県の特別支援教育の現状と知的特別支援学校中学部での実践」
４）

開催の予定です。同窓

講師：山口真由子氏
（静岡県立浜松特別支援学校）

生の皆さまのご参加を

＊代理発表 髙木徹也氏
（静岡県立天竜特別支援学校）

お願い申しあげます。

大震災救援募金にご協力
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
お願い申し上げます。

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
方々への見舞金と、日本福祉大学災害ボランティアセンターの活動支援などに充当させていただきます。
募金のお振り込みの際に、東日本大震災、熊本地震支援などご指定いただくことができます。通信欄
に明記をお願いいたします。
郵 便 局お振 込 先

口座番号 00850-7-71311

加入者名：日本福祉大学同窓会

同窓 会 開 催 報 告
北海道地域同窓会
「道東地区懇親会」

開催日●2017年8月26日（土）
会 場●ノーザンレストラン・ポーカー
（釧路市）
参加者●18名

北海道地域同窓会は皆さまが参加しやすいよう札幌以外での交流会
も企画します。今回は釧路で2回目を開催し、皆さまに楽しんでもら
えたと思います。その後旭川でも開催しました。今後も多くの方が顔
を合わせる機会を増やすため、各都市での開催を計画していきます。
すでに別海と北見のOBより開催依頼をいただきましたので、現在計
画中です。決定したらご案内しますので楽しみにしていてください。


（文責

梅下 忠弘）

青森県地域同窓会
演
講

題：
「認知症の基礎的理解〜人の理解・ケアの視点から〜」
師：本間 萌 先生
2016年8月27日（土）に八戸市の「ユートリー」で公開講座・総会・
懇親会を開催しました。講師の本間先生のお話を受け、地域で暮らす
住民として、
自分たちでできることについて参加者全員で意見交換し、
非常に楽しい時
間となりまし
た。初めての八
戸市での開催
は、八戸名物の
さばといか尽く
しのお食事と楽
しい会話で盛り
上がりました。
（文責

青森県地域同窓会

開催日●2017年8月19日（土）
会 場●ラ・プラス青い森（青森市）
参加者●14名

演

題：
「誰もが安心して暮らし続けることのできる
地域コミュニティの実現ー地域再生ビジョンー」
講 師：野口 定久 先生
青森市で2017年度公開講座・総会・懇親会を開催しました。講師
の野口先生から熱のこもったお話をうかがい、“地域福祉”について
考えるとともに
“青森のよさ”も
見直す機会となり
ま し た。2018年
度は弘前市で8月
25日（ 土 ） に 開
催予定です。年齢
を問わず、学部を
問わず、職業を問
わず、楽しい時間
を弘前で過ごしま
しょう。


（文責

工藤 摩世）

岩手県地域同窓会

開催日●2017年8月26日（土）
会 場●やはぱーく（矢巾町）
参加者●11名（関係者含む）

「岩手の復興を、念願し！定期総会開催」
被災後6年半となり、本県の被災
地では、
まだ遅れが目立つ復興です。
岩手県地域同窓会2017年度定期総
会が開催されました。会員7名と委
任33名 の 参 加 と 在 校 生1名 が 出 席
し、本県の地域同窓会の活動をどう
行うかを熱心に話し合いました。今
年 度 は、「 物 好
き者の集い」を
行い会員交流す
ることや、今年
度卒業生の祝う
会を企画するこ
とを決めました。
（文責

鹿野 俊彦）

工藤 摩世）

宮城県地域同窓会

開催日●2018年2月4日（日）
会 場●居酒屋てなんご（仙台市）
参加者●16名

前期入学試験にあわせての総会兼新春懇親会は、宮城県同窓会の恒
例行事となっています。今年は大学の大口学務部長をはじめ、山形オ
フィスの大学関係者等4名の皆さまのご臨席もいただき、さらに同窓
会本部から今野理事の参加をいただきました。また現役の通信の学生
の出席もあり、和気藹々のひと時を過ごすことができました。母校の
近況をお聞きしたり、同窓生同士で情報交換ができました。


開催日●2016年8月27日（土）
会 場●ユートリー（八戸市）
参加者●11名

（文責

菅田 賢治）

山形県地域同窓会

開催日●2017年7月29日（土）
会 場●七日町ワシントンホテル（山形市）
参加者●17名

山形市七日町ワシントンホテルを会場に同窓会旗をお借りして
2017年度総会・集いの会（学習会・茶話会）
・懇親会を開催しました。
今年度初めて実施した学習会では、
「家裁調査官の裏話」の演題で同
窓会員の新関正啓さんから講演をいただきました。
また、ケーキとコー
ヒーを準備しての茶話会も初めて開催しました。同窓会員がどこから
でも参加できる総会・集いの会の形態を目指し実施しました。今回も
趣向を凝らした
記念写真と懇親
会で大いに盛り
上がりました。
来年度もさらに
多くの会員の笑
顔を広げていき
たいと思います。
（文責

田中 禎憲）

写真は山形名物「玉こんにゃく」の大鍋です

同窓 会 開 催 報 告
群馬県地域同窓会

開催日●2017年8月26日（土）
（前橋市）
会 場●群馬県社会福祉総合センター
参加者●26名

今年度は群馬県地域同窓会設立40周年にあたり、記念行事として
大学セミナーを引き受けることにしました。開催日が11月ですので、
今回の総会ではパネルディスカッションの予行として、当日の発表者
3名による報告を行いました。コーディネーターを川口先生にお願い
し、有意義な時間とすることができました。福田副学長も参加してく
ださり感謝です。セミナー成功に向けて総決起の場となりました。懇
親会では、恒例
の校歌を高らか
に歌いました
が、今回は特別
出演の伴奏者が
加わり、より宴
が盛り上がりま
した。
（文責

今井 芳明）

埼玉県地域同窓会
演
講

題：
「障害は迷惑じゃない〜相模原事件に触れつつ〜」
師：木全 和巳 先生
2017年度総会が開催されました。講師の木全先生から、30年前と
最近の映像を比較しながら、段差解消などのバリアフリーは徐々に推
進されつつあるが、心のバリアフリーは少しも進んでいないことが語
られました。また、
「迷惑というキーワード」をもとに相模原事件に
ついて様々な視点で解説されました。特に、
「個人として尊重される」
という憲法の「人間としての基本的権利」を萎縮させる効果を、
「迷
惑をかける」という言葉が持っていると指摘されました。（憲法11条
か ら14条、19条 か
ら22条、25条 か ら
27条）
先生は、懇親会に
も参加され、皆で大
いに語り合いました。


埼玉県地域同窓会

開催日●2017年10月28日（土）
会 場●「はなの舞」北浦和東口店
（さいたま市）
参加者●22名

第9回通信教育部同窓の交流会が北浦和で開催され、当日は22名の
皆さまが参加されました。
今回のミニ講話は、「成年後見制度について」のテーマで横田幹事
から報告されましたが、クイズ形式で楽しく制度の内容や課題などが
話されると、
「えっえっー！」とか「そうなんだ！」とかの声も上がり、
自然に身につく講座だと好評でした。
懇親会では、福祉職場に限らず他業種の方々とも福祉大の通信の仲
間として、職場
での悩みごとな
どについて語り
合い交流を深め
ることができ、
有意義な会とな
りました。
（文責

堂口 勝幸）

（文責

（首都圏地域）
「ダウン症の天才書家 金澤翔子書展鑑賞会」

開催日●2017年9月23日（土・祝）
会 場●上野森の美術館（台東区）
参加者●書展鑑賞会：13名、懇親会：8名

ダウン症の天才書家 金澤翔子氏（本学客員准教授）の書展鑑賞会
を企画。東京、神奈川、千葉から13人
が参加。初日・祝日でものすごい人出！
やっと空き始めた16時に入場し、じっ
くり鑑賞できました。会場内でお母様（本
学客員教授）の金澤泰子氏とご一緒に集
合写真をパチリ。翔子氏はサイン会で休
む間もなく大忙しの様
子。順番待ちの長蛇の
列で、私たちが退場し
た後もサイン会に付
きっきりでした。「勢
いのある豊かな書に圧
倒され、感激の連続の
ひと時でした」との嬉
しい感想をいただきま
した。（文責 杉田 哲也）

堂口 勝幸）

東京地域同窓会

開催日●2017年9月9日（土）〜10日（日）
会 場●あいおいニッセイ同和損保新宿ビル・
だん家 新宿NSビル店（新宿区）
参加者●33名（関係者含む）

9月9日〜10日、
訓覇法子先生の通信教育部スクーリング「ソーシャ
ルワーク国際比較」を同窓生公開スクーリングとして実施しました。
初日の講義終了後は、訓覇先生を囲んで通信教育部在学生と同窓生と
の交流懇親会を行いました。
スクーリングを終えた在学生と同窓生（関
東各県、北海道、三重、愛知、長野や海外からの参加も）と、
「申し
込みしてないですけどいいですか」という方も含め30人の参加とな
り、自己紹介や
先生の講義の感
想などで交流。
お酒も入りセミ
ナーの緊張感も
なくリラックス
して笑いもこぼ
れ、和やかな懇
親会となりまし
た。
（文責

東京地域・経済学部同窓会共催

開催日●2017年7月8日（土）
会 場●北浦和カルタスホール（さいたま市）
参加者●32名

杉田 哲也）

東京地域同窓会医療部会

開催日●2017年7月1日（土）
会 場●青渓会 駒木野病院（八王子市）

「駒木野病院見学会＆高尾山ビアパーティ」 参加者●29名（懇親会参加者等含む）

医療部会主催の駒木野病院見学会は今回で3回目。東京、千葉、神
奈川、埼玉、山梨、茨城から27人が参加しました。病院は、広い敷
地が緑に囲まれてとても開放的でした。レクチャー後にグループに別
れ施設内の見学に出発。部屋ごとに工夫が凝らされ、窓も大きく光が
よく入ります。在宅支援、地域支援に積極的に取り組まれている精神
科病院の中でも外来人数が多いことで知られています。施設の方から
「いつでも見学においでください」と言っていただいたので、来年度
にでも4回目を企画したいと思います。
（文責 長久保 妙子）

同窓 会 開 催 報 告
東京地域同窓会

開催日●2017年11月11日（土）〜12日（日）
会 場●あいおいニッセイ同和損保新宿ビル・
とんかつ伊勢 新宿NSビル店（新宿区）
参加者●65名

11月11日〜12日、訓覇法子先生の通信教育部スクーリング「認知
症ケアと自我心理学」を同窓生公開スクーリングとして実施し16人
（関東各県、愛知、京都、岐阜、長野からも参加）が聴講しました。
真面目に学習した1日目の夜には、訓覇先生を囲んで通信教育部在学
生と同窓生との大交流懇親会を行いました。スクーリングを終えた通
信在学生と同窓生と、「申し込みしてないですけどいいですか」とい
う当日飛び込み
も 含 め て65人
の参加となり、
お店のキャパを
超える満員貸し
切り状態でした
が、ワイワイが
やがやと楽しい
交流・懇親の場
となりました。
（文責

東京地域同窓会

開催日●2017年11月19日（日）
会 場●重監房資料館、草津温泉街（草津町）

「日本福祉大学セミナーin群馬」応援自主企画
参加者●20名
「重監房資料館」見学会と草津温泉を楽しむ日帰りツアー

11月18日の「第29回日本福祉大学セミナーin群馬」に合わせて翌
19日に草津温泉から1.5km東に位置する国立療養所栗生楽泉園に併
設された「重監房資料館」見学会と草津温泉を楽しむ日帰り企画を、
関東各県、新潟、愛知から20人の参加で行いました。セミナーでは、
「だれもが人間らしく生きられる社会のために」というテーマに沿っ
た記念講演「ハンセン病の歴史が現代に問うもの」を聞いて学び、翌
日には実際に現地まで行ってさらに理解を深めることができました。
2日間セットでこその実りある研修になりました。 （文責 杉田 哲也）

杉田 哲也）

東京地域同窓会
子ども部会

開催日●2018年2月10日（土）
会 場●島田療育センターはちおうじ（八王子市）
参加者●31名

神奈川県地域同窓会

開催日●2017年8月27日（日）
会 場●福祉保健研修交流センター ウィリング横浜（横浜市）

「通信教育学生との相談・交流会」参加者●48名

今年で4回目の見学会。説明と施設見学は、島田に勤めて3年目の卒業生
の益田さん（コーディネーター）です。まず、本院の島田療育センター（多
摩市）のDVD視聴。島田療育センターが日本で最初にできた重症心身障が
い児者の施設であり、島田さんの後押しがあっての施設だったので「島田
療育園」になったことや入所施設の説明がありました。島田療育センター
はちおうじはそのブランチで、外来診療と重症心身障がい児者の通所、こ
どもクリニック「えみんぐ」、発達障害児支援室「からふる」がある施設
です。元都立八王子小児病院が閉院となって、市民運動の結果生まれた施
設で、全体を八王子市が管理して、小児・障害メディカルセンターとして、
夜間診療、障がい者歯科診療が入っています。療育診療は相談から受診ま
でが8、9 ヶ月になっているため、小児診療の「子ども相談外来」でコーディ
ネーター面接後、早期に対応し
た方がいいケースは早めに医
師に繋げることをしているそ
うです。益田さんが学会発表し
た資料も拝見して、卒業生が元
気に活躍している姿に感動し
ました。
（文責 松山 容子）

オープニングは「精神障がい者が地域で暮らすための支援」をテー
マに、青木聖久先生からの講義を聞いた後に、グループごとに分かれ
て日頃の学習方法や実習、国試対策や就職などについての悩みや不安
を出し合いながら、また、教職員や卒業したてのOBより、自分の体
験談なども交えた助
言をしてもらいなが
ら交流しました。今
回は会場も狭いた
め、募集定員をあら
かじめ絞り込んだこ
ともあって討議も深
まり、その後の居酒
屋での交流会にも
36名 が 参 加 し 大 変
盛り上がりました。

山梨県地域同窓会

富山県地域同窓会

開催日●2017年9月2日（土）
会 場●かいてらす（甲府市）
参加者●20名

毎年参加の方だけでなく、初参加の同窓生の割合が多く、また例年
よりも学生が多かったです。アットホームな山梨県地域同窓会の良さ
と、新しいネットワークが構築できた会でした。今回も全員が語ると
いうことを大切にし、大いに交流しました。二次会にも多くの方に参
加していただきました。2018年度も9月8日（土）16時より「かいて
らす」にて総会・大交流会を開催します。多くの方の参加をお待ちし
ています。
（文責 三枝 健一）



（文責

倉持 里江）

開催日●2017年7月1日（土）〜2日（日）
会 場●富山国際会議場・酒菜家おあじ（富山市）
参加者●スクーリング：5名、懇親会：15名

今年度も7月1日・2日の通信教育部の富山スクーリングを公開して
いただきました。5名が参加し、皆さま熱心に受講。3名のゲスト講
師の先生の講義もあり、内容が盛りだくさんで消化し切れていない感
が…（汗）
1日 目 の 講 義 終 了 後 に は
「李先生を囲む会」と銘打っ
ての交流会。ゲスト講師の手
島先生、小島先生、通信教育
部事務室の松下さんにもご参
加いただき、授業や仕事の時
とは違うステキな一面を見る
こともできました。それぞれ
に頑張る仲間の話を聞いて、
「私もまだまだ頑張らなく
ちゃ」と気持ちを新たにしま
した。参加してくださった皆
さま、ありがとうございまし
た！
（文責 田森 万理恵）

同窓 会 開 催 報 告
富山県地域同窓会

開催日●2017年8月5日（土）
会 場●柚柚〜yuyu 〜 富山店（富山市）
参加者●5名

8月5日に若手同窓会を開催しました。当初はバーベキューを予定
していましたが、仕事の調整がつかず、夜に交流会を行うこととなり
ました。
参加者は5人と少数でしたが、その分仕事上の悩みややりがいにつ
いて深く話し合うことができました。大学の同窓生同士で仕事上のや
りがいについ
て、また悩みや
不安を相談でき
る関わりがある
ことで、気持ち
を切り換えて仕
事につくことが
できたと思いま
す。
（文責

髙井 瑶恭）

富山県地域同窓会

10月21日に開催された大学セミナーに合わせて、総会と懇親会を
開催。総会では、役員体制の変更、会計、活動の報告を行いました。
役員は、会長、事務局長が交代。新メンバーも加わり、20代から60
代まで幅広い年代の構成となりました。
総会後の懇親会には大
学セミナーの講演をして
くださった藤田先生、齋
藤副学長、粉川教育文化
事業部長、同日開催の北
信越地域ブロック代表者
会議の参加者から3名に
ご参加いただき、にぎや
かな会となりました。い
つも以上にいろいろな方
と 交 流 が で き て、 楽 し
かったです。


福井県地域同窓会

開催日●2017年6月25日（日）
会 場●福井県社会福祉センター（福井市）
参加者●31名

演

題：
「社会福祉実践に求められるもの
〜日本福祉大学の歴史に学ぶ〜」
講 師：明星 智美 先生
今年度の本県地域同窓会の総会・研修会には31名の出席がありま
した。総会に先立って行われた研修会では、明星先生による講演があ
り、日本福祉大学の開学から現在に至るまでの福祉に関する研究・教
育・実践の変遷を辿りながら、福祉職として求められる視点・考え方
等についてのお話をいただきました。その後の総会では、昨年度の事
業報告、今年度の
事業計画などが全
会一致で承認され
ました。


（文責

演
講

開催日●2017年8月27日（日）
会 場●高山市総合福祉センター（高山市）
参加者●15名

題：
「昔のトイレ事情おもしろ話」
師：二村 静夫 氏（下呂合掌村ボランティアガイド）
飛騨支部設立の時期が年度中であった経緯から11月ごろ開催して
いた総会時期を年々早め、今年度は8月27日に開催しました。15名
の出席者のうち、初めての方や通信教育部在学中の方の参加もあり嬉
しく思いました。
総会後の講演は講師の二村さんが半被、鉢巻、腰籠とカビ（腰で下
げ煙で蚊を避ける）を着け、昔の農夫姿でコテコテの飛騨弁で面白可
笑しく語られ、笑
いの絶えないお話
でした。一般の方
も3名聴講されま
した。
（文責

（文責

田森 万理恵）

福井・石川県人会
「福祉大学祭出店」

開催日●2017年11月4日（土）
会 場●美浜キャンパス
参加者●20名

福井・石川県人会は2007年に設立して10年目を迎えました。この
間、大学祭にも毎年欠かさず参加しており、今年度は恒例の「とり野
菜みそ鍋」と「梅味の焼き鳥」を販売しました。当日は学生時代に県
人会の運営を担ってくれた卒業生も遠方より駆けつけ、学生との再会
を喜ぶだけでなく、新入生と交流する様子が見られました。県人会は
学生時代に培ったつながりが、卒業後、地元でも大いに活かせる集ま
り。多くの学生にそのメリットを感じてもらいたいと思います。


（文責

小寺 功祐）

高田 勝之）

岐阜県地域同窓会飛騨支部



開催日●2017年10月21日（土）
会 場●富山県民会館・ビストロ酒場やなぎ屋（富山市）
参加者●総会：9名、懇親会：17名

松井 孝喜）

名古屋地域同窓会

開催日●2017年8月5日（土）
会 場●名古屋キャンパス
参加者●58名

「同窓生の集い」を、名古屋キャンパス北館8階にて開催しました。
第1部の総会では、2016年度の事業報告・会計報告・2017年度の事
業計画が承認されました。第2部では、学長の児玉善郎先生から大学
の近況報告があり、引き続き「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」というテーマにて講演していただきました。第3
部は懇親交流会を
開催し、自己紹介
や名刺交換・余興
で交流を図りまし
た。児玉学長はじ
め福田静夫名誉教
講演会
懇親交流会
授にも最後までご
参加をいただき、
貴重なお話を拝聴
することができま
した。


（文責

神谷 良治）
集合写真

同窓 会 開 催 報 告
西三河／碧海地域同窓会
「知立の集い」

開催日●2017年9月16日（土）
会 場●リリオ・コンサートホール（知立市）
参加者●16名

演
講

題：
「地域のチカラでめざす地域共生社会」
師：大林 由美子 先生
第1部は、大林先生の講演、第2部は、トークセッション「日福で
学んだ私だからできる地域づくり」をテーマに、①大学で学んだこと、
②私の強みの2点について、参加者全員が発表し合い、お互いを知り、
理解し合うよい機会になりました。終わってからのアンケートでは、
「人とのつながりの話が聞けて力をもらった」
「充実した時間だった」
「全参加型の集
いを計画した先
生、役員の方々
に感謝します」
等の感想をいた
だきました。
（文責

木内 正範）

瀬戸・尾張旭・長久手
地域同窓会

開催日●2017年10月22日（日）
会 場●パルティせと（瀬戸市）
参加者●19名

演
講

題：
「誰もが安心して住み続けられる支え合いのまちづくり」
師：児玉 善郎 先生
同窓生と市民向けに開催している文化講演会は10回目となり、児
玉学長を迎えて行いました。開催日が選挙投票日と重なり、また、台
風の影響で悪天候。全体
で19名 の 参 加 で し た。
今回は市民向けチラシの
ほか地元新聞やFMラジ
オ局などに広報しまし
た。また、在学生の保護
者にも案内して、在学生
1組 の 参 加 が あ り ま し
た。講演会に引き続き総
会と懇親会を行い、本部
からの参加もあり、大い
に交流を深めました。


（文責

眞浦 秀雄）

「①日福大で学んだこと、②私の強み」を発表している場面

西尾張地域同窓会

開催日●2017年8月27日（日）
会 場●尾張一宮駅前ビル「i-ビル」（一宮市）
参加者●31名

演
講

題：
「障害は迷惑じゃない〜相模原事件に触れつつ〜」
師：木全 和巳 先生
定例の総会に合わせて講演会・懇親会を開催し、31人の参加があ
りました。総会に続いて行われた講演会では、映像も交えながらの先
生の熱弁に、予定時間を超えて盛り上がりました。懇親会では、参加
者による近況報告もあって、楽しい時間を過ごすことができました。
今後も各種行事を開催していきますので、皆さまのご参加をお待ちし
ています。
（文責 大㟢 敬介）

三重県地域同窓会
演

題：
「人口減少時代の地域福祉
ーゆるやかな地域共同体への愛着ー」
講 師：野口 定久 先生
日本福祉大学セミナーとは別にて、三重県地域同窓会講演会・総会・
交流会・懇親会を開催しました。
交流会では、班別に分かれ自由に仕事の内容や経験などを情報交換
し、交流を深めていただく事ができました。
懇親会では、参加者全員に一言お話しいただき、新たな出会いもあ
る楽しい時を過ごす事ができました。
今後も多くの
方にお気軽に出
席いただける同
窓会を開催して
いきたいと思い
ます
 （文責

近畿ブロック
通信教育部スクーリング後交流会

開催日●2017年8月26日（土）
会 場●ダイニング Cafe Aggre京橋店（大阪市）
参加者●28名

スクーリング後の開催のため20時と遅い時間の開始でしたが、2府
1県から集まっていただきました。岩田純先生の挨拶でスタートしま
したが、それぞれが積極的に交流して日ごろの悩みを共有し、すぐに
LINE交換をされていました。途中で行った自己紹介では資格取得へ
の熱い思いを語る方が多く、2時間があっという間でした。最後は井
上睦先生の挨拶を一本締めで締めていただきました。今後の学びに繋
がればと思います。
（文責 江坂 竜二）

開催日●2017年10月15日（日）
会 場●四日市シティホテル（四日市市）
参加者●38名

中川 豊）

大阪地域同窓会
中河内・大阪市東部エリア懇親会

開催日●2017年6月23日（金）
会 場●わさびや（大阪市）
参加者●17名

暑さも本格化してきた6月23日に、中河内・大阪市東部エリア懇親
会を上本町の「わさびや」にて開催しました。
参加メンバーは、通信教育部卒業生・在学生、昨年に引き続きの参
加者を含む17名の多彩な顔触れとなりました。
店貸切で、店主自慢の食事と日本酒で舌も滑らかになり、学生時代
の自慢や社会福
祉士取得後キャ
リアアップの相
談、就職活動の
話など、大いに
盛り上がりまし
た。
 （文責

倉町 健）

同窓 会 開 催 報 告
大阪地域同窓会

開催日●2017年7月22日（土）
会 場●大阪サテライト・わさびの花（大阪市）
参加者●43名

2年ぶりの総会を開催しました。記念講演会は大学セミナーと同窓
会の合同開催となりました。講師は「物づくりの町」、東大阪で会社
経営をされている安川昭雄氏を招聘しました。今回は初めて同窓会側
が大学セミナー講師をお願いしました。講演会は法音寺関係の方も参
加され、未来を語り前向きになれるきっかけになるものでした。総会
への参加が少なかったのは残念でしたが、新しい役員も選任し体制強
化ができたと思っ
ています。懇親会
は児玉学長と安川
氏にも参加いただ
き、大変盛り上が
りました。


（文責

大阪地域同窓会
堺・泉州エリア交流会

堺市内のレストランにて、
堺・泉州エリア交流会を開催したところ、
16名の会員が参加されました。参加者の中には介護事業所経営者、
税理士、介護支援専門員として活躍されている方や、今年通信を卒業
され、アルコール専門病院のソーシャルワーカーをしている方もおら
れました。参加した会員同士で交流を深め、大学で学んだことを原点
に、ともに頑張ろう！と熱く語り合い、散会しました。


（文責

御坊谷 隆）

江坂 竜二）

大阪地域同窓会
tea time交流会〜第7弾〜

開催日●2017年9月9日（土）
会 場●ジュディ カフェ（大阪市）
参加者●21名

今回のtea time交流会では初めての参加者もおられ、各テーブルご
とに会話が弾み、とても明るい雰囲気で交流ができました。福祉とい
う分野を学ぶ楽しさや、学んだことを仕事で生かすことの難しさ等の
話で盛り上がり、それぞれ有意義な時間を過ごせたのではないかと感
じました。
交流会の会場としては、
「わかりづらい」という意見もありましたが、
店内の雰囲気の良さを絶賛する声も聞かれました。 （文責 久保 瑠美）

奈良県地域同窓会

島根県地域同窓会

開催日●2017年11月18日（土）
会 場●松江テルサ（松江市）
参加者●25名

題：
「地域共生社会（我が事）と
総合相談体制（丸ごと）の仕組み」
講 師：野口 定久 先生
昨年度に引き続き本学より野口定久先生を迎え、研修及び研究会を
行いました。基調講演後「研究会」として、先生を含め参加者全員で
グループワークを実施。実事例をもとに協議・検討を行い、それぞれ
の価値観や意向を含め、その方自身の今後の方向性のほか、地域の諸
問題、今後の再生策などを見出しました。あわせて当同窓会の地域に
おける今後の役割、また地域の今後の対策を考えるに役立つ研究会で
した。
（文責 林 政彦）

開催日●2017年12月2日（土）
会 場●奈良商工会議所（奈良市）
参加者●33名

演

題：
「対話や交流の場づくりーコミュニティプレイス
『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
2017年度奈良県地域同窓会総会を開催しました。総会では昨年度
の総会から1年間の活動経過報告や今年度の活動方針等について確認
したのち、出席者全員の自己紹介・近況報告を行いました。
総会終了後は、国際福祉開発学部長の吉村輝彦先生をお招きして公
開講演会を開催しました。ご講演テーマの「たかはま ざっくばらん
なカフェ」は、日本福祉大学「高浜市まちづくり研究センター」の企
画運営により2011年7月から行われており、先生のご講演を通じて、
これからのまちづくりや地域福祉に必要な「多文化共生社会」の創設
や、対話と交流の「場」と「縁」のデザインについて多くのことを学
ぶことができました。
なお、近畿府県や遠くは愛媛県からの同窓生の参加もあり、懇親会
での和やかな歓談など充実した一日を過ごすことができました。


演

開催日●2017年8月25日（金）
会 場●BISTRO Le Ciel（堺市）
参加者●16名

（文責

岡山県地域同窓会
演
講

村田 清）

開催日●2017年10月7日（土）
会 場●倉敷市芸文館（倉敷市）
参加者●15名

題：
「障害者スポーツの可能性に迫る」
師：藤田 紀昭 先生
倉敷市芸文館にて文化講演会、
総会ならびに懇親会を開催しました。
文化講演会は新しく創設されたスポーツ科学部の藤田先生よりご講
演をいただきました。
また、
岡山県障害者スポーツ協会理事、
岡山県障害者フライングディ
スク協会会長で、元岡山県地域同窓会長の難波茂氏より、
「岡山県の
障害者スポーツ」と題して実践報告をいただきました。
総会では、①
2016年 度 事 業
報告・会計報告、
②2017年 度 事
業計画・予算に
ついて協議し、
原案どおり承認
されました。
（文責

米田 宣和）

同窓 会 開 催 報 告
岡山県地域同窓会

「通信教育部スクーリング講義お疲れさまでした！！
ようこそ岡山へ！通信生・同窓生合同懇親会」

開催日●2017年10月28日（土）
会 場●又来軒 岡山駅前店（岡山市）
参加者●25名

通信生5名、同窓生・関係者20名の計25名が出席し、開催しました。
今年は中国地域ブロック代表者会議後の懇親会と合同だったため、
多くのご出席をいただきました。
第1日目のスクーリングを終えた通信生は、中国ブロック各県の同
窓生とともに福祉の現状や課題を積極的に情報交換し、時には仕事の
やりがいや悩みなども相談されていました。
来年度もお会いできることを楽しみにしています。（文責 米田 宣和）

岡山県地域同窓会・
中国ブロック地域同窓会

「同窓会設立60周年記念プロジェクト 社会福祉の専門性について語り合おう会」
福祉経営学部 訓覇法子先生のもと、出席者26名が通学・通信、年
代別に分かれてフォーカスグループを編成。
大学の学びが参加者それぞれの人生においてどのように影響し、専
門性を育んでいったのか時間をかけて振り返りました。
こうして同じ立場の人が集まることで、あらためて自由と多様性を
認める学生風土、そして福祉の第一線で活躍するOBやOGを輩出し
た歴史ある日本福祉大学の素晴らしさに気づいた一日となりました。


岡山県地域同窓会
原田正樹先生を囲む会

開催日●2018年2月3日（土）
会 場●Ryoutei（リョウテイ）奉還町本店（岡山市）
参加者●10名

一般入試前期試験監督で来岡された原田正樹学長補佐をお迎えし、
同窓生や通信生とともに懇親会を開催しました。
大学近況報告をはじめ、地域共生社会の概念、知多半島におけるボ
ランティア・NPO連携のまちづくり、2040年に向けた社会福祉施策
の将来像など多岐に渡りご教授いただきました。
今回は原田先生とお話出来る貴重な機会とあって、県内外からご参
加いただきました。誠にありがとうございました。 （文責 米田 宣和）

（文責

広島県地域同窓会
「県北の集まり」

開催日●2017年9月30日（土）
会 場●にぎたつ会館（松山市）
参加者●11名

2017年度総会開催！
9月30日（土）恒例の地域同窓会総会を「にぎたつ会館」にて開催。
参加者の自己紹介のあと2016年度の行事報告や会計報告。2017年度
の行事予定や予算、役員体制などを審議して可決。ホテルのランチを
楽しみながらひと時を過ごしました。他県からも参加していただき
11名の参加となりました。同窓生の新山さんが、2017年度松山市社
会福祉大会で自立更生の表彰を受けたお祝いも（写真）。来年度は愛
媛県が日本福祉大学
セミナーの開催地と
なっています。大き
な企画ですが皆さん
ご協力を。


（文責

水野 喜代志）

米田 宣和）

開催日●2018年1月20日（土）
会 場●鳥小屋（三次市）
参加者●10名

今年度も慣例である県北の集まりを三次市の「鳥小屋」で開催。7年
前から毎年1月第3土曜日に開催しています。常連メンバー9名と13
年振りの方、計10名の参加を得て実施。1年間の家族・仕事等の近況
報告の場です。最初の年度を鮮明に覚えていませんが、1973年か
1974年頃から始まり、既に同じ会場で44回も開催しておりますこと
は誠に奇遇です。2019年は1月19日
（土）
18時30分から予約済です。
「鳥小屋」は、
三次市では「と
り足・串・炭火
焼」で有名な御
料理店です。
（文責

愛媛県地域同窓会

開催日●2017年10月29日（日）
会 場●第一セントラルビル1号館 3階 中ホール（岡山市）
参加者●26名

畠山 護三）

高知県地域同窓会
演
講

開催日●2017年7月15日（土）
会 場●高知会館（高知市）
参加者●38名

題：
「イギリスにおける子ども・若者の貧困・社会的排除と対策」
師：木戸 利秋 先生
木戸利秋先生の講演と卒業生からの報告として「若者サポートス
テーション勤務からの報告」が仙頭政子さんからありました。仙頭さ
んの報告は、生涯現役で決してあきらめず、若者の自立に向けて活動
される姿が感動を呼びました。
同窓会総会では活動報告、会計報告を行いました。今年度は、初め
ての試みとしてお花見、職場見学を計画し、呼びかけをしました。
懇 親 会 も10名
が参加し、旧交を
温めました。また
県外からの参加者
もあり交流ができ
ました。


（文責

上村 文香）

同窓 会 開 催 報 告
高知県地域同窓会
職場訪問

開催日●2017年8月18日（金）
会 場●高知ハビリテーリングセンター（高知市）
参加者●8名

高知県地域同窓会
第6回新年会

開催日●2018年1月19日（金）
会 場●高知パレスホテル（高知市）
参加者●10名

はじめにセンター長からご自身が交通事故に遭われて車いす利用者
になった事や、かつて同じ職場で上司として絶えず励ましてくれた故
野村清司前地域同窓会長との思い出、施設の前身である県立身体障害
者リハビリテーションセンターを改称し運営を開始した経緯や現障害
者自立支援法における事業内容についてお話しいただきました。参加
者一同大変勉強になり、感銘を受けました。
施設名の「ハビリテーリング」という聞き慣れない言葉はスウェー
デン語で「各々の目標に向かって能力を獲得する為のトレーニングそ
のものである」という意味だそうです。
また、併設の高次脳機能障害者相談支援センターは県内唯一のもの
だそうで、その取り組みについても紹介していただきました。
相談ケー
スも年々増えているとの事で、このセンターの果たす役割は大きいと
感じました。
説明後は同窓生の案内で施設内を見学し、その丁寧な説明により利
用者の方々の生活や作業の様子などがよく分かりました。
今回の研修は同窓会活動としての学びを深める大変有意義な企画で
あったと思います。今後も継続して同窓生の職場をお互いに訪問し合
う企画となれば良いと思いました。
（文責 倉口 長生）

毎日の仕事・家事に明け暮れる毎日ですが、気が付けば卒業して20
数年が経過。毎年、お声かけをいただいていた同窓会にやっと参加す
ることができました。やっぱり懐かしい「日福魂」は、いくつになっ
ても何年経っても変わらず健在ですね。中には初めての方もおられま
したが、これを機会に末永くお付き合いできればと思いました。

宮崎県地域同窓会

九州学ゼミ

開催日●2017年8月26日（土）
会 場●ホテルメリージュ宮崎（宮崎市）
参加者●27名

2017年度の定期総会を8月26日に開催しました。行事が重なり参加で
きない同窓生が数名あり、27名の参加となりました。今年度の反省を踏ま
えて次年度は8月上旬の開催を予定しています。総会後は初めての試みと
して、分野別の情報交換会を実施しました。事前に希望をとってグループ
編成しました。①高齢者関係②障がい児者、教育関係③地域福祉関係A④
地域福祉関係Bという1グループ6名〜7名の4グループでの情報交換会とな
りました。以下のような白熱した意見が交わされました。
●どこの分野も人材不足に悩んでいる。●福祉と教育で上手く連携が取れ
ない現状がある。●地域における高齢者は増えているが、高齢者クラブの
参加者は減っている。子供会、自治会等既存の団体の加入率減が地域福祉
における課題である。●これからのキーワードは福祉教育である。地域の
中で核となって意図的に人と
人を繋げて、福祉教育に取り組
んでいくのが社協であろう。
いろんな事に気づかされ、学
びの多い分野別の情報交換会
になったようでした。


（文責

開催日●2017年5月23日（火）～24日（水）
会 場●神宮会館（伊勢市）
参加者●10名

今年は、三重県伊勢市に集まりました。神宮徴古館、神宮農業館そ
して神宮美術館を見学し、おまつりを通しての神宮の営み、おまつり
の御料など敬神の念を表す諸
事諸物にふれました。その後、
神宮会館に泊まり、会員相互
の情報交換や雑感を出し合
い、和やかで楽しいひと時を
すごしました。
翌日は、会館職員から内宮
の説明を受け、外宮のせんぐ
う館を見学するなど伊勢神宮
の在り様を理解しました。昼
は伊勢うどんを食して、次回、
岐阜大垣での再会を楽しみに
散会しました。
（文責

（文責

中本 典子）

開催日●2017年5月3日（水）
会 場●いのちのたび博物館他（北九州市）
参加者●9名

風薫る5月、北九州市にてフィールドワークを開催しました。
今回は、TOTOミュージアム、世界遺産に認定された八幡製鉄所の
外観、いのちのたび博物館等を見学しました。職業も年齢もバラバラ
な通信卒業生による九州学ゼミは、常に学びたいという「にっぷく
精神」そのもの。これからも飽くなき探検を続けたいものです。


（文責

村井 麻木）

川㟢 久則）

チラリ会





稲川 清定）

綿先生を囲む会

開催日●2017年6月30日（金）
会 場●大阪サテライト
参加者●37名

2017年6月30日、福祉経営学部（通信教育部）綿祐二学部長をお
招きし、講演会を開催しました。障害のある方にとっても住みやすい
街づくり、障害があっても地域の一員として豊かに暮らせるような社
会を実現させるためにはどのようなことが必要か理解を深めて行くか
を考える講演でした。資料に基づき進んで行きましたが、時間が足り
ないながらも皆さまから
の質問もあり充実した講
演会が開けたかと実行委
員も喜んでいます。次回
開催する事ができるよう
に努めていきたいと思い
ます。 （文責 東郷 小百合）

同窓 会 開 催 報 告
Ⅱ部43年度1C
（昭和46年度卒業）クラス会

開催日●2017年7月5日（水）
会 場●北海道新横浜店（横浜市）
参加者●11名

卒業して45年、先のクラス会から12年目。東京近郊の有志でスター
トした今回の集まりに、宮崎市や新潟市から各1名と名古屋近郊の3
人に、浜松市からの1人を含めて11人が参加しました。45年ぶりに
再会したメンバーも昼食をとりながら近況を話し合ううちに、いつの
間にやら昔に戻っての会話になっていました。昼食後には近くのカラ
オケルームを2時間借りて、歌は一曲も歌わずに話し続けました。そ
の中で、今回参加予定だったメンバーや、参加を呼びかけたメンバー
の近況もわかりました。最後には、全員に呼びかけてクラス会を開催
することを決め
ました。
（文責

田中 和行）

200F同窓会

卒業から12年、梅雨明け前の美浜キャンパスに集いし13名の仲間
たち。少し変わったキャンパスと相変わらずの楽しい仲間。懐かしの
コミセンでワイワイしたり、キャンパス内を巡ったりして、穏やかな
ひと時を過ごしました。再会の距離をグッと縮めてくれたのは、優し
い雨と似た服装、そして子どもたち。最高に楽しかったです。次回は
5年後を目標にして、より多くの仲間たちが一堂に会せるよう、企画
できればと思い
ます。もし、よ
ければ、一緒に
企画しましょ
う。それまでお
元気で、ありが
とう。
（文責

障害者福祉研究会

開催日●2017年8月11日（金）
会 場●ELLE HALL Dining（名古屋市）
参加者●43名

障害者福祉研究会は、障害者を取り巻く様々な問題をボランティア
活動を軸に学んでいたサークルです。今回は、1980年代に所属して
いたメンバーが総勢43名集まりました。卒業以来30年振りの再会や、
世代が違うため初めて会う人もいました。今回の同窓会を契機に交流
名簿を作成したので、終了後も交流が拡がっているようです。また、
翌日には南部青年学級というボランティア団体の同窓交流会をハシゴ
して行いました。こちらの団体は、まだ学内に現存しているようです。


（文責

若林 陽子）

開催日●2017年8月27日（日）
会 場●伏見BHスタジオ（名古屋市）
参加者●6名

今回の半田キャンパスボランティア同窓会（ボラ会）は、K玉さん
のパーソナルカラー診断付き！贅沢な時間を過ごすことができまし
た。卒業後のライフスタイルは、仕事、育児などそれぞれ違いますが、
自分に似合う色を通じて生活を鮮やかにするヒントをたくさん教えて
もらいました。
年1回程度、何ら
かの形でボラ会を開
催しています。今回
の参加者は少数でし
たが、次回も楽しい
企画を設けたいと思
います。また！会い
ましょう！


（文責

澤田 夕香）

魚岸 実弦）

野中猛ゼミ同窓会

開催日●2017年8月26日（土）～27日（日）
会 場●ソルティーレイクサイド＆ソルティーレイクインin浜名湖（湖西市）
参加者●14名

「われら」野中ゼミ卒業生は、野中猛先生の思いを継承するために
定期的に集まっています。
今年は静岡県の浜名湖にて、愛知、三重、静岡、長野から14名の
参加がありました。毎回集まっては、野中先生の偉大さや遺していっ
てくださったものを共有し追想にふけっています。
「われら」は先生
の好きな言葉の1つでした。
また、同窓会活動以外にも、野中先生から学んだことを実践で活か
し、学会等で発表もしています。野中先生が伝えられなかったこと、
「われら」が先生
の代わりとなって
伝え続けています。
（文責

半田キャンパス
ボランティア同窓会

開催日●2017年7月9日（日）
会 場●美浜キャンパス
参加者●13名

平野 慎一朗）

全社ゼミ関係者同窓会

開催日●2017年9月7日（木）～8日（金）
会 場●別府鉄輪温泉 ホテル山水館（別府市）
参加者●9名

9月7日から1泊2日の日程で別府温泉において開催しました。遠く
は北海道網走から参加、初参加も2人あり総勢9名。年齢層も60歳～
70歳超。初日は雨の中の地獄巡り、翌日は天気にも恵まれ高崎山の
お猿さんの縄張りやボスの存在について学び、餌の時間を本能で
キャッチする圧巻の集団行動にただ見とれる我々一同でした。懇親会
では質問形式で
個々の現状紹介や
全社ゼミ時代の思
い出に花が咲き、
社学連時代の話を
先輩から聞き、懐
かしさに胸を熱く
する場面も。2年
後の関西・奈良で
の再会を約束して
散会しました。
（文責

石塚 美恵子）

同窓 会 開 催 報 告
日本福祉大学
牧野ゼミ同窓会

開催日●2017年9月23日（土）
会 場●名古屋国際会議場他（名古屋市）
参加者●23名

当同窓会は1998年に設立し、今回が13回目？の集まりになります。
牧野忠康先生には「社会に必要とされるソーシャルワーク実践とは～
これからの私たちに期待すること～」をテーマにご講演いただき、
「ソーシャルワーカーである前に。まず人間として豊かな人になるこ
とが大切なこと」といったソーシャルワーカーとしての心得を私たち
に再確認させて
くださいまし
た。懇親会では
近況から昔懐か
しい話で盛り上
がり、次回開催
を約束して終了
しました。今後
もこの繋がりを
大切にしたいと
思います。
（文責

昭和37年度卒業
社会福祉学部Ⅰ部同期会

昭和37年度卒同期会を2017年10月4日～5日に宮崎県小林市「須
木の山里すきむらんど」において開催しました。参加者は、16名（内
家族2名）で皆、学生時代にタイムスリップした想いで盛会でした。
今回は卒業後55年目に当たる紀念の年でもあり、感激も深く人生の
節目となる熱い想いで参加しました。2年前の同期会において75歳に
なったので、一旦
休止を宣言した後
の再開第一回でし
たが、全員一致で
次回開催を決定
し、三重県を中心
に東海三県で開催
する事を決めまし
た。


（文責

伊藤 洋八）

中山 照雄）

32勢和会

開催日●2017年10月19日（木）～20日（金）
会 場●浅草ビューホテル（東京都台東区）
参加者●10名

傘寿を迎えた仲間、新年を迎えれば傘寿も寸前の仲間達。昭和32
年度に入学した勢和寮生が中心となって1993年に「32勢和会」を神
戸の地舞子で立ち上げました。以来、毎年夫々の出身地を巡りつつ、
今回で記念すべき25回目を迎え、東京浅草に10月19日（木）、20日
（金）の2日間集うこととなりました。第一日目は、学生時代と寮生
活の25年間を振り返りつつ、それぞれ近況報告に時間を費やしまし
た。二日目はスカイツリーの見物と外国に来たかと思える仲見世通り
から浅草寺の散策を楽しみました。その後、来年の場所を東海地区と
確認し上野駅で解散しました。
（文責 鈴木 和信）

たそがれ会

（日本福祉大学医療問題研究会）

トロッコセツルメント
OS会

開催日●2017年10月27日（金）
会 場●鹿島屋旅館（金沢市）
参加者●26名

梢の先がうっすら紅色に染まる初秋の金沢で、1974 ～79年度にか
けて卒業したメンバーを対象にしたOS会（同窓会）が行われました。
卒業以来、43年ぶりに再会した仲間も多かったのですが、「ちっとも
変わらないわねぇ～」といった会話があちこちから聞こえてきました。
子ども同伴が多かった25年前の前回と違って、しっとりとした雰囲
気の会になりました。各自の近況報告に皆うんうんとうなずき、学生
時代のスライド映像をバックに、懐かしい歌をたくさん歌いました。
声の出にくさ、音程の取り方に年齢を感じたり…。
翌朝、解散時の挨拶で「みなさん、とても若く、輝いていられます」
と語られた女将さ
ん（元セツラー）
の言葉が、とても
印象的でした。ぜ
ひ、また再会しま
しょう。
（文責

小笠原 晃）

開催日●2017年10月22日（日）～23日（月）
会 場●ホテル北野プラザ六甲荘（神戸市）
参加者●7名

台風21号の襲来のもと第5回「たそがれ会」が開催されました。参
加者は当初の予定より半減しましたが、東は山梨、神奈川、愛知から、
南は長崎から台風のなか駆けつけてくれました。当日はすでに雨のた
めホテルより外出することができないため（一部の人は外出する）、
ほとんどの参加者はホテル内のラウンジ等で近況を報告し合いまし
た。夕食時の3時間はそれぞれ口角泡を飛ばしながら、お酒の勢いも
あっていつもの会よりディープな会話を交わしました。翌日は朝から
台風一過となり、
神戸の街を散策す
る者、はたまた有
馬温泉或いは大阪
市内へ足を延ばす
者と愉しいひと時
の余韻を残して、
各自またの再会を
約束して帰路に就
きました。




開催日●2017年10月4日（水）〜5日（木）
会 場●すきむらんど（宮崎県小林市）
参加者●16名

（文責

成清 美治）

ヤジエセツルメント
OS会（45 ～50）

開催日●2017年10月26日（木）～27日（金）
会 場●ホテルリガーレ春日野（金沢市）
参加者●19名

台風21号、22号が襲来したつかの間の10月26 ～27日両日は、
幸い秋晴れに恵まれ、古都奈良にて2年ぶりのヤジエセツルメント
OS会（45 ～50）を開催し、
旧交を温めました。プログラムとしては、
初日ならまち散歩及び宴会、2日目唐招提寺・薬師寺参拝の後、昼食
を摂り散会となりました。宴会後DVD「レンガの子ども」を鑑賞し、
あるOSは、
「伊勢湾台風後の大変な中、子供の立場に立った保育の原
点をみた」と感
想をよせられま
し た。 次 回2年
後、愛知での再
会を確認しまし
た。
 （文責

日南 清）

同窓 会 開 催 報 告
井戸田セツルメント2012

開催日●2017年10月28日（土）
会 場●アイリス愛知（名古屋市）
参加者●32名

台風の進路が気になりながら、また仲間たちが集まりました。今回
は仲間の一人、9月に急逝したサクラへの黙とうから・・。そのサク
ラの姿も、あちこちではずむ話の輪の中にあると感じました。最近は
一年おきの開催ですが、会うたびに、セツラー時代の同じ話に何度も
何度も盛り上がっています。それほどにセツルでのいろんなことが強
烈だったんですよね。井戸田セツルメント旗にもあった「人とし生き
るために」。歳を重ねた私の心にもずしんときました。次は、オリンピッ
クと同時開催予
定です。再会を
楽しみに。
（文責

高本 純子）

スポーツ研究会

開催日●2017年11月12日（日）
会 場●サイプレスガーデンホテル
（名古屋市）
参加者●11名

前回の京都でのOB会から3年、古希を迎えたサークル仲間もちら
ほら。そんな先輩方をはじめ皆が久しぶりに名古屋の地に集まりまし
た。学生時代の写真を持参してくれた方もあり、その頃の懐かしい話
や近況報告が出された後は、やはり年齢相応で健康面の話題となりま
した。体調芳しくなく、参加がかなわなかった方の様子なども伺うこ
とができました。スポ研で学んだ「身体的・精神的・社会的健康」を
維持向上させていく大切さが思い知らされます。次回にはより多くの
元気な顔が見ら
れることを祈念
して散会しまし
た。
 （文責

伊藤 誠）

開催日●2017年11月12日（日）
なるこ会
（名古屋市） 心身研同窓会パートⅠ
会 場●名鉄ニューグランドホテル
（30周年記念第12回総会）参加者●83名

開催日●2017年11月14日（火）～15日（水）
会 場●大池ホテル（山梨県南都留郡）
参加者●18名

1987年5月3日に第1回の総会が、大沢先生の学長就任をゼミの同
窓生らで祝うということで始まりました。以後今日までほぼ3年ごと
に会を重ねて来ました。早いもので、数えて今回が30年目の総会と
なります。まだまだお元気な様子の大沢先生御夫妻ですが、年齢のこ
とを考えると、ちょうど区切りのいいところで、このような大勢の会
は終了にしたいとの意向でした。残念ながら今回が最期ということで、
同窓生が80名集まりました。会は盛会のなか終了し、大沢先生から
はまた元気をいただきました。
（文責 梶川 茂）

心身研同窓会は持ち回り開催で、今回は静岡県在住会員が担当し、
山梨県河口湖で開催しました。
当初は九州から東京までの21名の参加予定でしたが、体調不良等
で最終的に18名の参加となりました。久しぶりの集まりで大いに盛
り上がり、それぞれの地域で様々に活動している報告がありました。
今後の同窓会の在り方については、顔を合わせる機会として必要であ
り、次回は岐阜県で開催することが決定しました。 （文責 加藤 光良）

73年卒業
秦ゼミナール同窓会

1971年社会福祉学部Ⅱ部
Cクラス同窓会

開催日●2017年11月18日（土）～19日（日）
会 場●ルブラ王山（名古屋市）
参加者●13名（関係者含む）

2017年11月18日〜19日、73年卒秦ゼミナールの同窓生11人が名
古屋市千種区覚王山のルブラ王山に集合しました。みんな当時のニッ
クネームで呼び合います。すぐに日進市にある霊園へ。秦先生のお墓
を訪ねました。その夜は宴会で盛り上がりました。一部の人は今池の
梅田屋を訪問し、懐かしのホルモンを楽しみました。翌日は徳川美術
館へ行き、昼食
は美味しい日
本料理をいた
だ き ま し た。
60代 も 後 半 に
入った年代で
す。お互い健康
に気をつけてま
たの再会を誓
い、それぞれ名
古屋の街を後に
しました。
（文責


久保田 敏廣）

開催日●2017年11月25日（土）
会 場●水月ホテル鴎外荘（東京都台東区）
参加者●9名

3年ぶりのクラス会。5月に逝去した千脇氏に黙祷を捧げ宴会に入
りました。音大生によるギターと歌。何年ぶりに会っても、いつも顔
を合わせているような楽しさ。6人部屋は、布団でいっぱい。修学旅
行のようでした。翌日は、国立博物館の運慶展、西洋美術館での北斎
とジャポニズム、国立科学館の古代アンデス文明展、秋の庭園散策、
寛永寺と各々楽しみました。青空に恵まれ、風にハラハラと散る銀杏
の黄金色の葉がとてもきれいでした。14時解散。3年後は愛知で開催
です。
（文責 露崎 ひさ子）

同窓 会 開 催 報 告
日本福祉大学
サイクリング部OB会

1983年度卒業
大泉ゼミ同窓会

開催日●2017年11月25日（土）
会 場●恩波楼（常滑市）
参加者●26名

毎年開催のOB会も今年で37年目を迎えます。初代部長さんをはじ
めとした先輩方、中には千葉からお越しの先輩や、フレッシュな現役
生までが揃い、26名で親睦を深めることができました。


（文責

白木 美里）

開催日●2018年1月6日（土）
会 場●宮島ホテルまこと（広島市）
参加者●15名

3年おきに開催しているゼミ同窓会。今回は初めて名古屋を脱出し、
広島市宮島町で開催しました。欠かさず参加してくださっている大泉
先生の元に、北は山形、南は沖縄から14名のゼミ生が集合！ゼミで
の2年間、聴覚障害を持つ仲間と過ごしたおかげで習得した手話が、
部分的ではあれ自然と蘇ってくることに驚き、ゼミでの時間の濃密さ
を実感しました。仕事のこと、家族のこと、親の介護のこと…。個々の
今を語りなが
ら、瀬戸内の
夜は暮れてい
きました。3年
後は富山で！
元気で会いま
しょうね！
（文責 石原 春美）

開催日●2017年11月25日（土）～26日（日）
オニヤンマの会
山崎ゼミ
会 場●ホテルアウィーナ大阪＆奈良
（1963 ～74年卒児童文化部OB会）参加者●33名
（1979年度～1980年度）同窓会

開催日●2017年8月19日（土）
会 場●名古屋フラワーホテル他（名古屋市）
参加者●8名

今回のオニヤンマ同窓会は、大阪で一泊し懇親会で近況報告、翌日
は秋の紅葉の奈良散策という企画でした。北は岩手、南は沖縄からと
卒業後初めての参加の方もあり、懇親会では様々な活動取り組みが報
告され、それぞれが積み重ねてきた人生の重みを感じるものでした。
二日目の奈良散策は、66歳から79歳までの24名が参加。健脚揃いで
東大寺～二月堂～春日大社と3時間余りの名所巡りを堪能しました。
お昼は東大寺近くで季節料理を味わいながら、まったりと過ごし思い
出に残る奈良になりました。
（文責 中田 勉）

去る2017年8月19日に、名古屋で、5年ぶりの山崎ゼミ同窓会を開
催しました。参加者は、
59歳～61歳と概ね還暦となり、
体型や髪の量、
シワの数など、それなりに歳を感じさせる状況でした。一次会では近
況を報告しあい、
皆の活躍を称え合いました。二次会は、カラオケルー
ムへ移動し、カラオケは一切使用しないで、参加者のギター一本で懐
かしのフォークソングやゼミ歌などの大合唱をし、お腹いっぱいにな
るほど歌を歌いました。
（文責 郷原 悌二）

KOBAZEMI85

1985年卒業
Ⅰ部1年Kクラス同窓会

小林培男ゼミ第1期生の同窓会
を蒲郡西浦温泉の龍城（たつき）
で開催。いつもながら、参加者、
内容など具体的なことはなかなか
決まらず、小林先生はやきもき。
2003年から始めて15回目（そう
だ っ た ん だ！） し っ か り ス ケ
ジュールされていたのは初回くら
い？！みんな元気に集まり、他に
はない特別な時間を笑って過ごす
ことが出来ればいいんですから。
そのためにも、2日目には近くの
『がん封じ寺（無量寺）
』で真剣
にお祈りして、その後美味しい鰻
丼を食べて解散。今年もパワーを
もらえました。そろそろ海外開催
とか？
（文責 坊岡 峰子）

開催日●2017年11月18日（土）～19日（日）
会 場●西浦温泉 龍城（蒲郡市）
参加者●10名

開催日●2018年1月13日（土）～14日（日）
会 場●商工社（南知多町）
参加者●13名

2年ぶりのKクラスの同級会を南知多町師崎の旅館商工社で開催し
ました。冬の味覚のふぐづくしを堪能しおなかは満ぷく、仲間の笑顔
に満ぞくと、楽しい夜となりました。わが大地のうたなど、学生時代
に皆で歌った歌をギタ―を伴奏に大合唱し、時間を忘れて過ごしまし
た。翌日は日間賀島に渡りました。学生時代は行ったことがない者も
多く、若者で賑わう様子に少し驚きつつも、船上から遠くに富士山を
眺め、島を後に、次回の還暦記念同級会を南国宮崎での再会を誓い合
いました。
（文責 土屋 信一）

同窓生リレーずいそう
最初の卒業生が誕生してから62年…8万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

柘植 吉治

社会福祉学部 1990年3月卒業
育英高等学校卒
★ 兵庫県在住

女子短期大学

部

女子短期大学部 1982年3月卒業
静岡県立三島北高等学校卒

山田 和子

前号で、当時同期であった“小栗兄”が述べていた通り、楽しくも時には破天荒な出来事も
展開される学生生活を送った一人です。学生といっても30歳過ぎた者も学生面していたりし
て、私のように高卒後3年である学生など珍しくもない存在でした。卒業後は岐阜県内の児
童養護施設に12年勤務の後、東京都内の障害者施設に移り現在の立場（理事長）
に至
るまで50年間障害者福祉の分野での業務に関わってきました。こうして人生テンカウントの
年代に入った今、過去を何となく振り返ってみたいという思いが強まりました。述べたように学
生の頃、比較的様々な年代の同期生との交友、
さらに当時の大学は先生方の多くは年齢も
若く、教える・教わるという関係を超えての交流も日常的でしたが、
これらの環境から、卒後の
62年間を支えてきたエネルギーの多くの部分を、
この時期に蓄積することができたと感ずる
この頃です。
▶ 次回は、森井 利夫さんにバトンタッチします。

★ 東京都在住

社会福祉学部

泉 朋秀

あの頃このごろ

★ 京都府在住

ニック

Nネームは“ろどちゃん”

「北寮２階後半ブロックの208号、同室の先輩はランパさんです。Nネームは“ろどりげす”です。ろどちゃんと
呼んでください。よろしくお願いします」。と大きな声で叫び、スポットライトに当てられてお立ち台に立った
僕は、この勢和寮の新歓のメインイベントのことを今でもはっきりと覚えています。僕の4年間の大学生活
はここから始まったような気がします。
寮内ではもちろん、学校の中に入っても“ろどちゃん”と呼ばれる毎日、僕はこの雰囲気がとても大好きで
した。あれから３０年近くになりますが、あの頃、Nネームで呼び合った友人とは、卒業後会っていなかったり、
あるいは忘れてしまっていたりする友人を、漫画本やゲーム、雑誌などで友人のNネームが出て来たら、福祉・
人生・将来像のことを徹夜で語りあったことを思い出させてくれます。それくらいNネームはインパクトが強く親し
みやすかったと思います。今でも職場の人から、“ろどちゃん”とNネームで呼ばれています。呼ばれる度にあの頃
の日本福祉大学の学生生活のことを思い出します。僕はこのNネームが大好きで一生の大切な宝物です。
最後に大好きなNネームを叫びます。“ろどちゃん”
▶ 次回は、鳥飼 敏博さんにバトンタッチします。

縁～えにし～に導かれ
短大では児童文化部赤とんぼの人形劇部に所属していました。現在は京都市内の民間保育園で
働いています。業務内容はますます多様化し、体もイタタ～との戦いですが、楽しく笑顔一杯で過ごして
います。私のエネルギーの源は「朗読ライブ」です。きっかけは近所のギャラリーのオーナーに「大人に本
を読んでくれる人はいないかしら？」
と相談された事から。私がします‼と手を上げ、語りの勉強会で一緒
だった数人に声をかけ、
『 電脳語りライブよろずや』
を立ち上げたのが2002年です。京都を中心に年
2～3回のライブを細々と続けているうちに仲間も増え、
そのご縁で新たに単独で別のユニットに参加し
たり、音楽の人と一緒にするようにもなりました。近年古事記にはまり、古事記の朗読劇を上演する一座に
入れてもらってからは、奈良という土地や人との縁が深くなり、何かと奈良通いの多いこの頃です。最近
「縁」
という不思議な赤や黄色や青の糸で結ばれていると感じる事が多くなりました。色々な色の土地、
人、神様…手繰り寄せ、
また引っ張られ、複雑に編まれていく私の行く道…おもしろい‼これからも出会い
に感謝しつつ楽しく生きていこうと思っています。 ▶ 次回は、岩田 純子さんにバトンタッチします。

気づけば４０代！
！

経済学部

経済学部 2000年3月卒業

清水 崇志

情報社会科学

★ 愛知県在住

部

情報社会科学部 2009年3月卒業
栄徳高等学校卒

江尻 憲昭

★ 愛知県在住

福祉経営学部

福祉経営学部 2008年3月卒業
石川県立野々市明倫高等学校卒

山下 雄也

感謝
親友の小澤君からバトンを受けました。せっかくの機会なので、当時お世話になった方々
へお礼をお伝えできればと思います。大学時代はサークル、
ボランティアなどに参加させてい
ただき、
とても充実した時間を過ごすことが出来ました。当時、楽しくて楽しくて、朝から夜遅く
まで残り、
ほぼ毎日守衛さんから注意を受けていた事を懐かしく思います。
そんな時間まで一緒
に活動した仲間、活動に対して物凄くバックアップしてくださった先生方、
そして忘れてはいけ
ない半田キャンパス事務室の方々。学生の身分で文句ばかり言ってご迷惑をおかけしま
した。当時「思ったらすぐ行動」。
まさに猪突猛進という状態で後先考えず、周りにご迷惑を
おかけしていたと思います。その時の経験があるからこそ、今の江尻があります。
「本当にあり
がとうございました」。他にも図書室、生協、保健室、生涯学習センターの方々、地域の方々
など楽しい経験をする機会を沢山の方にいただいた事に感謝しています。本当に幸せだと
思っています。ありがとうございました。
▶ 次回は、青木 美樹さんにバトンタッチします。

また会いましょう
大学を卒業してまもなく10年。卒業後は就職、結婚など慌ただしく時が過ぎていきましたが、
昨年長男が産まれ、現在は父として日々奮闘しています。
現在、私は名古屋市内のホテルに勤めています。ホテルでの業務は接客スキル、
マナー、
料理などへの知識、
また海外からのお客様も多く、多様な文化に対する対応といった幅広い
知識・技術が求められます。
しかし、最も大切な
「おもてなし」
という点においては、福祉の仕事と
通底する点が多く、私の中で
「ホテルマン」
としての基礎は福祉から学んだと思っています。
また、学業以外にもサークル活動やバイトを通じて沢山の友人と出会うことができ、現在で
も週末には集まる仲間との絆は
「人生の宝」
と言っても過言ではありません
（笑）
。
今回の執筆にあたり、学生生活を振り返ってみると、現在の自分のルーツの大部分はあ
の４年間にあったように思います。
これからも絆を大切に。
また会いましょう
！
▶ 次回は、大西 惣平さんにバトンタッチします。

★ 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 2011年3月卒
愛知県立半田東高等学校卒

田中 由佳

大学を卒業してもう20年近くになるんですよねぇ。びっくりです。私がいた学科は当時、
経済学部の中に新設された経営開発学科で、
１期生です。国際援助コースというのが当時
ありまして、将来は漠然と
「海外で何かできたら」
と思い入学しました。サークルは、
ジャズ研究
会やラテン音楽同好会に所属していました。
卒業後は無認可の障がい者施設で勤務した後、
震災のあった年に独立しました。昔、
福祉大
のあった
「いりなか」周辺で障害福祉サービスや介護保険の事業所の運営とカフェレストランや
とんかつ屋など飲食店等を複数経営しています。
たまたまですが、同じサークルに所属していた
仲間たちとも一緒に組織運営しているので、
ある意味、
学生時代とそう変わらないかもしれません
（笑）
。
ただ、
昔と違うのは、
さすがに学生のノリではできないですよね。
シビアなことも一緒に乗り
越えている感じです。改めて学生時代のありがたさを知る日々です。将来は、
海外の障がい者の方
たちと何かできたらいいなと考えています。 ▶ 次回は、大塚 敦司さんにバトンタッチします。

★ 愛知県在住

一歩ずつ前へ……
特に将来のことを深く考えることもなく、周りのみんなが行くからと大学に入り、就職し、
すぐに
結婚、退職。専業主婦として家庭を守りながら、子ども達と過ごす毎日に、
「 働きたい」
という
思いが膨らんできました。
もう一度社会に出るために、資格を取ろうと思って選んだのが、社会
福祉士であり本学です。
在学中は、学びを深めることができたこと以外に、多くの方に出会い、国家試験に向けて
励まし合える仲間に出会えたことが、大きな収穫だと思っています。同級生に会う機会は減り
ましたが、何かの機会にまた会えるのを楽しみにしています。
現在は数年前から社会福祉協議会で生活支援コーディネーター、地区社会福祉協議会の
事務局として働いています。社会の流れで、
地域に求められることが増えてきました。地域の思い
と社会の流れで板挟みになるときもありますが、地域が疲弊しないように、地域の声に耳を傾け
ながら、仕事を進めたいと思っています。 ▶ 次回は、阪部 寿子さんにバトンタッチします。

大学院

やっとたどり着いたはずなんですが

国際社会開発研究科 2004年3月修了
愛知県立東浦高等学校卒

間瀬 朝夫

★ タンザニア在住

健康科学部

健康科学部 2016年3月卒業
名古屋市立緑高等学校卒

小野 哲生

★ 愛知県在住

部
子ども発達学

子ども発達学部 2016年3月卒業
愛知啓成高等学校卒

熊﨑 健太

国際福祉開発

★ 愛知県在住

学部

国際福祉開発学部 2012年3月卒業
富山県立高岡南高等学校卒

武部 千尋

（旧姓：中嶋）

★ 富山県在住

今からざっと20年前の話です。私たちのチーム
（ホンジュラス人と日本人の混成チーム）
は、
イチゴ生産で地域にもたらされる収入を数倍に引き上げることに成功していました。
ところが、
実際にイチゴで儲けを上げられた農家は、街に住んでいる移住者の子孫でした。村に住んで
いる先住民の子孫には利益をもたらすことができなかったのです。
「これは私がやりたかった
ことではない」。
そう考えたのが、国際社会開発を勉強するきっかけのひとつでした。
そして今。テレビ会議システムの向こう側には理論派で鳴らしたアドバイザーの皆様。
「ベストプラクティスを選定する基準はどうするのか？」
「制度化を行う上での組織連携はどう
するのか？」
と、矢継ぎ早に繰り出される難問の数々。回答を作り出す作業は、
タンザニアの
村の人たちが地域自治に参加することを支援する、
その方法を決めていく作業でもあります。
修士から博士課程までの10年間の勉強の成果に感謝しつつも、
いまだに勉強不足を痛
感する毎日です。
▶ 次回は、督永 忠子さんにバトンタッチします。

卒業してからも
みなさんこんにちは、先輩からバトンをいただきましたので執筆させていただきます。私は
健康科学部を卒業したのち、現在は名古屋市内の精神科病院で作業療法士として働いて
います。
在学中は病院実習や国家試験に向けた勉強がとても大変でした。そんな時は同級生と
一緒に悩み、協力し、大学の先生にも助言をいただき乗り越えることができました。
就職してからも勉強することが多く目まぐるしく時間が過ぎていきました。そんなときに力に
なってくれたのが、大学時代に共に歩んだ同級生と先生でした。今はそれぞれ違う医療分野に
進んだ同級生から、
自分とは違う視点からのアドバイスをもらったり、先生という大先輩の作業
療法士にアドバイスをもらったりすることがありました。
卒業した後も仲がよく、切磋琢磨できる同級生やアドバイスをくれる先生など、
日本福祉大学
を卒業してよかったと心から感じます。
▶ 次回は、清水 結さんにバトンタッチします。

栄光への架け橋へと
「次は知多奥田、知多奥田です。お降りの際はお足元にご注意ください」。これが、今私のしている仕
事です。お客様を安全に目的地までご乗車していただくという、
とてもやりがいのある仕事だと思っております。
時にはお客様から厳しいお言葉もいただくこともありますが、子どもたちが駅のホームから電車が見えなくなるまで
満面の笑顔で一生懸命手を振ってくれる姿に、子ども発達学部出身の私は、
とても勇気と希望をもらいます。
会社一丸となって定時運転を目指し、一人一人の乗務員のチームワークによって電車が運行しているという
素晴らしさを日々体感しております。このチームワークは、大学時代に学んだ硬式野球部での経験がとても生
きていると思います。社会に出ても、
「 報告」
「 連絡」
「 相談」の大切さを改めて感じている今日この頃です。
大学在学中には、素晴らしい同期、先輩、後輩、指導者の方々に恵まれ、1部リーグという夢のある舞台を経験さ
せていただき、野球の楽しさを教えてくれた兄、野球を続けさせてくれた両親には感謝してもしきれない思いで
す。最後に硬式野球部の施設向上、中日ドラゴンズの浅尾大先輩に続くプロ野球選手の輩出と1部リーグ復
帰、神宮大会出場を心から願っております！
▶ 次回は、新海 真里奈さんにバトンタッチします。

一日一日を大切に
初代国際福祉開発学部に入学してから早10年が経とうとしています。学生時代は、教授
や学事課の方々のサポートを受けながら、
やりたいことをとことんやらせていただいた4年間で
した。
そのおかげで、
ケニアで出会った方との繋がりから職が決まり、
趣味や活動の幅が広がり、
人生が良い方向に向き続けている気がします。
卒業後は、東京で3年間働いた後、小笠原諸島に移住し念願の島暮らしと宿業を学び、
今は地元富山で地元の良さを発信出来るよう試行錯誤しています。
どん底と言える出来事を経験しましたが、
そのおかげで
「あとでやれば良いや」
ではなく、
「明日
という日は当たり前ではない。一日一日を大切に、後悔のないように」、精一杯「生ききる」
よう
になりました。
その気づきを得たのも大学で出会ったある方のおかげです。学部生とは今でも集ま
り顔を合わせる場があることを嬉しく思います。結婚、
出産とおめでたいことが続き、
一生繋がり続
けたい仲間たちです。いつもありがとう！ ▶ 次回は、森田 充祐樹さんにバトンタッチします。

⃝同窓会員・大学教職員からの寄贈図書
「子どもの権利とオンブズワーク

豊田市子ども条例と権利擁護の実践」

●著者：木全和巳
（日本福祉大学教授）
■かもがわ出版
（2017年発行）
定価2,000円＋税

「子どものかわいさに出あう
乳幼児期の発達基礎講座」

●著者：近藤直子
（日本福祉大学名誉教授）
■クリエイツかもがわ
（2017年発行）
定価1,200円＋税

「経営戦略111大学事例集」

●著者：篠田道夫
（日本福祉大学学園参与）
■東信堂
（2016年発行）
定価3,600円＋税

「少年たちとの日々
人間は鍛えなければいけない時がある
児童自立支援施設の実践」
●著者：西田達朗
（1973年社会福祉学部卒）
■三学出版
（2015年発行）
定価1,700円＋税

「これならわかる
スッキリ図解 障害者総合支援法」

●著者：二本柳覚
（2008年社会福祉学研究科修了）
他
■翔泳社
（2014年発行）
定価1,800円＋税

「社会的養護」

（みらい×子どもの福祉ブックス）

●編集：堀場純矢
（日本福祉大学准教授）
■みらい
（2017年発行）
定価2,100円＋税

「豊富な図解
ケアマネ育成 指導者用講義テキスト」

●著者：高室成幸
（1980年社会福祉学部卒）
■日総研出版
（2017年発行）
定価3,519円＋税

「日本の児童養護と養問研半世紀の歩み
ー未来の夢語ればー」
●編集：全国児童養護問題研究会
日本の児童養護と養問研半世紀の歩み編纂委員会
●執筆者：堀場純矢
（日本福祉大学准教授）
遠藤由美
（日本福祉大学教授）
長谷川眞人
（元日本福祉大学教授）
など
■福村出版
（2017年発行） 定価3,000円＋税

「大学戦略経営の核心」

●著者：篠田道夫
（日本福祉大学学園参与）
■東信堂
（2016年発行）
定価3,600円＋税

「ケアマネージャーの会議力」

●著者：高室成幸
（1980年社会福祉学部卒）
■中央法規出版
（2017年発行）
定価2,200円＋税

「これならわかる
スッキリ図解 障害者差別解消法」

●著者：二本柳覚
（2008年社会福祉学研究科修了）
■翔泳社
（2016年発行）
定価1,800円＋税

「児童家庭福祉」

（みらい×子どもの福祉ブックス）

●編集：堀場純矢
（日本福祉大学准教授）
■みらい
（2017年発行）
定価2,100円＋税

「社会福祉士の豆知識
後見業務 :はじめの一歩」
●著者：社会福祉士事務所ふくしや
服部勲
（1969年社会福祉学部卒）
■伊勢新聞社
（2017年発行）
定価1,000円＋税

「〈しょうがい〉
と
〈セクシュアリティ〉の
相談と支援」

●著者：木全和巳
（日本福祉大学教授）
■クリエイツかもがわ
（2018年発行）
定価1,800円＋税

大学近況

中部国際空港内にセントレアサテライト

日本福祉大学は2015年12月7日、中部国際空港株式会社
（本社：愛知県常滑市）
と産学連携に関する協定を締結し、
その協定の一環として中部国際空港（愛称：セントレア）内に日本福祉大学セントレアサテライト
（以下、セントレアサテラ
【注1】を開設しました。
イト ）
2017年度からは、国際福祉開発学部1年生向けの正課科目「グローバルキャリアデザインⅠ」を開講し、すべての講義
を空港内で完結させる初めての取り組みが始まりました。 2017年8月29日から9月1日にかけて集中講義として行った
授業には、同学部の学生ら32人が受講。エアライン・観光ビジネスやグローバルビジネスの実態を、空港や臨空エリアなど
で活動する企業・団体の方々を講師に迎えて学びました。

【注1】 本学は、正課科目ならびに課外活動の場として、貸会議室をセントレアサテライトという呼称で使用しています。本名称は、空港内の入居企業案内板
に室銘板として掲載されています。

※詳細は、特設サイト
「わたしにとって空港もキャンパス」
をご覧ください。
http://www.n-fukushi.ac.jp/ad/centrair/index.html

大学近況

認知症啓発“カルタ”を学生たちが開発

地域研究プロジェクト
「認知症啓発プロジェクト」
（担当：斉藤雅茂 社会福祉学部准教授）
は9月10日、アピタ東海荒尾店
（愛知県東海市）
で開催された、認知症の人と家族の会愛知県支部による認知症啓発イベントで、
オリジナルの子ども向け
カルタを披露しました。
同プロジェクトでは、学
生たちが紙芝居やアプ
リ、ゲーム作りなどにも
取り組んでいます。

大学近況

スポーツ科学部 2020年東京パラリンピック正式種目「パラバドミントン」体験会を開催

日本福祉大学美浜キャンパス体育館で10月8日、2020年東京パラリンピックから正式種目になる
「パラバドミントン」の
体験会を開催しました。
ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2017で銅メダルを獲得した伊藤則子選手
ら国内トップレベルの
選手など15人が講師
となり、高校生や一般
市民ら80人の参加者
に指導を行いました。

大学近況

日本福祉大学減災連携・支援機構 開設記念講演会
「その時に備えて私たちに何ができるのか！～実践知に学ぶ減災と連携～」を開催

日本福祉大学は2017年4月に日本福祉大学減災連携・支援機構（機構長：原田正樹 学長補佐・社会福祉学部教授）を
開設しました。そして2017年10月19日、その開設を記念した講演会を本学美浜キャンパス文化ホールで開催し、行政や社
会福祉協議会関係者をはじめ、教職員や学生、地域の方々など約200人が参加しました。

開会に先立ち原田正樹機構長は、
「この機構が、話し合いをするだけの組織ではなく、いかに『そのとき』に備えて、一人
ひとりの
『減災意識』
を高め、行動につなげていけるか。
そして学内はもとより、地域の方たちと
『連携』
していけるように学び
合えるか。
それらの課題解決のために、過去の実践例や教訓から学んでいきたい」
と今後の抱負を述べました。
◆ 基調講演＆実践報告
その発生が予想される南海トラフ巨大地震をはじめとする自然災害への対応など、有事に備えて今の私たちに何ができ
るのか、私たち一人ひとりの行動のあり方が問われています。本学と包括連携協定を締結している熊本学園大学では、
2016年4月に発生した熊本地震に際し、障害者を含めた地域の方々を丸ごと受け入れる避難所運営を行い、
その地域に根
ざした被災者支援の取り組みは「熊本学園モデル」として全国から注目を浴びました。今回の講演会では、避難所運営の
陣頭指揮をとられた熊本学園大学社会福祉学部の黒木邦弘准教授と、ボランティアセンターで活躍された学生の方々を
講師として招き、各々に何ができるかを参加者とともに考えていきました。

◆ 災害シミュレーション
日本福祉大学減災支援教育研究センター副センター長の山本克彦 福祉経営学部（通信教育）准教授をファシリテー
ターとして、災害シミュレーションを実施。山本副センター長は、
「減災とは、災害が起こることを前提とした対策であり、災害時
に発生しうる被害を最小限にするための取り組みである。
これは、人や地域が連携してこそ実現するのであり、大切なのは普
段からの
『お付き合い』
である」
と語り、地域での顔の見える関係づくりの場として、大学が果たすべき役割に言及しました。

学生生活

イベントトピックス

「今年度活躍した学生を励ます集い」開催報告
2017年度「今年度活躍した学生を励ます集い」が
2017年12月9日に美浜キャンパス文化ホールで開催
され、学生やサークル顧問などおよそ430名が参集し
ました。第1部では日本福祉大学後援会主催による学
生活動支援助成事業贈呈式が行われ、今年度の助成
内容などを記した目録が、神野重行後援会長（三重
産業株式会社代表取締役）から児玉学長に贈呈され
ました。児玉学長からは、後援会への感謝の言葉と
ともに、感謝状が神野会長に贈られました。第2部で
は、特別強化指定部からの成績報告および日本福祉
大学学長主催による課外活動学生表彰授与式と課外
活動備品贈呈式が行われました。特別強化指定部Aの
各部主将6名による今年度の成績報告および来年度に
向けた決意表明やスポーツ活動や学術文化、地域貢
献活動ですぐれた成果をあげた19個人、7団体が表彰
されるとともに、サークル協議会に所属する27のサー
クルが活動に必要な備品の贈呈を受けました。

・表彰団体・学生・

○学長表彰（個人）
・スポーツ活動：今井愛美（アーチェリー部、子ども発達学部3年）
、熊谷悟（車椅子
バスケットボール、健康科学部3年）
、後藤陸斗（水泳部、経済学部2年）
、蜂矢
樹（水泳部、経済学部2年）
、田中美沙樹（水泳部、経済学部1年）
、松居智咲
（水泳部、看護学部1年）
、神谷昇志（フライングディスク部、社会福祉学部4年）
、
谷川進輔（フライングディスク部、子ども発達学部3年）
、松田憲人（フライング
ディスク部、社会福祉学部3年）
、村岡亮
（フライングディスク部、子ども発達学部
2年）
、松永楓
（ボッチャ、社会福祉学部4年）
○学長表彰（団体）
・スポーツ活動：男子ソフトボール部
○学生部長表彰（個人）
・スポーツ活動：安藤拓実（Ⅰ部バドミントン、社会福祉学部1年）
、福原聡（Ⅰ部バド
ミントン、スポーツ科学部1年）
、伊藤竜之介
（硬式野球部、スポーツ科学部1年）
、
矢野紗也
（セーリング、国際福祉開発学部4年）
・地域貢献活動：佐野円香
（ジュニアリーダースクラブ支援、子ども発達学部4年）
、
塩原拓（子ども建築塾、健康科学部4年）／白井翼（子ども建築塾、健康科学部
3年）
○学生部長表彰（団体）
・スポーツ活動：アーチェリー部、
Ⅰ部バドミントン部、女子ソフトボール部、フライン
グディスク部、
ラグビー部
・学術文化活動：合奏研究会吹奏楽団
・地域貢献活動：
Ⅰ部聴覚障害者問題研究会加絵手、
にじぷく日福セクマイサークル

当日の様子は、大学トップページ→学園・大学案内→学園広報→トピックス一覧→「今年度活躍した学生を励ます集いが
開催されました」
（2018/1/12 掲載）でご参照いただけます。http://www.n-fukushi.ac.jp/news/17/180112/18011201.html

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●昭和区日曜学校
こんにちは、昭和区日曜学校です。
私たちは、中学生から40代の障害のある仲間とともに、
月に2回、名古屋市内の公共施設等を中心に、お花見、夏
祭り、運動会、クリスマス会などの季節の移り変わりに
沿った様々な活動を行っています。
『共に成長する』という考えを大切に、仲間の皆さんが少
しでも楽しく・居心地の良い環境となるよう、活動の企
画や運営を行っています。仲間の成長に寄り添うことで、
私たちも共に学び、成長をさせていただいていると実感
しています。
このサークルは40年以上続く歴史の長いボランティア

サークルです。私たちが
活動を続けられているの
は、卒業された先輩方や、
地域の皆さまのおかげと
感謝しております。
今後も活動を継続して
いくことができるよう、
メンバー一同、精進してい
きますので、今後ともご
支援ご協力のほど、よろ
しくお願いいたします。

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●男子ラクロス部
こんにちは。男子ラクロス部です。
我々は現在、選手18名、マネージャー6名の計24名で
活動しています。
今年度からたくさんのOB・OGさんたちが連携、協力
してくださることになり、以前より質の良い練習が行える
ようになりました。そんな恵まれた環境下で、
「1部昇格」
をチーム目標に掲げ、日々練習に励んでいます。
昨年度は、「東海学生ラクロスリーグ戦・男子2部リー
グ6位」という悔しい結果に終わりました。そのため、
この悔しさをバネにして、初心に戻り、個々を、組織を、
そしてチーム全体を基礎から見つめ直すことを意識して

います。
まだまだ課題の多いチームですが、一人ひとりが立てた
目標を胸に、課題と向き合い、チーム一丸となって「1部
昇格」を目指します。今後とも、ご声援の程よろしくお
願いいたします。

日本福祉大学では、学生が就職活動の本番を迎えた時に準備不足で後悔することが無いよう、学年別・希望進路別に合わせた
きめ細やかな支援プログラムを展開しています。
学生は各種支援プログラムを通じて、その後の就職・進路形成に必要な情報やスキルを身に付けていくとともに、大学では
一人ひとりの活動状況や希望進路を把握し、学部や教員とも連携しながら個別の面談や情報提供を行っています。ここでは、
その中でも主な取り組みを紹介します。

2017年度

就職・キャリア支援スケジュール
3月末

２年生

４月

５月

●キャリアガイダンスⅠ

6月

7月

8月

9月

10月

11月

２年生面談

●キャリアガイダンスⅠ

●就職ガイダンスⅠ

●就職ガイダンスⅡ

●就職サイト登録会
スキルアップ
講座

●就職ガイダンスⅠ

●学内就職説明会

全学年

業界研究会

1月

2月

3月

●Uターン就職ガイダンス

３年生

４年生

12月

●Reスタートガイダンス

これからの大学生活を有意義に過ごすため、就職活動の概要を踏まえて何が
求められるのか、
どのような支援があるのか等を伝えています。ガイダンスの参加
により、就職活動のポイントや現時点で準備すべき事項を明確にし、早期から就
職活動の準備を進めることができるようにしていきます。

●
学内就職
説明会

自己分析・履歴書完成講座、業界・職種研究講座、
筆記試験対策講座、マナー・身だしなみ講座、
面接対策・
トレーニング講座

●求人紹介フェア
●求人紹介フェア

●企業 ●福祉・医療 ●公務員

【 2年】キャリアガイダンスⅠ

●Uターン就職ガイダンス

など

【 2年】2年生面談
学生一人ひとりの考え方に合わせた将来を導き出し、これからの活動に結びつ
けていくため、2年次に個別面談を実施しています。2年生はこれからの時間を
考えて使えるのが最大の武器です。面談は就職支援のプロであるキャリアアド
バイザーが対応しています。

【 3年】スキルアップ講座
スキルアップ講座では、
自己分析、履歴書やエントリーシートの書き方、業界・職種研究、筆記・面接対策など、就職活動に必要な
「テクニック」
を身に付けます。
また、選
考においては社会人と同様の「マナー・身だしなみ」
が求められることから、マナー・身だしなみ講座では、
スーツの着こなし方や基本的なビジネスマナー、
メイクアップ講
座などを実施しています。

【 3年】就職ガイダンスⅠ
・Ⅱ
就職活動を間近に控えた3年生を対象にした就活キックオフイベントです。これ
から本格化する就職活動に向けて、今から何をすべきか、どのような支援が受け
られるか等を伝えています。ガイダンスの参加により、その後の目標や事前に
取り組むべきことを明確にしていきます。

【 4年】Reスタートガイダンス
未内定学生や就職活動につまずいている学生を対象に「Reスタートガイダン
ス」を実施しています。基本テクニックの再確認やこれからの就職活動の進め
方をはじめ、外部就職支援機関の活用方法の説明、求人紹介なども行ってい
きます。

【 3・4年】学内就職説明会
本学学生の採用意欲の高い企業や法人にお越しいただき、就職活動生を対象
に、学内で就職説明会を開催しています。仕事の魅力はもちろん、採用選考の
ポイントなどの話も聞くことができるため、参加をきっかけにその後の採用へと
結びつくケースもあります。

【全学年】業界研究会
就職希望者が多い「企業」
「福祉（高齢・障がい・児童・保育）
」
「医療（MSW・
PSW）
」
「公務員」分野の研究会を実施しています。各業界の就職活動の特徴
が分かるため、
より効率的かつ効果的に準備を進めることが可能です。

同窓生の皆さまへ
①求人情報のご紹介について

お勤め先や知人の情報などをもとに、毎年多数の求人情
報を同窓生の方にご提供いただきます。
本学学生が対象となります求人情報がございましたら、お知
らせいただけますと幸いです（求人のご案内や求人票の提出方
法につきましては、
本学ホームページ内に掲載しております）
。

②キャリアアドバイザーのご登録について

本学では、学生が同窓生のキャリアアドバイザー（在学生
の就職を応援・支援してくださる方）を募集しています。キャリ
アアドバイザーとして後輩の支援にご協力・ご尽力をいただ
ける方は、一度、同窓会もしくはキャリア開発課（TEL 056987-2321）
までご連絡をいただけますと幸いです。

社会福祉学会（学内学会）

活 動 案 内

●学内学会第50回記念大会のお知らせ
1968年に設立された日本福祉大学社会福祉学会
（通称、学内学会）は、今年の6月の大会で50周年

生をシンポジストに、記念講演の藤田さんのお話を
ふまえて大会テーマを議論します。

の記念大会を迎えることとなります。同時に中部社会
事業短期大学から1957年に4年制の日本福祉大学

6月24日（日）

に昇格し、日本ではじめての学部名称となった社会

●分科会

福祉学部、その社会福祉学部60周年事業の最後の

低所得・貧困、児童の福祉、障害者・児の福祉、高齢者

企画としても、今年の学内学会の大会は位置づけら

の福祉、教育・実習・研修に加え特別分科会を検討

れています。そこで今年の大会は、日本福祉大学の

中です。

歴史、
とりわけ大学と学内学会の50年をふり返りつつ、
これからの社会福祉実践の展望を語り合う場にした

●大会シンポジウム2

いと考え、大会テーマを次のように設定しました。

これからの社会福祉実践と学内学会の展望を語る
ー人権を中心にした連携・協働の学びのネットワー

大会テーマ：科学とヒューマニズムの50年
−社会福祉実践  何を守り  何を切り拓くのか−
日程 2018年6月23日
（土）
・24日
（日）
場所 日本福祉大学美浜キャンパス
企画内容

クづくりをー
※福祉領域だけでなく関連領域で活躍する同窓生
にシンポジストになっていただき、これからの社
会福祉実践の展望を語りながら、その中で学内学
会をいかに大学と同窓生に根づいた組織にしてい
くのか、議論します。

6月23日
（土）
13時開会
開会式、記念講演、大会シンポジウム1、総会、懇親会
6月24日
（日）10時開始

講師紹介

藤田 孝典 氏

分科会、大会シンポジウム2
6月23日
（土）
●記念講演
社会福祉は貧困問題にどう向き合えばいいのか
−格差社会におけるソーシャルワーク実践の現状と課題−
講師：藤田孝典さん
（NPO 法人ほっとプラス代表理事）
※藤田さんは今日の貧困問題に現場のソーシャル
ワーカーとしてアプローチされ、運動的な視点から
反貧困ネットワークなどのボトムアップの政策形成
にも一貫して関わってこられています。

1982年生まれ。埼玉県越谷市在住。
社会福祉士。ルーテル学院大学大学
院総合人間学研究科博士前期課程
修了。首都圏で生活困窮者支援を行
うソーシャルワーカー。生活保護や
生活困窮者支援の在り方に関する活動と提言を行う。NPO
法人ほっとプラス代表理事。聖学院大学客員准教授（公的
扶助論）。反貧困ネットワーク埼玉代表。ブラック企業対策
プロジェクト共同代表。厚生労働省社会保障審議会特別
部会委員（2013年度）。著書に『続・下流老人 一億総疲弊
社会の到来』
（ 朝日新聞出版2016）
『 貧困世代 社会の監獄
に閉じ込められた若者たち』
（ 講談社現代新書2016）
『 下流
老人 一億総老後崩壊の衝撃』
（朝日新聞出版2015）、
『ひと
りも殺させない』
（ 堀之内出版2013）、共著に『知りたい！
ソーシャルワーカーの仕事』
（岩波書店2015）など多数。

●大会シンポジウム1
社会福祉実践  何を守り  何を切り拓いてきたのか
ー私の大学時代と福祉現場での経験からー
※1960年代、1980年代、2000年代の3人の同窓

問い合わせ先

学内学会第50回大会へ参加を希望される方は、学内
学会ホームページよりお申し込みください。

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

学校法人日本福祉大学教育・研究振興協力募金への協力お願い
～明日の「ふくし」を担う学生・生徒に厚いご支援を～
募金要項

同窓生の皆さまからは、毎年度多くのご厚志を賜り心から御礼申し上げます。
昨年度、同窓生の皆さまからお寄せいただいた寄付金（2016年度1,320,420円

１）募金の使途

39件）
は、スポーツ科学部開設及び既存キャンパスの環境整備、学生・生徒に対

①キャンパスの環境整備
②教育・研究活動の充実
③学生・生徒の課外活動への援助
④学生・生徒への経済援助
⑤東日本大震災・熊本地震等の被災者への救援・支援活動
⑥その他

する経済援助奨学金などに充当させていただきました。
ここに関係者一同、深く
御礼申し上げます。
今後も本学の良き伝統を受け継ぎ、全国から意欲に満ちた学生・生徒諸君を

２）募金の種類 １口１万円以上 ※１口未満のご寄付もありがたくお受けします。

迎えるため、教職員一丸となって教育・研究活動に取り組んでまいる所存です。
学校法人日本福祉大学

募金の使い道を次の使途からご選択ください。

３）募金の申込方法
①本学募金事務室に電話又はメールにて寄付のお申し込みの旨ご連絡ください。

教育・研究振興協力募金への協力お願い

「寄付申込書」、
「専用振込用紙
（ゆうちょ・銀行振込用）
」
など必要書類を
ご自宅宛に郵送させていただきます。

「学校法人日本福祉大学教育・研究振興協力募金」は引き続き受
付させていただいております。
ご卒業生の皆さまにはぜひとも継続的
なご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

②本学ホームページ募金サイトより、
パソコン・スマートフォンなどにより
お申し込みいただくこともできます。

募金についてのお問い合わせ先
学校法人日本福祉大学募金事務室
（経理課内）
〒470-3275 愛知県知多郡美浜町奥田 TEL： 0569-87-2215（直通）
E-mail：keiri@ml.n-fukushi.ac.jp 【受付時間：
（平日）9：30 ～ 17:00】

本学ホームページ募金サイトをご覧ください。

http://www.n-fukushi.ac.jp/about/bokin/index.html

日本学生支援機構奨学金を借りられていた皆さまへ
日本学生支援機構奨学金は、貸与終了（卒業）後7ヶ月目から口座振替により返還することになっていますが、残高不足等による
振替不能や、転居等による通知文書の配達不能により、
「延滞」が生じ、延滞が長期間となる事例が発生しています。
・通帳記帳により返還（引き落とし）を毎月確認してください ・転居・姓名変更等の際は、必ず日本学生支援機構に届出をしてください

万一、返還が困難な場合は、
「返還期限猶予」や「減額返還」等の制度がありますので、以下の窓口に早急にご相談ください。

日本学生支援機構
奨学金返還相談センター

おめでとう
ございます

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

月〜金曜日：8時30分〜20時00分（土日祝日・年末年始を除く）
http://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/

第 16 回 ヤマト福祉財団

林

博文さん

小倉昌男賞

受賞

福井県の坂井北部丘陵地で、耕作放棄地の再生を通じて、障がい者
の自立に挑む活動が評価されました。ナシやブドウなどの果樹栽培で
高工賃を実現されています。

［特定非営利活動法人ピアファーム理事長］
（社会福祉学部 1978 年卒業）

ピアファーム ホームページ ＞ http://www.peerfarm.jp

訃 報
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
鞍掛 昭二先生
宇田川 宏先生
纐纈 利昭さん
徳田 賢郎さん
安藤 隆年さん
重村 邦彦さん

日本福祉大学名誉教授／2017年1月ご逝去
日本福祉大学名誉教授 ／2017年8月ご逝去
1955年中部社会事業短大卒／2017年8月ご逝去
1957年中部社会事業短大卒／2017年10月ご逝去
1965年社会福祉学部卒／2017年6月ご逝去
1966年社会福祉学部卒／2017年4月ご逝去

田中紀元人さん
沖
真さん
岸下美彩子さん
鈴木 康男さん
脇田 豊子さん


1968年社会福祉学部卒／2017年4月ご逝去
1973年社会福祉学部卒／2017年9月ご逝去
1977年社会福祉学部卒／2017年9月ご逝去
1977年社会福祉学部卒／2017年11月ご逝去
1979年社会福祉学部卒／2017年5月ご逝去
（卒業年次順）

活 動 日 誌

月

9

11

4
（土）
4
（土）
・5
（日）
4
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14
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（日)
18
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・19
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18
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・19
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12

1

月

2

月

小木ゼミOG・OB会
名古屋地域同窓会 同窓生のつどい
東三河地域同窓会 総会・集い・講演会
富山県地域同窓会 若手同窓会交流会
高知県地域同窓会 職場訪問
青森県地域同窓会 公開講座・総会・懇親会
山崎ゼミ
（1979年度～ 1980年度）
同窓会
大阪地域同窓会 堺・泉州エリア交流会
第１回常任理事会
北海道地域同窓会 道東地区懇親会
岩手県地域同窓会 総会・集い
香川県地域同窓会 総会・懇親会
宮崎県地域同窓会 総会・情報交換会・懇親会
群馬県地域同窓会 研修会・総会・懇親会
東海ブロック地域同窓会・あすなろ会 教職員のつどい
近畿ブロック地域同窓会 通信スクーリング後交流会
野中猛ゼミ同窓会
神奈川県地域同窓会 通信教育学生との相談・交流会
西尾張・北尾張地域同窓会
27
（日）
社会福祉・医療系の仕事発見セミナー
27
（日）
西尾張地域同窓会 総会・講演会・懇親会
27
（日）
岐阜県地域同窓会飛騨支部 総会・講演会・茶話会
27
（日）
半田キャンパスボランティア同窓会
2
（土）
第1回理事会
2
（土）
山梨県地域同窓会 総会・大交流会・二次会
2
（土）
福島県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻（通信教育）
2
（土）
同窓会 総会
3
（日）
知多地域同窓会 講演会・総会・懇親会
7（木）
・8
（金） 全社ゼミ関係者同窓会
9
（土）
静岡県地域同窓会・懇親会
9
（土）
大阪地域同窓会 tea time交流会
9（土）
・10
（日） 東京地域同窓会 スクーリング公開講義・交流会①
16
（土）
西三河／碧海地域同窓会 知立の集い
17
（日）
第2回東海地域ブロック代表者会議
東京地域同窓会＆経済学部同窓会
（首都圏地域）
23
（土）
「書家金澤翔子書展」鑑賞会
23
（土）
岐阜県地域同窓会 同窓生の集い・懇親会
23
（土）
日本福祉大学牧野ゼミ同窓会
23（土）
・24
（日） 第2回九州・沖縄地域ブロック代表者会議
30
（土）
日本福祉大学社会福祉協議会職員同窓会
30
（土）
愛媛県地域同窓会 総会・懇親会
30
（土）
北海道地域同窓会 コンパしますin旭川
30
（土）
第2回関東地域ブロック代表者会議
30
（土）
第2回近畿地域ブロック代表者会議
4（水）
・5
（木） 昭和37年度卒業社会福祉学部Ⅰ部同期会
7
（土）
岡山県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
7
（土）
Ⅰ部聴覚障害者問題研究会加絵手OBOG会
7
（土）
岐阜県地域同窓会国際交流プロジェクト
14
（土）
和歌山県地域同窓会 公開講座・総会・懇親会
14（土）
・15
（日） 第2回東北地域ブロック代表者会議
15
（日）
三重県地域同窓会 講演会・総会・交流会・懇親会
福岡県地域同窓会 第1回同窓生・学生のつどい
15
（日）
卒業年代別ランチ交流会
19（木）
・20
（金） 32勢和会
名古屋地域同窓会
21
（土）
第１回名刺交換会・通信教育部との交流会
21
（土）
富山県地域同窓会 総会・懇親会
21
（土）
第2回北信越地域ブロック代表者会議
瀬戸・尾張旭・長久手地域同窓会
22
（日）
文化講演会・総会・懇親会
26（木）
・27
（金） ヤジエセツルメントOS会
（45 ～ 50）
28
（土）
埼玉県地域同窓会 通信教育部同窓交流会
28
（土）
香川県地域同窓会 交流会・懇親会
28
（土）
岡山県地域同窓会 通信生・同窓生合同懇親会
28
（土）
井戸田セツルメント 2012
28
（土）
第2回中国地域ブロック代表者会議
岡山県・中国ブロック地域同窓会
29
（日）
社会福祉の専門性について語り合おう会
3（金）
・4
（土） 勢和寮78
4
（土）
福祉大学祭出店
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網掛けは本部事項

月

月

8

2017年8月~2018年2月
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福井・石川県人会 福祉大学祭出店
香川県地域同窓会 スクーリング公開講義・交流会
訓覇スウェーデンセミナー同窓会
名古屋地域同窓会 福祉大学祭出店
未申会
北海道地域同窓会 ガッツリ食って、ガッツリ語る意見交換会
兵庫県地域同窓会 ゆるつな日福ひょうご
福岡県地域同窓会 スクーリング公開講義・交流会
東京地域同窓会 スクーリング公開講義・交流会②
スポーツ研究会同窓会
なるこ会
中社大3期生同窓会
心身研究同窓会パートⅠ
名古屋地域同窓会・経済学部同窓会共催
第10回親睦ゴルフコンペ
島根県地域同窓会 研修会・総会・懇親会
日本福祉大学セミナーin群馬
1973年卒業1部秦ゼミナール同窓会
KOBAZEMI85
Ⅰ部バレーボール部OB・OG会
東京地域同窓会「日本福祉大学セミナーin群馬」応援自主企画
「重監房資料館」見学会と草津温泉を楽しむ日帰りツアー
第2回四国地域ブロック代表者会議
福井県地域同窓会 同窓生のつどい
経済学部セミナー・同窓生の集い
福祉経営学部
（通学課程）
同窓生の集い
卓球部OB会
1971年度社会福祉学部Ⅱ部Cクラス同窓会
オニヤンマの会
日本福祉大学サイクリング部OB会
日本福祉大学硬式テニス部OB会
第2回常任理事会
第2回理事会
奈良県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
たちばな会
福岡県地域同窓会 スーパービジョン研修会（福岡オフィス共催）
静岡県地域同窓会西部支部 交流会
1983年度卒業大泉ゼミ同窓会
1985年卒業社会福祉学部第Ⅰ部Kクラス同窓会
高知県地域同窓会 新年会
広島県地域同窓会 県北の集まり
名古屋地域同窓会 料理教室
幹の会
岡山県地域同窓会 原田 正樹先生を囲む会
西三河／碧海地域同窓会 キャッチ同窓会
名古屋・南尾張地域同窓会・経済学部同窓会 第2回名刺交換会
新山会
宮城県地域同窓会 総会・新春懇親会
広島県地域同窓会 総会・懇親会
岡山地域同窓会 祈! 社会福祉士合格。国試応援イベント
大阪地域同窓会 新年会
静岡県地域同窓会中部支部 中部地区会・懇親会
北海道地域同窓会 国試ご苦労さん会
東京地域同窓会子ども部会 島田療育センターはちおうじ見学会
日本福祉大学アーチェリー部OB・OG会
第3回東海地域ブロック代表者会議
北海道道南地域同窓会 総会・新年交流会
栃木県地域同窓会 総会・研修会・懇親会
千葉県地域同窓会 交流会
（施設見学＆懇親会）
綿先生を囲む会
沖縄県地域同窓会 セミナー
埼玉県地域同窓会 野田の街並み散策
兵庫県地域同窓会 淡路ブロック交流会
鹿児島県地域同窓会 通信生・在学生・卒業生の集い
福岡県地域同窓会 第2回同窓生・学生のつどい
職域分野別情報交換会
北海道地域同窓会 総会・新年交流会
二木立ゼミ同窓会
第3回近畿地域ブロック代表者会議

菊池由美さん（旧姓: 西条）社会福祉学部1984年卒業

表紙のひと

キクチ ユミさんは、出生時の事故による脳損傷のため身体に麻痺を抱えましたが、幼少時より絵画に
対する情熱が強い子どもでした。
日本福祉大学卒業後は、
パソコンによるデザイン技術を学び、Web用素材集のCG制作等を仕事にする
とともに、手描きでは40代に入り水彩の新しい描き方を研究し独特の、かすれるマチエールの描法を開拓。
またこの頃から「麻痺による揺らぎのある不確実な線」こそが自分の個性と気づき、自分の身体に素直に
従う描き方をするようになりました。
最近では、植物などの複雑な描線に「震えを利用」するに至り、近年、注目されつつある新しい
概念「バリア・バリュー(障害を価値に変える)」を体現すべく奮闘されています。
また、他の障害者の
方にパソコン技術の指導やライブアート活動
（写真上）
をはじめ、精力的に活動されています。

西尾張ブロック ボランティアフェスティバルにて
《2017年12月愛知県一宮市》

2017年12月 東海テレビ 愛の鈴 第35回ひまわり賞受賞
2016年 9月 東急ハンズグリーティングカードデザインコンペに入選ハンズWebストアにて販売中
2016年 3月 東急プラザ銀座の4階巨大壁面2箇所を制作
（写真下）

作品「切り子が照らす
気高き花たち」
《東急
プラザ銀座4階》
と
キクチ ユミさん

2017年度は

のべ 4242人
が受講！

5～6

2018

有限会社 日本福祉総合サービス
詳細とお申込はQRコードから！

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

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】

くらそっと
公式ホームページ

株式会社 エヌ・エフ・ユー（日本福祉大学グループ）

くらそっと
Facebookページ

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）

0o

（介護保険事業者番号2374101372）

ff

◉くらそっとユウナル東海店

10

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。

◉くらそっと半田店

¥

1契約で3 端末まで補償
1年間に10万円まで何度でも補償

清 こち
算 ら
※ 時 を
¥3 ユウ に 切
※ 00以 ナル お出 り
取
有 上 東
効 の 海 し っ
期 M 店 く て
8月 限 E カ だ
：
末 20 NU フ さ
日 1 限 ェ い
8年 定
。

国内初の
モバイル端末向け保険

「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。
「ふ
（つうの）く（らしの）し（あわせ）」の情報発信拠点として、福祉用具の
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。ユウナル東海店では、
カフェやキッズスペースを併設しています。

ご

保険料（月払・非課税） 700 円
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編集後記
同窓会会報117号（2016年8月）表紙で紹介したフライングディスク部の快挙に続き、OBで活動しているクラブチーム
『80's
（エイティーズ）』が、
「第43回全日本ガッツ選手権大会」
（2017年6月神奈川県箱根町）
にて念願の初優勝を果たしました。
会報119号（2017年8月）
で紹介したアメリカンフットボールの竹内修平選手（富士通フロンティアーズ）
も
「第71回ライスボウ
ル」
（2018年1月東京ドーム）
で2連覇を達成しました。
また、東京オリンピック・パラリンピックを控えて、愛知県強化指定選手と
して、
トライアスロン、
ボッチャ、水泳、車いすバスケットボール、車いすテニスの6名（在学生4名を含む）、一般社団法人日本
パラ陸上競技連盟強化指定選手として、陸上（やり投げ）1名（在学生）が選ばれています。皆さんの活躍に胸が躍ります。

