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反骨心を
力に変えられる選手を

本 気のプレーが
体 も 心 も 強く する
2018年9月、
私たち同窓生の誇りでもあります浅尾
拓也投手が中日ドラゴンズを引退。
その後、中日
ドラゴンズの二軍投手コーチに就任し、指導者と
しての第一歩を踏み出しました。
そこで今回は新たな門出の機会として、浅尾氏と
学生時代の浅尾選手をよく知る谷地宣亮部長の
お二人に、
懐かしい学生時代と選手時代の思い出
について語っていただきました。

心の準備が大事です。
いきなり出番と言

谷地 まずは12年間お疲れ様でした。
同窓生の

たり、
チームが自分の責任で逆転されたり、
そこ

浅尾

皆さんをはじめ、
在学生も教職員も勇気や感動を

は大学野球と勝敗の重みが違いましたね。

われるのと、
自分で想定しておいて出番を迎える

いただき感謝しています。
さて、
2006年の入団か

谷地 そうした緊迫した場面でマウンドへ上が

のとでは心の余裕が違います。
ですから、
出番が

ら2018年に引退されるまで、素晴らしい記録を

るときの気持ちは私たちでは計り知れません。

ありそうなときは常に気を張っていましたし、体も

残し、
セットアッパーとしてチームの黄金期を支

浅尾

えた浅尾さんですが、
プロに入るときは自信があり

事前のミーティングで対戦相手のデータを基に

谷地 では、
プロ野球選手になって一番よかっ

ましたか、
また怖さはありませんでしたか。

投げるコースを頭に入れていましたから、
マウンド

たことは何ですか。

に上がってしまえばバッターに集中できましたね。

浅尾 プレーではないですが、普段出会えない

大事な局面で大きな仕事をするとき、緊

人の話を聞けたことです。
さまざまな方の話を伺

浅尾

最初は2、
3年でクビになってしまうのでは

確かにブルペンでは怖さもあります。
ただ、

という不安もありましたが、バッターと対戦して

谷地

真っ直ぐでファウルを取れたときはプロでやって

張したり不安になったりすることもありますが、

動かして肩をつくっていました。

うと、人として勉強になるときがたくさんあり、生き

いけると思いました。
それから早いタイミングで

浅尾さんにはそうしたときにしっかり仕事ができる

方について考えさせられる機会がとても多かっ

プロ初登板、
そして初先発がありましたが、怖さ

心の強さを感じます。
以前に話をしたとき、
事前に

たですね。

よりもとにかく楽しみでした。
ただ中継ぎをやって

できる準備はしておきたいとおっしゃっていました

谷地 いろいろな世界の人と接することは勉強

いく中では、先発投手の勝ち星を消してしまっ

が、
プロの世界でも準備が大切ということですね。

になり人生のプラスになります。
ただ最近では、
人と接することを嫌う学生が増えています。営業
職はイヤだとか、企業の経営者と話す金融機関

中日ドラゴンズ二軍投手コーチ

浅尾 拓也

Takuya Asao

日本福祉大学福祉経営学部2007年卒業。2006年大学
生・社会人ドラフト3巡目で中日ドラゴンズに入団。通算416

浅尾 そうですね。
あるとき経営者の方から
「実
るほど頭を垂れる稲穂かな」
ということわざを教

試合で38勝21敗23セーブ、通算防御率は2.42。通算232

えていただき、
その言葉がずっと頭に残っていて、
自分もそうありたい、
そうならないといけないなと

賞を獲得。2018年9月26日に現役引退を発表。
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ですしもったいないことです。

ホールドポイントは歴代3位。2010年、2011年に最優秀中
継ぎ投手。2011年にはセ・リーグのMVPとゴールデングラブ
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に行きたくないという人もいたりして、
それは残念

強く感じたことを覚えています。

谷地

浅尾さんが引退したときに、
よく
「謙虚」
と

書かれている新聞記事を読みましたが、背景に
はそうした学びが生きているのかもしれません
ね。
では、学生時代の話を聞きますが、球速を上
げるために何か特別なことをしていましたか。
浅尾

いいえ。
しかも実は野球にそこまで情熱

があったわけではないのです。
でもきっかけは、
コーチ
（監督代行）の成田さんに
「スピードで通
用するのは
（チームメイトの）岩本だけだ」
と言わ
れてからですね。
そのときは、必要とされたら辞め
て困らせてやろうくらいの気持ちで練習していま

指導する監督がついていってきちんと見るだけ

結局できずに自分のやり方に戻るときがある。

した。性格悪いですよね
（笑）。
でも、練習してい

でも、選手のモチベーションは全然違う。
それは

であるなら自ら考えて行動した方がよいですよね。

くうちにどんどん速くなっていって、
もう少し、
もう

プロで言えば、二 軍の試 合に一 軍の監 督と

谷地

少しと思っていたらそんな気持ちも薄れていきま

コーチが来て、頑張ろうという気持ちになるのと

導する側もその人の特長をよく知らないといけ

した。
だから、
そう言われなければ反骨心が芽生

同じです。

ません。
では、野球部の後輩たちへメッセージを

見ていることを意識させるということで

人によってどこまで言うかは難しい。指

お願いします。

えず辞めていたかもしれません。

谷地

谷地 その言葉を聞いて反骨心に変えられる

すね。
そして、アピールできるチャンスを与える

浅尾

人とそうでない人がいます。今の選手や学生を

こと。
そうなると選手は自分の特長を自分なりに

ないでしょう。
でも野球を4年間一生懸命やる

大学でも野球を続ける人はそう多くは

見ていると、強い言葉やこちらが刺激を与えよう

理解して生かしていくことが大事だと思いますが、

ことで、
プロでないにしても、野球チームをもつ

と意図した言葉でもマイナスに捉えてしまいがち

浅尾さんは大学生のときはそういうことを意識し

企業に就職できるかもしれません。
であるなら全

な面がある。
でも浅尾さんはそうはならなかった。

ていましたか。

浅尾

練習していくうちに球が速くなり楽しく

浅尾

力で野球に取り組み可能性を広げてほしいで

僕の場合は球速でした。
プロの世界では、

すね。
遊びたいから辞めたいという人もいますが、

なったからですかね。本当に辞めなくてよかった

平均的な選手でレギュラーは少ないです。
たと

それはみんな思うこと。
やりたければ野球も遊び

です。

えば極端に足が速い、
ホームランを打てる力が

もどちらもやればいいのです。

日本福祉大学の硬式野球部は2部に

ある、バントがとてもうまい、
そういう人が活躍し

谷地 そうですね。野球をやりたい気持ちがあり

降格して2年が経ちますが、1部昇格には何が

ています。何か一つに特化した方が一軍に残り

ながら辞めてしまうのはもったいない。4年間続

やすい。長所を伸ばす方が成功は早いし短所

けたことは必ず今後に生きてくるので、
ぜひやり

も減っていくと思います。

切ってほしいですね。最後に日本福祉大学と同

谷地

必要だと思いますか。
浅尾

単に練習量を増やせばいいとは思いま

今後は若手を育てていくわけですが、
コー

せん。
質の高い練習をしてほしいと思います。
あと

谷地

は経験、試合数をこなすことです。本気の対戦

チとして大事にしていきたいことはありますか。

をすることによって自分本来以上の力が出る。

浅尾

教えすぎないことです。選手を見れば、

窓生の皆さんへメッセージをお願いできますか。
浅尾

皆さんには、
入団のときから応援していた

だいたり、毎年母校へ呼んでいただいたりして、

それで筋肉がつき、場慣れもしていく。
そうなるこ

その日の調子や今日は何かを考えながら投げて

心をいつもつないでくれていました。現役を引退

とで体も心も強くなると思うのです。試合を組ん

いることがだいたいわかります。
ですから、
できる

してもこうして呼んで表彰までしていただき感謝

で全力で投げて、打って、走る、
そういう実戦を

だけ自分で考えさせるように仕向けていきたい

しています。
これからも日本福祉大学という名前

増やすことが間違いなく一番いい練習になると

ですね。

思います。

谷地

が世に広まることを願い、今後とも何かできる

本学の指導でも、
たとえ言いたいことが

練習量は他の大学に負けないくらいし

あっても全てを言わずに少しだけヒントを与えて

ていますが、
もっと試合をした方がいいというこ

考えさせようとしていますが、
これがなかなか難

とでしょうか。

しい。指導する側からしても歯がゆいときがあり

谷地

浅尾

はい。特に選手層が薄くなると、主の選

ます。

手たちが試合に出ると思うので、Aチーム、B

浅尾 プロの場合は、
その選手にはその選手

チームを作ったら、Bの選手だけで試合ができる

の考え方があるので、曖昧なアドバイスは迷い

環境をつくることです。
そのときにBの方に本来

につながります。
その練習を1ヶ月くらいしても

日本福祉大学硬式野球部部長
経済学部教授

谷地 宣亮

Nobuaki Yachi

1992年、関西大学経済学部卒業。1997年、神戸商科大
学大学院経済学研究科単位取得満期退学。酒田短期大
学経済科専任講師を経て、1999年4月より日本福祉大学経
済学部に赴任。1999年から硬式野球部監督に就任し、

ことがあれば協力していきたいと思います。12
年間、本当に応援ありがとうございました。

Present
『浅尾拓也さんの
サインボール』プレゼント
抽選で10名の方にサインボールをプレゼント
します。希望者は、2019年4月末日必着で、
同窓会ホームページもしくはハガキにて応募
してください。厳正なる抽選の結果、当選者に
お送りし発表に代えさせていただきます。
なお、
ハガキの場合は、
郵便番号・住所・氏名・
同窓会ＩＤ
（または学籍番号：会報宛名右下
の番号）
・電話番号・サインの希望番号41
（選手時代の背番号）
か81（コーチの背番号）
を記載して、下記までお送りください。
送付先

〒460-0012
名古屋市中区千代田5-22-32
日本福祉大学同窓会
サインボールプレゼント係

2013年より部長を務める。
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児 童 文 学に
ついて語る

主 人 公の
力を信じて書く
児童文学作家

ちば るりこ

Ruriko Chiba

1981年、
日本福祉大学社会福祉学部卒業。
教員として働く中で児童書への関心が高まり
執 筆 活 動を始める。0 7 年『さがしものクリ
ニック』
を出版。16年第14回北日本児童文学
賞優秀賞受賞、亡くなられた方を供養するた
めに家族や友人らが絵師に描かせた供養絵

ちば るりこ

を題材とした
『供養絵ー心寄り添い人ー』
で、
18年第26回小川未明文学賞大賞を受賞。
同年
『スケッチブックー供養絵をめぐる物語ー』
を刊行。

日本の児童文学の発展に貢献した童話・童謡誌『赤い鳥』創刊100年という記念すべき2018年に、
『 魔女の宅急便』
などで知られる角野栄子
先生が、国際アンデルセン賞作家賞を受賞しました。同年、
ちばるりこさん（同窓生）は、
「日本のアンデルセン」
とも呼ばれる小川未明の名を
冠した第26回小川未明文学賞大賞を受賞。受賞を記念し、お二人に児童文学への想いを語っていただきました。
ちば

まだ翻訳されていない地域の子どもたちにこれ

大人が押し付けがましく書くのはいけない気がし

賞作家賞の受賞おめでとうございます。児童文

から届けられるのを願っています。

て。
それって、子どもの読む自由を失ってしまうで

学のノーベル賞といわれる素晴らしい賞で、
日

角野

しょう？だから、
面白い発見やワクワクした気持ちを

本人ではまど・みちおさん、上橋菜穂子さんに続

やはり読者の皆さんがいてくれるからいただけた

自由に感じられて、
ページをどんどんめくりたくなる

いて3人目の快挙。受賞の連絡を受けたときは

賞だと思っています。
すごく良い本だとしても、

物語を書きたいと常々思っています。
ちばさんも

どのようなお気持ちだったのか、
ぜひ聞かせてく

読者の支えがなければ、
知らないうちになくなって

岩手で特別支援学校や小学校の教員をしなが

ださい。

しまいますから。私は特に幼年童話を書くのが

ら、20年以上も児童文学を書かれていると伺い

角野 それはもうね、嬉しかったですよ。1956年

大好き。何と言っても、子どもは一番正直な読者

ました。小川未明文学賞を受賞された
「供養絵」

から続く歴史ある賞ですし、
『長くつ下のピッピ』
の

ですから。
面白くないと感じたら絶対に読まないで

のお話も読ませていただきましたよ。

リンドグレーンや、
『飛ぶ教室』
のケストナーといっ

しょう？こういう人たちに何とか読んでもらう本を

ちば ありがとうございます。
自分には及びもつ

た名だたる作家が受賞されているので、
その末席

書くというのは、
楽しくて仕方ないです。

かない賞だと諦めの気持ちもあったのですが、
どう

に入れたのは光栄なこと。
それに私は子どもの頃

ちば

子どもは素直ですし、反応が予測不能で

してもチャンスを掴みたくて、
締切日ギリギリまで書

から外国文学が好きでしたから、
自分の本を外国

すよね
（笑）
。
先生は実際に子どもたちと触れ合う

いて郵便局へ走りました。新潟県上越市出身の

の方に読んでいただけるなんてとても幸せです。

機会もありますか。

児童文学作家小川未明さんの名を冠した公募

角野

そうなってほしいですね。
それにしても、

実は私、鎌倉文学館で月に一度のペー

の賞で、
応募総数は500近くでしたので、
受賞の

日本でも大きな話題になりました。出版社から翻

スで自作を読む会をやっておりまして。毎回100

連絡をいただいたときはただただ驚きました。
自分

訳を出したいという依頼も増えているそうですね。

人くらいの人が集まってくれるのですが、
朗読して

の実力で受賞したというよりは、
遠野市のお寺に

ちば

3

角野先生、
この度は国際アンデルセン

児童文学の世界最高峰の賞ですから、
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いると、
「たいくつー」
っていう声が聞こえたりして

多く残されている
「供養絵」
という題材を取り上げ

面白いの。
その子に
「退屈なんだ？」
って聞くと、

たことが大きな理由ではないかと感じています。

「へへへっ」
と笑う。退屈って言っておきながら、

角野 このお話はきっと、実際に供養絵を見て

その子は毎回ちゃんと来てくれていますから
（笑）
。

思いつかれたのですよね。私は読んですぐ、
そう

ちば そういった触れ合いから、創作のヒントが

思いました。供養絵は生まれることから死ぬこと

生まれることもある気がします。

まで、人間の世界すべてを含んでいます。広がり

角野 それもあるのかもしれないけど、
私は子ども

があって、
すごく面白い物語になると思われたの

のためにとは考えず、
自分が楽しいと思えるものを

はよく分かりますよ。
ちばさんは最初にエンディン

書くことに徹しています。
特に小さい子向けの本を

グを考えてお書きになりましたか。

・特 別 対 談・

受 賞の喜びと

子どもは
一 番 正 直な読 者
児童文学作家
日本福祉大学客員教授

角野 栄 子

Eiko Kadono

1959年から2年間のブラジル滞在体験を
もとに描いた
『ルイジンニョ少年 ブラジルを
たずねて』で作 家デビュー。8 5 年 代 表 作
『魔女の宅急便』
を刊行、野間児童文芸賞、
小学館文学賞、IBBYオナーリスト文学賞を
受賞。
これまでに250以上の作品を発表して

角野 栄子

いる。00年に紫綬褒章、14年に旭日小綬章
受章。16年『トンネルの森

1945』
で産経

児童出版文化賞ニッポン放送賞、
18年国際
アンデルセン賞作家賞を受賞。

ちば いいえ、書き始めたときはエンディングが

作品を3回くらい、声に出して読みます。
リズムは

ちば

全く見えなかったです。
私は基本的にプロットを作

人の心に響きやすいので、
情景が映画みたいに目

が、
大人になってからもつながるのですね。

子どもの頃に本を読んで楽しかった経験

らずに書きます。
だから、
書いていくうちに脱線して

に映ってきます。私の作品が小さな子に案外好

角野

いくことも多々あります。

かれるのは、
こうした書き方だからかもしれません。

たったら嫌いになるじゃないですか。
だから私は幼

角野 私もそう。
それに身を任せてみるのよね。
そ

ちば 確かに、
情景が浮かぶとその世界に自然

年童話が大事だと思います。

幼少期の読書体験でつまらない本に当

のうち自分が思ってもみないような人物が現れた

と入り込めます。
これが、先ほど先生がおっしゃっ

ちば そうですね。
では、
これからの未来を担って

りして。
その意外性は必要だと思いますよ。作為

ていた
「子どもの想像力をかきたてる作品」
を生む

いく子どもたちへの想いを最後にお聞かせいただ

的というよりも、
リアリティのある意外性。

のですね。読者に自由に受け止めてほしいという

けますか。

ちば よく分かります。
私も書いているときに物語

想いがよく伝わってきます。

角野 これから大人になる方たちには、
ぜひ自分

が動き出すことを大事にしたいと思っています。

角野 どんな物語も、読んだらその人の物語に

の言葉で自分を語れるようになってほしいです。

筋立てて考えても行き着かないと言いますか、
脱

なるのです。
誰でもその世界に入り込んで、
そこの

その人がどのくらい読書をし、好奇心を持って生

線しながら面白いことが浮かぶこともあるので、
主

住人になれる。
主人公はこうしたけど、
自分だった

きてきたか。
そうした日々の積み重ねによって、
そ

人公の力を信じて書き上げるようにしています。

らどうするかなってイメージを膨らませる。
そういう

の人の身体の中に辞書ができていく。
すると、誰

角野 同感です。
主人公の力は大事だと思いま

気持ちを入れ込みながら読み進めていく。
すると

かに自分を表現しようとしたときに、
そこから自然と

すね。

私の物語ではなくて、
その子の物語ができていき

自分の言葉として出てくるようになります。
でも今

ますよ。

は、
インターネットで情報を調べて、情報をつなぎ

てくれますが、言葉の選び方などに工夫はされて

ちば

あわせれば、何とか自分の意見が言えてしまう社

いるのでしょうか。

10万人が読んだら10万通りの物語になる。
読ん

会になってしまいましたから。
それでは勿体ないで

ちば

先生の作品はどれも読者をワクワクさせ

先生が書かれた一つの物語であっても、

角野 風景が見えるような言葉で書くことでしょ

だ人の数だけ、
物語ができますよね。

すよね。

うか。
抽象的ではなく、
具体的に分かるように書き

角野 人間がそれぞれ違うように、
物語もそれぞ

ちば 自分の言葉で語ることは、
その人のオリジ

ますね。
もう一つは、言葉のリズム。私は書いた

れ育っていきます。面白いと思ったら自由に読

ナリティですものね。

んで、
自分の物語にしてほしい。
そして暮らしに

角野 オリジナリティはその人の辞書から出てく

取り入れて、
いろんなことを考えてほしいなと思い

るもの。
その人が持つ好奇心から出てくるってこと

ます。読書はそれに尽きます。子どもたちには、

ですよ。

物語を自分で終わりまで読む経験をしてほしい。

ちば

私自身も幼少期に感じましたが、
自分で終わりま

す。今日は先生のお話を聞けて、本当に良い時

創作活動にも同じことが言えると思いま

で読んだときの、誇らしい気持ちってあるじゃない

間でした。
私も先生のように、
食事をするのも忘れ

ですか。
その経験は、
本に喜びを感じたということ。

るくらい読書に没頭してしまうような、
そんな作品

そうなれば、大人になってからも本を読んでいくだ

を書きたいと思います。
この度は貴重なお時間を

ろうと思います。

ありがとうございました。
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Research

紹 介

Introduction

地域に生きる子どもの包括的支援と
野尻 紀恵
スクールソーシャルワーク
社会福祉学部 准教授

はじめに
2011年3月11日、東日本大震災が発災しました。一瞬
にして失われた多くの人のいのち、消え去った日常生
活。どれ程の悲しみが犠牲となった土地にあふれたこ
とでしょう。しかし、24年前に阪神淡路大震災を経験
した私は、被災した地の人々が助け合い、立ち上がる
ことを知っていたし、そう信じていました。今こそ「い
のち」を語ること、
「地域」を見つめること、
「福祉観」
を豊かに育むことが大切。そんな思いを持ち、2011年
4月に私は、神戸から美浜町にある日本福祉大学に赴任
しました。
私は、日本福祉大学ではスクールソーシャルワーカー
（以降SSWerと略す）を養成し、子どもの人権を基盤
とする地域に生きる子どもたちへの包括的支援につい
て研究しています。その傍ら、茨木市教育委員会での
SSWer事業スーパーバイザー、愛知県教育委員会、さら
には春日井市、半田市など愛知県内の自治体教育委員
会におけるSSWerのスーパーバイザーとして、スクール
ソーシャルワーク（以降SSWと略す）事業に関わって
います。

この学問に出会うきっかけ
そのきっかけは、大学を卒業してすぐに入職した女
子高等学校での教員経験です。
この高校では、不登校や非行経験のある子どもも受
け入れていました。しかし、スクールカウンセラーや
SSWer等の専門職は校内組織に存在せず、様々な子ど
もの事象には担任が対応していたのです。そのため、
子どもへの生活指導や家庭訪問が毎日の業務の多くを
占めていました。当時は学費未納や、家事手伝いを行
うため等の家庭課題が背景にあるための不登校、非行
の繰り返し、などもあり退学する生徒が多くいました。
しかし、家庭の課題には介入できず、担任としての悩
みは大きかったです。
一方、地域福祉の実現を目指して導入されてきた「福
祉教育」は、1990年代には学校で実施することにより、
子どもの自己肯定感を高める教育活動として有効であ
る、と注目を浴びはじめていました。私が勤務してい
た高校でも、「総合的な学習の時間」に「福祉教育」を
導入し、私がその企画運営担当チーフに指名されたこ
とにより、社会福祉協議会や障害当事者、その他福祉
関連の方々、地域住民の皆さまと出会うことになった
のでした。
このような経過の中、私は福祉の仕事に魅力を感じ
て高校を退職し、2005年に大学院に進学し、同時に専
門学校にも在籍して社会福祉士の国家資格も取得しま
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した。2007年からは茨木市でSSWerとして学校を基盤
に子どもへの支援活動を経験しました。私が福祉の仕
事に魅力を感じた理由は、生活歴や家族などによる環
境に左右され、困難な状況に陥っている子どもたちに、
具体的で効果のある支援をなし得るのは福祉の仕事だ
と感じたからです。また、ソーシャルワークという仕
事が、子どもたちの未来につながる人生を支援し、生
きる道筋を共に考える仕事だと思ったからでした。そ
して、そのような力のあるソーシャルワークを子ども
自身に届けるためにはどうしたら良いのかを研究し始
めました。

私の研究の3つの軸
私の研究は大きく次の3つを軸としています。
1つ目は子どもの抱えている困難に対して学校を基盤
として改善・解決するためにSSWerが果たしている役
割や意義を分析する研究、2つ目は子どもを中心とした
誰もが排除されない地域づくりにSSWerが関わる方法
やプロセスを示す研究、3つ目は災害時におけるSSWer
の果たす役割や学校教職員の災害への備えについて検
討する研究です。

SSWerが果たしている役割や意義を分析する研究
SSWerは、文部科学省が活用を導入してまだ10年。
教育分野に対して第2次分野の福祉実践を行うため、目
的や対象や支援の方法論も曖昧なまま実践が行われて
いる状態です。私は教育福祉の立場から、SSWerは学
校という場でソーシャルワークを行っているというこ
とを明確にしようと試みました。特に「子どもの貧困」
が学習の遅れ、心身の健康問題、不登校や非行という
行動事象に現れやすく、学校現場で「貧困」が見えて
いても「隠されて」いく事例に対して、SSWerの役割
を事例研究しました。博士論文として提出し、2018年3
月に博士（社会福祉学）学位をいただきました。
博士論文では、大阪府茨木市の教育政策およびSSW
実践事例を分析することにより、SSWerが行う、子ど
もの貧困の克服に効果的な支援とはどのような支援で
あるのかについて明らかにすることを目的としました。
この研究目的を達するために、本研究では、以下の3点
について検討しました。⑴茨木市における教育とSSW
の連携のプロセスを示す。⑵子どもの問題事象に隠れ
た貧困が存在した事例を検討することにより、その事
例に対して行った支援がどのようなものであったのか
について示す。⑶子どもの隠れた貧困に対してSSWer
が効果的な役割を果たすか否かを検討する。

SSWerが、子ども本人は勿論、家庭や地域・行政等
に様々に影響することで、学校教育の場で制度や行政、
地域、組織に展開し、子ども本人や家族の問題状況の
解決に向けたソーシャルワークを行っているという、
SSW実践の枠組みを示しました。
子 ど も の 隠 れ た 貧 困 を 支 援 す るSSWerの 役 割 は、
ソーシャルワークの6つの基盤を用いた「学びの下支
え」です。SSWerの「学びの下支え」は、発達の保障、
貧困から脱出するための意思、親世代とは違う生き方
を選択できる力を導き出すのです。

子どもを中心とした誰もが排除されない
地域づくりに関する研究
子どもは学校だけではなく、地域・家庭での生活が
あります。そこで、子どもの支援を重層的に行うため
にも、SSWerとコミュニティソーシャルワーカー（以
降CSWと略す）との連携が欠かせないと考え、この2
職種が共に地域に配属されるとともに連携構築が進ん
でいる市を抽出し、特に連携実践を行っている2職種の
ペアを調査対象としてインタビュー調査・分析を行い
ました。
SSWerが単独でソーシャルワークを展開するのでは
なく、CSWと連携を進め、「アセスメント」「コーディ
ネーション」「生活支援」というソーシャルワーク機能
を発揮していることを示すことができました。また、
連携プロセスにおける重要ポイントを分析することに
よって、2職種の連携により、貧困の中に暮らす子ども
支援において総体としてのソーシャルワークの厚みが
増す可能性を示唆することができました。
さらに現在は、SSWerとCSWが連携して生活支援を
行うことによる進路保障について研究を進めています。
進路とは進学にとどまらない、生き方の道筋です。こ
の進路保障の考え方を深めていく研究を行うために、
SSWer研究の私と、CSWの研究者がペアを組み、研究
者自身も互いに学びあいながら研究を進めています。
その議論はとても刺激的です。

災害時におけるSSWerの果たす役割についての研究
災害発生時にその地域の学校が経験するプロセスを、
これまでの災害後に作成された報告書や独自調査に
よって検証・検討を進めています。これは、私自身が
阪神淡路大震災の学校現場（高校教員時代・在校生が3
名亡くなりました）を経験したことにより、子どもの
生活する場の安全を守りたいという思いから研究を継
続しています。防災・発災直後、復旧・復興のそれぞ
れのフェーズにおいて果たすソーシャルワーカーの役
割を、過去の災害から学びながら考察し続けています。
そして、復旧・復興の過程で「人が内に持っている
力を発揮する」ことができ、学校などの組織・集団の
レジリエンスを高めることができる・・・ソーシャルワー
カーが何を行うことができるのか、これからも模索し

ていきたいと思っています。

あいちSSW実践研究会の立上げと継続
本学のSSW教育課程卒業生は、愛知、東京、大阪な
どでSSWerとして活躍してくれています。そんな卒業
生はもとより、愛知県内のSSWerが相互に研鑽を積む
場として2015年にあいちSSW実践研究会を立上げ、継
続した研修会・事例検討会・研究会を開催しています。
SSWerの支援が地域に根ざし、地域に生きる子どもに
届くソーシャルワークを展開することができるよう、
貢献していきたいと考えています。

日本福祉大学 社会福祉学部 准教授

野尻 紀恵

Nojiri Kie

■研究分野
スクールソーシャルワーク、学校福祉、
教育福祉、福祉教育
■プロフィール
1988年 神戸大学 教育学部 卒業
1988年 神戸常盤女子高等学校 教諭
2005年 神戸市長田区社会福祉協議会ボランティアコーディネーター
2007年 茨木市教育委員会スクールソーシャルワーカー
2007年 関西学院大学大学院修了 修士（総合政策）
2008年 神戸常盤大学短期大学部幼児教育学科専任講師
2008年 神戸常盤ボランティアセンター長
2011年 日本福祉大学 社会福祉学部 准教授 現在に至る
2015年 あいちスクールソーシャルワーク実践研究会立上げ 現在に至る
2017年 日本福祉大学災害ボランティアセンター長 現在に至る
2018年 日本福祉大学大学院により博士（社会福祉）学位取得
■最近の主な著書
⃝『スクールソーシャルワーカー実務テキスト』
（編著 2016 学事出版）
◯
『災害ソーシャルワークの可能性 学生と教師が被災地でみつけた
ソーシャルワークの魅力』
（共著 2017 中央法規）第1部第2章4
「日本福祉大学の報告」
（pp42-58）第2部第6章「被災地における
ソーシャルワーカーのレジリエンス」
（pp148-156）
◯
『学校福祉論』
（共著 2018 ミネルヴァ書房）第4章「学校でつくり
あげる子どもの福祉」
（pp69-89）
◯
『学校でソーシャルワークをするということ―教職経験をもつ
スクールソーシャルワーカーが伝えたい』
（編著 2018 学事出版）
第2章「スクールソーシャルワーカーが学校でソーシャルワークを
展開できるために」
（pp41-78）
■最近の主な論文
◯
「子どもの隠れた貧困とスクールソーシャルワーカーの役割について
の研究―大阪府茨木市における支援事例の検討を基にして―」
【博士学位論文】
（日本福祉大学）
◯
「食をともなう子どもの夜の居場所のケーススタディ―社会関係
の紡ぎ直しの検討―」2018『日本福祉教育・ボランティア学習学
会年報』Vol.29（pp44-58）
◯
「災害発生後の学校のレジリエンスのために―スクールソーシャル
ワークの災害への役割―」単著 2018『学校ソーシャルワーク研究』
第13号日本学校ソーシャルワーク学会誌
（pp20-34）
◯
「貧困の中に育つ子どもを支える連携支援のプロセスの視覚化―
SSWとCSWの学び合いのプロセスを中心として―」共著 2016『日本
福祉教育・ボランティア学習学会年報』Vol.26（pp15-26）
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開設
10 周年

健康科学部、子ども発達学部、
国際福祉開発学部レポート

健康科学部
半田キャンパス

10周年イベントレポ

12/2

（日）

リハビリテーション医療や介護など“人”が行うケアと、福祉
用具やバリアフリー住宅といった“モノ・環境”によるサポー
トという2 方 向からアプローチ。1 0 周 年の節目となる2 0 1 8
年 4月から福 祉 工 学 科の2 専 修 が 名 称を変 更し、新たに
「情報工学専修」、
「建築バリアフリー専修」が誕生しまし
た。実践的な専門技術を身につけ、卒業と同時にプロとし
て活躍できる人材を養成します。

子ども発達学部
美浜キャンパス

記念講演会では、
「リハビリテーションと技術の融合」
をテーマに、
鹿児島大学大学院の下堂薗恵教授と、福祉工学科の鈴木康雄先生
が講師として壇上に上がりました。
また理学療法学専攻、作業療法学
専攻、介護学専攻、福祉工学科それぞれの企画イベントやホーム
カミングデーが行われました。なお、7月7日
（土）
には、福祉工学科と
情報社会科学部の同窓生による合同事業が盛会に行われました。

10周年イベントレポ

11/3

（土）

子ども発達学部は2019年4月より学部編成を一新し、子ど
も発 達 学 科は「 保 育 士・幼 稚 園 教 諭 」、
「 小 学 校 教 諭・中
学校教諭」、
「特別支援学校教諭」を養成する専修・コー
ス編成に。心理臨床学科は、入学後に選択する３ユニット
制を導 入し、
「 公 認 心 理 師 」対 応を開 始します 。高まる保
育・教 育・心 理 分 野の二ーズに応えるプロフェッショナルを
育成し、卒業生を多様な領域へ輩出していきます。

国際福祉開発学部
東海キャンパス
国際福祉開発学部の学びの特色は、2年次の11月～3年次の5月
まで最長6か月間のフィールドワーク、
インターンシップ、留学等の取
り組みをゼミやクラス教員の指導・支援の下での展開を可能とす
るクォーター制を導入しているカリキュラムです。
この期間に選択
できるプログラムは、海外協定校と連携した「グローバルフィールド
インターンシップ」や産学連携先の中部国際空港をフィールドとす
るさまざまな就労体験を通じて国際力を養うものです。
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記念講演会、
各専攻・専修企画、
ホームカミングデー

シンポジウム＆
ホームカミングデー

美浜キャンパスの大学祭が行われた11月3日
（土）、子ども発達学
部の開設10周年を記念して、
「子ども・発達支援のこれまでとこれ
から－地域社会に貢献する活動を通して－」
をテーマにしたシンポ
ジウム＆ホームカミングデー
（懇親会）
が実施されました。懇親会で
は学部の卒業生とその家族、教職員が思い出話などに花を咲か
せました。

10周年イベントレポ

10/28

（日）

記念講演

開設10周年記念事業のひとつとして、10月28日
（日）、
「 多文化共
生社会にダイブする」
をテーマに記念講演会が開催されました。講
師にお迎えした原田氏は、
エシカルの理念の普及とともに、貧困削
減・環境保護など地球につながるフェアトレードの推進にチャレンジ
されてきました。フェアトレードタウンに認定された名古屋市のさまざ
まな取り組みを紹介いただきながら、
これからの生き方、働き方につ
いて卒業生たちと意見を出し合いました。

2 0 0 8 年 に 開 設した 健 康 科 学 部 、子ども発 達 学 部 、
国 際 福 祉 開 発 学 部 の 3 学 部 が 1 0 周 年 を 迎 えました 。
各 学 部の記 念 行 事の開 催に
日本 福 祉 大 学 同 窓 会も協 力し 、
多くの 同 窓 生 が お 祝 い に 駆 け つ けました 。

記念講演会

各専攻・専修企画

下堂薗氏は、
ロボット技術と治療を併用して発展させ

各専攻・専修にて企画が実施され、介護

ていく産学連携の取り組みについて実例を交えて紹

学 専 攻では卒 業 生 4 人がパネリストとな

介。鈴木助教は、情報工学の観点からリハビリテー

り、大学の学びから見えてきたこと、働く中

ションへの応用の事例をいくつか紹介されました。

で気づいたことなどを発表しました。

OB’s Voice
なべた

とものり

鍋田 朋典 さん
健康科学部
リハビリテーション学科
2017年3月卒業

記念講演会から懇親会まですべて参加しまし
た。卒 業 後も大 学には何 度か遊びに来てい
ますが、今日は仕事のヒントも得られた良い機
会でした。ここで「 人のために仕事がしたい」
という同じ志を持った仲間と出会えたこと、
そ
して卒業してからもこうして先生や同級生と交
流できることが本当に幸せだなと感じました。
多職種連携の
重要性や課題がテーマに。

シンポジウム

ホームカミングデー

これからも初心を忘れず、自分のやりたいこと
に邁進していきたいです。

OG’s Voice
おがわ

みお

小川 美緒 さん

シンポジストに、子ども発達学科の塩崎美穂保育専修
長、橋本洋治学校教育専修長、前心理臨床学科長の堀

子ども発達学部
心理臨床学科
2017年3月卒業

美和子を迎え、
これまでの学科・専修の取り組み、地域社
会への貢献、2019年度以降の構想を話し合いました。

久しぶりに大学に来ましたが、先生方や在学生と交
美浜キャンパスの生協食堂
「食菜―tabenaー」で懇親会をしました。

流する中で「この大学を選んでよかったな」
と改めて
思いました。私は今、小学校の特別支援学級の教
師となり2年目。経歴は浅いですが、“特別支援教
育関係の専門家”として質問を受けることが多く、大
学で得た知見を職場に伝えられて
いることを実 感し、充 実した日々で
す。このイベントを機に、大学との交
流をもっと増やしたいと思います。

OB’s Voice
にわ

しゅんさく

丹羽 俊策 さん
国際福祉開発学部
国際福祉開発学科
2012年3月卒業

懐かしい再会や、
それぞれの貴重な体験を共有できた、
とても素敵な企画でした。ゲストでご登壇いただいた
原田さとみさんのお話や登壇した卒業生の取り組みの

フォーラム

発表を通じて、
これまでの国際福祉開発学部の歩みと

原田さとみ氏の講演後、吉村輝彦学部長とグ

これを機に国際開発同窓会を設立し、記念パーティー

ローバル人材として活躍が期待される卒業生を
交えて、
それぞれが取り組んできた活動や社会へ
の関わり方などについて活発に議論しました。

卒業生各々の活躍が、より際立った企画でした。また
フェアトレードとの出会いや
魅力を語る原田さとみ氏

も実施できました。10年を通じて育まれた国際福祉開
発学部の魅力が、
さらに深まり広がることを願いつつ、
卒業生の一人としてこれからも頑張りたく思います。
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絆をさらに強めて 被災地復興へ

被災地復興・支援コーナー

西日本豪雨における総社市災害ボランティアセンターの活動
社会福祉法人

総社市社会福祉協議会

■岡山県総社市における西日本豪雨の被災状況
2018年7月6日からの
記 録 的 大 雨により、総
社市でも大きな被害を
受 けました。特に市を
縦断し倉敷市へ流れる
高梁川の両岸では浸水
被害が大きく、4人が尊
い命を落とされました。
市内の被災状況は、全壊78、大規模半壊168、半壊351、一部
破損513、床下浸水369となっています。
また、甚大な被害を受けた倉敷市真備町に隣接する下原地
区では、アルミ工場の溶解炉が冠水したことにより爆発事故が
発生し、浸水被害と工場爆発の2重の被害を受けた地域もあり
ます。
これらの地域では、現在でも仮設住宅等での生活を余儀
なくされている方が多くおられます。

事務局次長 中井 俊雄（社会福祉学部1993年卒業）

田先生をはじめ教職員と学生の皆さま4名が先遣隊として本市
に被害状況やニーズの把握等に来ていただきました。
また、7月20日〜 22日には、野尻紀恵先生をはじめ学生と
教職員の皆さま18名が大型バスで総社市に支援活動に入って
いただきました。皆さまには35度を超える猛暑のなか、被災現地
で大型家財の運び出しや畑に詰まった泥のかき出し、被災され
た民家の片付けなどを手伝っていただきました。
その後も全国各地から災害ボランティア活動に来ていた
だき、15,000人を超えるボランティアの皆さまに活躍いただき
ました。
これまでの被災地では例のないスピードで復旧作業が
進みましたが、その中
でも特に発災直後の
混乱のなかで、自分
たちの活動に不安や
焦りが募っていたとこ
ろで、学生や教職員
の皆さまからの温か
いお声掛けやご支援
が、本当に嬉しくて、
勇気や元気をいっぱ
いいただきました。

■大活躍した高校生ボランティア
雨の上がった翌8日の早朝、1,000人近くの高校生を中心とし
たボランティアが、市役所玄関前に集まっているとの連絡があっ
たところから、本市での災害ボランティアセンターの取り組みが
始まりました。
これから「災害ボランティアセンター」を開設しよう
■災害ボランティアセンターから復興支援センターへ
と準備していた矢先の出来事でした。
総社市では、災害ボランティアセンターを7月8日に設置して
これは、総社市が
以来、急速なスピードで復旧が進みました。そして、現在は「災
ピンチを迎えている
害ボランティアセンター」から「復興支援センター」へと名称を
場面に、
「高校生の
変更し、復興に向けて支援の軸足を被災した皆さまの生活
自分たちにも何かが
再建・生活支援に置いて「被災者見守り・相談支援事業」に
できる」と高校生た
取り組んでいます。
ちが自ら、片岡市長
これまで社協で実践してきたコミュニティソーシャルワークを
へツイッターを通じ
基盤として、孤立防止等のための見守りや日常生活上の相談
て訴え、その呼びか
支援、住民同士の交流の機会の提供、災害ボランティアの派遣
けに応えたことがきっかけとなったもので、朝の市役所前の
等を継続して行うなど、被災者一人ひとりに寄り添い信頼関係
光景は本当に驚きから始まりました。
このような中「災害ボランティアセンター」の体制を整える暇も を作りながら課題を一緒に考え解決していけるよう、支援体制
なく、はじめの一週間は現地の状況も十分把握できないまま、 の構築をめざして活動しています。
混乱していました。装備や支援器具等も十分確保できないまま、
被災現地へ職員と共にボランティアに入っていただき、現地で
総社市社会福祉協議会の紹介
民生委員や町内会長などの協力を得ながら手探りでマッチング
総社市社会福祉協議会では、今年度新たに1名就職し、
を行うなど、集まった高校生たちに活躍いただくため全力疾走
計4名の卒業生が福祉活動専門員、障がい者千五百人ワー
していました。現地では泥出しや家具や畳出しなど、泥だらけ
カー等として勤めています。
この度の災害ボランティアセンター
汗まみれで大変な作業を行っていただきました。避難所では
業務でも現地でのニーズ調査やボランティアのコーディネート、
食事の配食や掃除、支援物資を必死で運び物資毎に並べて
支援物資の受入れ調整など様々な場面で活躍しました。
また、
本会は、社協の使命である地域福祉をベースに、障害者支援
いただきました。高校生をはじめ多くの皆さまの大きな力を感じ
や権利擁護支援等にも積極的に取り組んでいます。昨年度
ながら、本会の職員も一丸となって懸命にコーディネートに専念
からは基礎自治体としては初の「ひきこもり支援センター」を
していました。
開設するなど、地域にある様々な課題解決に向けて取り組ん
でいます。発災により延期となった「全国ひきこもりサミット」も
■日本福祉大学災害ボランティアセンターの支援活動
次年度には開催しようと準備を進めているところです。
このような中、母校である日本福祉大学の原田正樹先生から
ぜひ総社市に足をお運びください！
発災直後の7月12日にお見舞いのメールをいただいたところから
HP：http://www.sojasyakyo.or.jp
日本福祉大学による支援が始まりました。7月14日・15日には、原
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第30回

日本福祉大学社会福祉セミナー in愛媛

開催報告

人と自然と福祉がつながる社会 〜お遍路文化から考える
2018年11月10日
（土）に松山市の「にぎたつ会館

しました。シンポジストは県内で活躍する卒業生から

1階芙蓉の間」において、
「社会福祉セミナーin 愛媛」

選びました。障害当事者の方、地元で福祉事業を展開

を、テーマ「人と自然と福祉がつながる社会～お遍路

している方、仕事を通して福祉の制度的変遷を経験

文化から考える～」のもと開催しました。この7月には

している方、自分の夢を大切に育てている方などのお

愛媛県も「平成30年7月豪雨」の記録的な大きな被

話は、地域社会の中で生きることの広がりと人間を大

害を受けましたが、参加者に困難を乗り越える大き

切にするつながりを考えさせられる視点がありました。

な励みを与えたものとなったのではないでしょうか。

どの方の発言からも日本福祉大学のアクティブなスピ

児玉善郎学長の挨拶のあと、51番札所石手寺の

リッツを感じさせられました。会場にいた私の知り合い

ご住職の加藤俊生さんから「石手寺とお遍路文化～

は「日本福祉大学って、すてきな大学ですね」と話しか

出会いの旅～」と題して記念講演をしていただきまし

けてきました。参加者は122名でしたが、セミナー後に

た。石手寺の由来から始まりお遍路の意味なども含

回収したアンケート結果からも、多くの方々が福祉セミ

めて、1年に400人の方を宿泊させているというお話で

ナーを好意的に受け止めてくださいました。

した。宿泊者の中には思い悩んだ人たちもいて、石

地域同窓会にとってもこういう大きなイベントは初の

手寺が心の受け皿になっているようでした。実は実

試みで随分と右往左往もしましたが、その度に同窓

行委員会が加藤さんに講演をお願いしたのは理由が

会や後援会の本部の皆さまに相談したり、ご指導を

あります。大震災被害者への支援や生活困難を抱え

仰ぎました。あわせてセミナー実行委員会を毎月1回

る人々の相談活動等ボランティアの社会活動をさか

開催し13回を数えました。そのうえシンポジストの方に

んに行っておられるご住職さんだからです。綿祐二

は2回の予行演習をしていただき当日にのぞみました。

先生は「『 我が事・丸ごと』思いやり文化を広げるた

その実行委員会のメンバーの皆さまにも感謝を申し

めに」をテーマに基調講演をされ、歯切れのよい講演

上げます。大きなイベントをやり遂げて、地域同窓会と

口調やご自身の体験などが参加者の印象に深く残り

しても何か自信が持てた様に思います。これからも日

ました。綿先生には続けてシンポジウムのコーディネー

本福祉大学の同窓生の集まる場として地域同窓会を

ターもお願いしました。シンポジストのテーマは、
「私た

盛り上げていきたいと思っております。

ちが考える地域社会とは−現場からのメッセージ−」と

 （文責：第30回社会福祉セミナー実行委員会会長 水野 喜代志）

「 2019年度 社会福祉セミナー in 山形」のご案内
日

2019年11月16日
（土） 12：00～ 受付

時

会

山形国際ホテル

場
4

4

13：00〜 開始

4

4

4

日本福祉大学らしい学びと山形愛を感じるものにしたいと思っています。優秀な母校の教授陣を招いて、実質的な
学習の場となるようにしたい。また、大学と友好協力宣言締結自治体である最上町・遊佐町をはじめ地方自治体の
斬新な取り組みを紹介しながらのシンポジウムを考えています。乞うご期待。（山形県地域同窓会長

新関 正啓）
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同 窓 会 開 催 の お 知ら せ
ブロック ブロック・地域同窓会・認定同窓会

日時（2019年）

会場

内容（講師所属は2019年3月現在のものです）

関東

関東ブロック
地域同窓会

主婦会館プラザエフ7階
3月23日（土）
「カトレア」

⃝卒業を祝う会

⃝懇親会

神奈川県＆東京
地域同窓会

4月20日（土）

神奈川県立七沢森林公園

⃝森林セラピー

⃝雨森孝悦先生ミニ講演

神奈川県地域同窓会

5月11日（土）

福祉保健研修交流センター
ウィリング横浜

⃝公開セミナー
演題：
「災害に強い居住福祉～防災のまちづくり～」
（仮題）
講師：児玉 善郎 先生（日本福祉大学学長）
⃝総会 ⃝懇親会

茨城県地域同窓会

5月12日（日）

茨城県県南生涯学習センター

⃝公開セミナー
演題：
「発達するとは？～発達の基本的な方向と生活のあり方～」
講師：近藤 直子 先生（日本福祉大学名誉教授）
⃝総会 ⃝懇親会

千葉県地域同窓会

5月19日（日）

バーディーホテル千葉／
北海道魚鮮水産 千葉駅西口店

⃝講演会
演題：
「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）
⃝総会 ⃝懇親会

埼玉県地域同窓会

5月25日（土）

東京地域同窓会

6月29日（土）

埼玉県地域同窓会

山梨県地域同窓会

神奈川県地域同窓会

北信越

北信越ブロック
地域同窓会

7月7日（日）

9月14日（土）

11月17日（日）

3月23日（土）

サービス付き高齢者向け住宅
「ゆうあいホーム」

⃝懇親会

⃝施設見学会
案内：笛木 俊一 先生
（
〈株〉
フエギ代表取締役社長、
日本福祉大学名誉教授）

鉄道弘済会 弘済会館

⃝講演会
演題：
「地域のつながりと健康〜人生100年時代の健康づくり〜」
講師：横山 由香里 先生（社会福祉学部准教授）
⃝総会 ⃝懇親会

未定

⃝総会
⃝講演会
演題：
「未定」
講師：藤田 孝典 氏（NPO法人ほっとプラス代表理事）
⃝懇親会

未定

⃝講演会
演題：
「我が事、丸ごと、地域共生社会の理想と現実
〜合理的配慮を考える〜」
講師：綿 祐二 先生（福祉経営学部〈通信教育〉学部長・教授）
⃝総会・大交流会 ⃝二次会

福祉保健研修交流センター
ウィリング横浜

⃝公開セミナー
演題：
「ダウン症の娘とともに歩んで
〜翔子のチャレンジを見守る〜」
講師：金澤 泰子 先生（書家、日本福祉大学客員教授）
⃝懇親会

富山オフィス
Cafe & bar Y's（ワイズ）

⃝卒業祝賀会

アパホテル金沢駅前

⃝大学セミナー文化講演会
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（社会福祉学部准教授）
演題：
「現在の日本福祉大学の教育について」
講師：佐藤 慎一 先生（全学教育センター副センター長）
⃝総会 ⃝交流会

⃝卒業記念懇親会

石川県地域同窓会

7月6日（土）

岐阜県地域同窓会
東濃東部支部

3月24日（日）

紅岩山荘

⃝講演会
演題：
「自分らしく老いる」
講師：平川 仁尚 氏（名古屋大学医学部准教授）
⃝アトラクション ⃝交流会

三重県地域同窓会

5月11日（土）

賛急屋

⃝伊賀地域ブロック交流会

クーポール会館

⃝講演会
演題：
「誰もが当事者であると共に自らの人生の主人公
〜社会的孤立・尊厳と信頼・自己有用感を切り口にして〜」
講師：青木 聖久 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝総会 ⃝交流会

7月7日（日）

名古屋キャンパス

⃝総会
⃝講演会
演題：
「不良だった僕が福祉で働くワケ
〜日本福祉大学で教わった大切なこと！〜」
講師：飯嶋 進哉 氏（主任介護支援専門員）
⃝コンサート 「フォークグループ みなみ風」
⃝親睦懇親会

東海ブロック
地域同窓会

7月20日（土）

名古屋キャンパス

「公務員同窓生の集い」
⃝情報交換会

東海ブロック
地域同窓会・
あすなろ会

8月24日（土）

名古屋キャンパス

「東海4県教職員の集い」
⃝講演会 ⃝実践報告 ⃝交流会

近畿ブロック
地域同窓会

3月23日（土）

新梅田シティ 梅田スカイビル
タワーイースト36階
スカイルーム1・2

⃝卒業お祝い式＆交流会 in 関西2019

ホテルセントノーム京都

⃝講演会
演題：
「私たちの暮らしと『ふくし』のこれからのために」
（仮題）
講師：木戸 利秋 先生（社会福祉学部教授・社会福祉実習教育研究センター長）
⃝総会
⃝交流会

静岡県地域同窓会

5月12日（日）

東海
名古屋地域同窓会

近畿

京都地域同窓会
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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。
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3月30日（土）

ブロック ブロック・地域同窓会・認定同窓会

滋賀県地域同窓会

日時（2019年）

6月2日（日）

会場

コラボしが21

近畿
兵庫県地域同窓会

中国ブロック
地域同窓会

神戸メリケンパーク
7月15日（月・祝） オリエンタルホテル
4階瑞天東
3月23日（土）

内容（講師所属は2019年3月現在のものです）

⃝総会
⃝講演会
演題：
「未定」
講師：近藤 直子 先生（日本福祉大学名誉教授）
⃝懇親会
⃝講演会
演題：
「子どもたちにかがやきを
〜子どもたちをまん中にしたふくし〜」
講師：野尻 紀恵 先生（社会福祉学部准教授）
⃝総会 ⃝懇親会

NPD貸会議室 岡山駅前／
鶏と魚の旨い店 次元

⃝卒業お祝い記念

⃝交流会

⃝二次会

中国

鳥取県地域同窓会

6月15日（土）

鳥取県立生涯学習センター／
炉端かば鳥取駅前店

⃝総会
⃝講演会
演題：
「我が事・丸ごと地域共生社会の実現に向けた
取り組みについて」
（仮題）
講師：綿 祐二 先生（福祉経営学部〈通信教育〉学部長・教授）
⃝懇親会

広島県地域同窓会

2020年
1月18日（土）

鳥小屋

⃝県北の集い

四国ブロック
地域同窓会

3月30日（土）

にぎたつ会館

⃝卒業を祝う会

⃝交流会

6月22日（土）

高知会館

九州・沖縄ブロック
地域同窓会

3月24日（日）

福岡オフィス／
ピエトロセントラーレ本店

⃝卒業お祝い記念大交流会 in 九州

宮崎県地域同窓会

8月3日（土）

ホテルメリージュ宮崎

⃝総会

オニヤンマの会
（「児童文化部」OB会）

6月1日（土）
・2日（日）

臨江館（犬山市）

⃝交流会

小木ゼミOG・OB会

8月4日（日）

名古屋キャンパス（予定）

⃝交流会

昭和37年度卒業社会
福祉学部Ⅰ部同期会

10月9日（水）
・10日（木）

漣 鳥羽店

⃝交流会

昭和44年卒業社会
福祉学部Ⅰ部

6月16日（日）
・17日（月）

岐阜市内

⃝懇親会

名古屋キャンパス

⃝映画上映会

小牧ワイナリー

⃝ワイナリー見学＆ランチ会（P.41をご参照ください）

四国
高知県地域同窓会

⃝総会
⃝講演会
演題：
「災害に備え、安心して住み続けられる
居住福祉のまちづくり」
講師：児玉 善郎 先生（日本福祉大学学長）
⃝懇親会

九州・沖
縄
認定同窓会

女性交流サロン

7月6日（土）
11月16日
（土）

⃝情報交換会

⃝懇親会

⃝鵜飼観覧等
⃝交流会

地域同窓会事業は、お住まいの地域に関わらず、
ご自由に参加いただけます。皆さんのご参加をお待ちしています。

「みんなで創るキャンプ 2019 in 駒ヶ原」

NICC（日本福祉大学キャンプカウンセリング研究会）のメンバーはもちろ

ん、
「みんなで創るキャンプの会」
「とんびっ子（「とんび村キャンプ」参加
者）
」
「みなと日曜学校」
「あすなろキャンプの会」のメンバーとその家族が
世代を超えて交流するキャンプです。
（NICCみんなで創るキャンプの会）

日時：2019年8月23日（金）
〜 25日（日）
〈 3日間出入自由〉
会場：旧 駒ヶ原キャンプ場（愛知県北設楽郡）
● Facebook特設イベントページで企画提案を大募集
● 問い合わせ minnadecamp2019@gmail.com

大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻（通信教育）同窓会からのお知らせ
今年度の定期総会及び合同企画の開催は皆さまの参画、ご支援をいただきまして2018年9月1日（土）に開催いたしました。総会
においては今後の会運営の在り方を考えさせるお話もありましたが、出席いただきました皆さま方のご支援を得て、今後の課題と
なりました。また、合同企画におきましては「社会的養護から見た子ども虐待と貧困」をテーマに堀場純矢先生をお招きして講演を
いただき、また、児童養護の問題の視点から現場からの報告をいただき、グループディスカッションを実施、子ども問題の深刻さを
実感した会となりました。その後には例年通り懇親会も浩養園において開催いたしました。
さて、来年度の定期総会と合同企画開催予定についてお知らせいたします。
来年度の定期総会は2019年8月31日（土）に開催いたします。また、合同企画におきましても同日の午後に予定いたしております。
テーマや懇親会の会場については後日決定し次第、改めてお知らせいたします。
来年度の同窓会は少しでも同窓生の皆さまに意義を感じていただける会として活動を深めてまいります。今後とも同窓会活動
への参画、ご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。

日本福祉大学大学院社会福祉学研究科
社会福祉学専攻（通信教育）同窓会

高柳 雅仁
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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同窓会ビジョンは、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ことです。
目標とする同窓会像の実現を目ざして各地で行われている地域同窓会の活動状況をご紹介します。

岡山県地域同窓会
「日本福祉大学卒業という縁でつながったゆるやかなつながりを大切に」
岡山県地域同窓会は2010年度に社会福祉セミ
ナー継承型の日本福祉大学セミナー開催を引き受け、
県内同窓生に呼びかけをしたところ多くの方に実行
委員会に参加していただきました。セミナー開催後も
セミナーでの活動を継承していこうという声とともに数
名の方に地域同窓会役員として引き続き参加してい
ただき、毎年できるだけ同窓会会員のニーズを探りな
がら企画を考えてきました。
定例は年一回の総会・講演会・懇親会ですが、大学
のセミナー開催時には同時開催とし、それ以外の時は
その時々で関心の高いテーマを選んで日本福祉大学
の先生をお招きして講演会も開催しています。
定例以外では、2010年度のセミナーで行われたハ
ンセン病療養所である長島愛生園でのフィールドワー
クを2年に一回継続し、毎回県外の方を含め多くの方
に参加いただいています。
また、現在同窓会では通信教育部の卒業生も多く
なり、在学時から同窓会と交流をする機会として、通信

岡山県地域同窓会総会
（2016年度）

教育部のスクーリングの機会に忘年会や新年会など
を企画しています。
他にも多くの同窓生に参加していただける企画とし
て、これまで災害地へのボランティア、サッカーＪ2のファ
ジアーノ戦観戦、岡山マラソン応援、社会福祉士等
国試会場での応援、お花見会、新緑の時期にＢＢＱ
会などを行ってきました。今年は新しい研修企画とし
て、岡山市にある「朝日訴訟記念展示室」見学を企
画しています。
岡山県地域同窓会は約1,000名の同窓生がいま
す。同窓会はまったくの任意の団体ですが数年に一
度でも参加してみようかなあと思っていただけるよう
ないろいろな企画を考え、また何かあれば相談できる
同窓生という縁でつながったゆるやかな関係を大切に
したいと思います。
企画する役員の方も、県内３地域の役員を選出でき
現在8名の役員体制です。無理なく楽しくやっていきた
（文責：河本 利典）
いと思います。

第4回国立療養所・長島愛生園フィールドワーク
（2017年度）

通信生・同窓生合同懇親会
（2017年度）

次回は静岡県地域同窓会です。

瑞宝双光章（2019年2月）
（中部社会事業短期大学1956年卒業、社会福祉学部1961年卒業）
小栗 勉さん［同窓会顧問 元同窓会長 元法務事務官］
◇

おめでとう
ございます

◇ 日本野球連盟中国地区連盟ベストナイン

西川 昇吾さん［ JR西日本

2017最優秀選手

日本福祉大学硬式野球部OB］
（国際福祉開発学部2016年卒業）

第26回小川未明文学賞 大賞（2018年3月）
ちば るりこさん（社会福祉学部1981年卒業）
◇

第7回 言の葉大賞 最優秀賞一般部門（2017年3月）
深谷 京子さん（社会福祉学部2001年卒業）
◇

平成30年度人権擁護功労賞 法務大臣表彰（ユニバーサル社会賞）
加藤 啓太さん（社会福祉学部2010年卒業）

◇

愛知県弁護士会 平成29年度人権賞
一般社団法人アンビシャス・ネットワーク 代表 田中 嵩久さん（社会福祉学部2015年卒業）

◇
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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。
今年度にて経済学部同窓会も12年目の活動となります。少しずつではありますが、新しい企画や東京静岡での企画、また各地域同窓会
との共催企画に地道ながら活動の広がりを実感しています。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、卒業生・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、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
S TAG E

仲原 幹夫

1

本年度の活動報告
●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）
場 所：日本福祉大学名古屋キャンパス
第2部 名刺交換懇親会
玉木さんは中学校英語教師を20年以上勤められ、大病とその療養、突然
の夫の死などを経て、運命的にバングラデシュにて約400人が在学する学校
を作りました。「バングラデシュの子どもたちの未来を教育の力で照らしたい」
との思いは民間の草の根支援・発展途上国支援の在り方を考える貴重な学び
の機会となりました。
●2018年10月13日
（土）
経済セミナーin浜松 〜静岡県地域同窓会との共催〜
第1部 セミナー「リハビリテーションロボット”Over view”」
講 師：奥村 庄次 氏（東名ブレース株式会社 代表取締役）
場 所：浜松市福祉交流センター
第2部 懇親会
静岡県地域同窓会との共催で浜松で経済セミナーを開催しました。経済
学部同窓会は愛知県中心の活動が中心ですが、今回のように様々な地域でも
経済セミナーを開催できるよう活動の幅を広げていきたいです。
●2018年11月17日
（土）
経済学部同窓会の集い 〜日本福祉大学、
経済学部との共催〜
第1部 講演会「地域を見据え、
世界で活躍するために」
講 師：安川 彰𠮷  氏（愛知製鋼株式会社 元会長）
場 所：日本福祉大学東海キャンパス
第2部 各業界別交流会
愛知製鋼の安川氏からは「人づくり、リーダーづくり」を熱弁いただきま
した。心頭体（しんずたい）の大切さや知識のインプットには手書きで文書に
纏めないと自分のものにならない！といった言葉に過去の経験と仕事への熱い
情熱を感じました。第2部の在学生向けの業界研究会も多くの学生に参加
いただき大盛況でした。
S TAG E

2

経済学部同窓会役員候補の立候補・推薦について
2019年度は経済学部同窓会の役員改選の年度となります。
役員改選にあたり、広く全国の経済学部同窓会員の皆さまから役員候補への立候補及び推薦を受け付けます。
1．第五期役員任期 2020年度〜2022年度の3年間
2．立候補・推薦
立候補、もしくは推薦したい同窓生がいらっしゃる場合は、同窓会事務局、あるいは現在の第四期同窓会役員にご連絡ください。
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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

−2018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。

●全国DET障害者平等研修を学ぶ

●リスクマネジメント

●大学レポートのお作法：目的に合った文章の書き方

◇ 2018年度に開催された地域学習会
地域学習会日程
2018年 4月21日
（土）

開催地域
東京都

企画名
全国DET障害者平等研修を学ぶ

2018年5月26日
（土）
・27日
（日） 名古屋市 第25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～
2018年 9月15日
（土）

大阪市

リスクマネジメント

2018年10月13日
（土）

東海市

キャリアアップを目指す人のためのワークショップ

2018年10月26日
（金）
・27日
（土）
・28日
（日） 札幌市
2018年10月27日
（土）
2018年10月30日
（火）

第26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～
大学レポートのお作法：目的に合った文章の書き方

相模原市 非行・触法行為を行った知的障害児や発達障害児の指導・教育を学ぶ

2018年11月 4日
（日）

福岡市

本当はおもしろい！

2018年12月 3日
（月）

伊勢市

非行・触法行為を行った知的障害や発達障害の少年の指導・教育を学ぶ

那覇市

沖縄の社会福祉士とソーシャルワーク

2018年12月24日（月・祝）
2019年 1月 5日
（土）
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大阪市

国試科目の学び方、いかし方（地域学習会IN福岡）
(地域学習会IN沖縄)

名古屋市 障碍者が生きづらさを持ちつつも働くことの意味と意義

2019年 2月16日
（土）

東京都

差別を許さず、排除をしない共生社会

2019年 2月16日
（土）

高松市

発達障害グレーゾーンとされる子どもと悩む親への支援をどのようにおこなうか

2019年 3月 3日
（日）

東京都

地域共生社会実現にむけて ～司法と福祉の連携の必要性と課題～ 地域生活定着支援における福祉の役割
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「スウェーデン研修」公開講座 開催のお知らせ

「北欧型福祉国家と呼ばれるスウェーデンとはどういう国なのか？
日本と何がどのように異なるのかを考える」
●内容：

長年「福祉国家」としてあり続けてきたスウェーデン。「福祉が進むと労働意欲を失う」「福
祉が手厚い代わりに税金が高い」「理想郷にも重税という裏がある」など、他国からはいろいろ
非難されてきましたが、国民の満足度は高く、福祉の充実のためにさらに税負担が増えること
もいとわないと聞いています。
手厚い福祉とは、誰に対するどのようなものなのでしょうか。
日本とは何がどう異なっているのでしょうか。
そして、スウェーデンはなぜそのような国であり続けられるのでしょうか。
スウェーデンに長年住み研究を続けてきた、本学元教授の訓覇法子氏（現・日本福祉大学福
祉社会開発研究所客員研究所員）をむかえ、スウェーデンの福祉の実際、日本を離れているか
らこそ見える日本の福祉との違い、そして、実際に自分の目で見、比較し、理解することの大
切さをお話しいただきます。日本福祉大学ならではの、国際比較を通じた「福祉」についての
学びを体験してみませんか。

◯日時・プログラム：2019年6月1日（土）13：00 ～15：00（開場 12：30 ～）

※講座終了後の15：10から、フィールドスタディ科目である「スウェーデン研修」の説明会も行います。事前学習と現地での見学、ならびに
見学を深めるセミナーによって、スウェーデン福祉国家を考察する授業です。希望者は、そのまま会場にお残りください。

◯ 参加対象者：本学学生以外も参加可能

スウェーデンの福祉や「スウェーデン研修」に関心のある方ならどなたでもご参加いただけます。

◯定員： 60名
◯参加費：無料
◯会場：連合会館 402会議室（東京都千代田区神田駿河台3-2-11） ☎ 03-3253-1771

JR「御茶ノ水」駅聖橋口 徒歩5分 ／ 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅B3出口すぐ

◯申込方法：参加には事前予約が必要です。参加をご希望の方は、本学通信HP「公開講座 参加申込フォーム」から
お申し込みいいただくか、メールにてお申し込みください（koukaikouza@ml.n-fukushi.ac.jp 氏名・住所・電話番号・
メールアドレスを添えてください）。
申し込み締め切り：5月27日（月）17：00まで
お問い合わせ先：日本福祉大学 通信教育部事務室

E-Mail：koukaikouza@ml.n-fukushi.ac.jp

☎ 0569 - 87-2932

第 3 回 東海教職員の集い
開催日：2018年8月25日
（土）
／会場：名古屋キャンパス／参加者：13名

今回は、午前に柴田康正先生（子ども発達学部教授）に「教育実
践の創造による教師の力量形成を」と題して、中学校での実践を
中心に講演をしていただきました。
午後の実践報告は、はじめに、春日井市立西山小学校が実践し
ている「授業のユニバーサルデザイン－すべての子にわかる・で
きる授業をめざして－」をテーマに2名の先生に報告していただ
きました。
続いて、
「私の教員実践－実践者としての育ち－」と題して、安
田訓明氏に、特別支援教育での失敗や保護者からのアドバイス

を受けながら、子どもの言
動に共感し子どもから学
び、そして、子どもと共に育
つことの意味などを報告し
ていただきました。
また、交流会では、自己紹
介とともに、実践上での悩
みを出し合い、意見交換をする中で、集いが互いを支え合う場に
なることの大切さを実感することができ、集いの意義を改めて
確認する機会になりました。
（文責：木内 正範）

国の職員交 流 会
開催日：2018年5月26日（土）／会場：名古屋キャンパス／参加者：5名

東海地域を主とした国の職員（独立行政法人を含む）の卒業生
交流会を開催しました。
少年院教官を長年勤めたAさん（女性）、少年院の社会福祉士B
さん（女性）
、独立行政法人国立病院機構の病院の主任児童指導
員のCさん（女性）
、総務省勤務のDさん（男性）、ゲストに同窓会
副会長の水野さんが出席しました。
Aさんは少年院教官勤務の思い出、Bさんは少年院の社会福祉
士として感じること、Cさんは大病院の療育指導室の現状、Dさん
は国のサービス事業の入札改善についてなど各々仕事の現状な
どを報告しあいました。

出席者の在学
年代は 70年代か
ら約10年間隔で、
世 相・学 生 生 活
の変化も語り合
い、大 学 の 現 状
も水野副会長か
ら説明がありました。出席できなかった方々からのご連絡の報
告もありました。
今回対象者へのご案内は東海 3県＋滋賀の東部のみでしたが、
また対象を広げ開催できたらと思っています。（文責：仁木 俊二）
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同窓 会 開 催 報 告
北海道地域同窓会

開催日●2018年7月20日
（金）／11月24日
（土）
会 場●酔楽まる太（別海町）／北海道総合福祉研究センター別館（札幌市）
参加者●8名／７名

「根室管内在住同窓生」懇親会を開催しました。別海在住の卒業生
に呼びかけ人になってもらい、根室市、別海町、中標津町、標津町、
羅臼町、釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居
村、白糠町在住の方に連絡を取りました。地域同窓会から五十嵐理事
がお伺いし総勢8名の懇親会でした。北海道の広い地域性を考えると
皆さまに札幌へ来てもらうよりも、各地域での開催が大切であると思
います。学生の参加も2名あり有意義な時間を持てました。参加され
た皆さまありがとうございました。
また、11月24日（土）には「ガッツリ食ってガッツリ語る意見交
換会生ハムもあるでよ in SAPPORO 白石partⅤ」を開催し7名の参
加がありました。この企画も5回目になりました。今回はどんな会に
なるのか楽しみでしたが、児童デイサービスに新たに勤めた方が参加
し、さらに参加者に児童デイサービスのNPOを主催されている卒業
生が参加していましたので、ニーズが合致して沢山アドバイスをもら
えた様子でした。ほかの参加者も中身の濃い話ができました。


（文責

岩手県地域同窓会

演
講

題：
「地域包括ケアと地域医療構想〜事実と論点〜」
師：二木 立 先生
青森県で二木立先生の講演を開催したいという会員の熱い思いが実
現し、9月1日に弘前市で公開講座を開催しました。たくさんの参加
者の方々と共に二木立先生のご講演を聞き、懇親会では、二木先生の
〝ヨイトマケの唄〟を拝聴し、仲間に出会い、素晴らしい先生方に学
ぶことができた
学生時代の豊潤
な思い出にひた
ることができた
機会となりまし
た。
（文責

工藤 摩世）

秋田県地域同窓会

開催日●2018年8月26日（日）
会 場●やはぱーく（矢巾町）
参加者●12名

（文責

鹿野 俊彦）

開催日●2018年7月7日（土）
会 場●東京第一ホテル鶴岡（鶴岡市）
参加者●20名

今年度の総会は山形を離れ鶴岡で開催しました。20名の参加があり
やって良かったなあと思いました。鈴木一成副会長の統計を駆使した
「福祉よもやま話」はさすが経済学部卒です。熱き胸があっても冷た
き頭が伴っていないと駄目だとの警鐘のようでした。集いの会では皆
さまの学生時代の思い出を語ってもらったところ時間オーバーになる
程熱のこもったものになりました。山形名物面白集合写真の後、懇親
会に突入し庄内
の美酒に酔いま
した。このエネ
ルギーを大学セ
ミナーin山形に
向けたいと思い
ます。
（文責

新関 正啓）
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（文責

福島県地域同窓会
演
講

桑原 利光）

開催日●2018年9月15日（土）
会 場●いわきゆったり館（いわき市）
参加者●22名

題：
「地域共生社会のこれまでとこれから」
師：平野 隆之 先生
いわきゆったり館において2018年度の総会を開催しました。参加
者は平野先生、最上オフィスの中嶋さん、三重県からの参加者1名、
通信生1名、
来年度通信教育部への入学予定者1名を含む22名でした。
懇親会は17名の参加でした。講演会は常磐線の事故により遅れて始
まりましたが時
間を延長してい
ただき、懇親会
は平野先生は参
加できませんで
したが、お互い
親睦を深めまし
た。
（文責

今回のテーマは「庄内の夏」です

開催日●2018年11月10日（土）
会 場●協働大町ビル（秋田市）
参加者●19名

「地域の福祉課題を探る学習会2018」と題して、会員3名より関わ
る分野の現状と課題等発表してもらいました。保坂さんからは、社会
的養護の中の児童養護施設の現状を、鶴谷さんからは、単独型短期入
所事業所を開所してみての障がい児者をめぐる課題について、石塚さ
んからは、介護保険サービス提供施設を立ちあげて考えてみた高齢者
を在宅で支えるということについて話してもらい、フロアーとの意見
交換を行いました。最後に今野理事から東日本大震災被災自治体のそ
の後の現状と課題についての話があり有意義な時間を持てました。


山形県地域同窓会

開催日●2018年9月1日（土）
会 場●アートホテル弘前シティホテル（弘前市）
参加者●53名

梅下 忠弘）

「岩手の復興を願いつつ！定期総会開催」
被災後7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2018年度定期総会が開催されました。会員9
名と委任25名の参加と本部3名の出席で、本年の地域同窓会の諸活動
をどう行うかを熱心に話し合いました。今年も「物好き者の集い」を
行い会員交流することや、本年卒業生を祝う会を開催することを決め
ました。また、ちば会員の小川未明文学賞受賞を盛大に祝いました。


青森県地域同窓会

今野 久寿）

同窓 会 開 催 報 告
茨城県地域同窓会

開催日●2018年6月17日（日）
会 場●茨城県立県民文化センター（水戸市）
参加者●35名

演

題：
「知ってほしい障害年金のはなし
〜精神の障害に焦点をあてて〜」
講 師：青木 聖久 先生
茨城県は、精神障害の方に対する障害年金の不支給割合及び支給停
止割合が、ワーストに名を連ねていた実状を踏まえ、私たちの身近な
問題として考える機会になりました。精神障害の方の表面化しにくい
生きづらさ、障害を受容できない苦しさ、障害年金が果たす役割にも
分かりやすく触れていただき、理解を深めることができました。


（文責

埼玉県地域同窓会

群馬県地域同窓会
演
講

題：
「地域のつながりと健康〜人生100年時代の健康づくり〜」
師：横山 由香里 先生
今年度の総会企画は、
横山先生の講演会でした。年末のお忙しい中、
在学生や関東ブロック各県からの参加者もあり、つながりを強く感じ
ながらの有意義な総会となりました。講演の中にもありましたが、健
康寿命を伸ばすために大切な点とは、人と社会的なつながりを持って
生活を送ることだそうです。これからの同窓会活動をしていく上で、
大いに勇気づけられました。
（文責 今井 芳明）

谷田部 浩美）

開催日●2018年7月8日（日）
会 場●北浦和カルタスホール／
台湾料理 萬福（さいたま市）
参加者●73名

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
演題のテーマどおり、子どもたちとの関わりや支援が楽しくなる内
容で、近藤先生の実践に基づくリアリティあるお話でした。また「障
害児」である前に「子ども」として関わるという視点も大変参考にな
りました。
（文責 石倉 竹彦）

東京地域同窓会
医療部会

開催日●2018年9月15日（土）〜16日（日）
会 場●あいおいニッセイ同和損保新宿ビル／
「台北夜市」（新宿区）
参加者●28名

9月15日〜16日、藤森克彦先生の「社会福祉政策国際比較」を同
窓生のスクーリング公開講義として実施していただき12名（関東各
県、愛知、新潟から参加）が聴講しました。1日目のゲスト講師は訓
覇法子先生。熱い講義とグループワークでの真面目な討論、発表など
で〝楽しくも難しい？〟スクーリングを終えた後は会場近くの新宿
NSビル29階スカイレストランで通信在学生と同窓生との交流懇親会
を 行 い22人 が
参加。自己紹介
からはじまり、
先生方を囲んで
最後までワイワ
イがやがやと楽
しい交流・懇親
を行いました。
（文責

杉田 哲也）

開催日●2018年7月21日（土）
会 場●医療法 人 財団青 渓会 駒木野病 院／
高尾山ビアマウント（八王子市）
参加者●31名

駒木野病院見学会は今回で4回目。関東ブロック以外にも兵庫、愛
知、静岡からの参加もあり31名が集まりました。病院は自然豊かな
高尾山の麓で、
精神科医療を中心に、
児童精神、
認知症、アルコール依存性と様々な心の問題に
対して、質の高い医療を提供し、地域から親し
まれています。卒業生の山口さんから病院概要
を説明していただき、その後3班に分かれて院
内見学。昭和の風情漂う病棟から近代的な病棟
まで広々とした敷地内に配置され、緑に囲まれ
た開放的な環境で
した。利用者・家
族を中心とする
チーム医療、地域
連携にも積極的に
取り組んでいまし
た。


東京地域同窓会

開催日●2018年12月8日（土）
会 場●群馬県生涯学習センター（前橋市）
参加者●26名

（文責

杉田 哲也）

東京地域同窓会

開催日●2018年10月20日（土）
会 場●「国立ハンセン病資料館」・「国立療養所多磨全生園」／
「庄や 新秋津駅前店」（東村山市）
参加者●32名

東村山市にある国立ハンセン病資料館と国立療養所多磨全生園の見
学会を行い東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、兵庫から32人が参加
しました。
資料館ではガイダンス映像
「柊
の向こう側」、続いて「語り部 佐川修さ
ん講演」のビデオを視聴。館内展示物の
自由見学の後、多磨全生園の散策を行い
ましたが、途中で突然の雷雨に見舞われ
るというハプニングがあり、復元された
「山吹舎」
（4軒長屋で1部屋12畳半に多
いときは8人が共
同生活していた）
の軒下で雨宿りす
る羽目に。終了後
は場所をかえて懇
親会を行いました。


（文責

杉田 哲也）
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同窓 会 開 催 報 告
東京地域同窓会

開催日●2018年11月17日（土）
会 場●国営昭和記念公園バーベキューガーデン（立川市）
参加者●8名

秋晴れのなか国営昭和記念公園バーベキューガーデンで「紅葉を楽
しむBBQ交流会」を行いました。この時期、昭和記念公園は「黄葉・
紅葉まつり2018」の真っ最中。多くの家族連れやグループ、恋人同
士でどこもかしこもワイワイがやがやと賑やか。バーベキューガーデ
ンでは38グループのジュージュー、モウモウと美味しそうな音と煙
のハーモニーがたちこめていました。初企画でしたが天気にも恵まれ、
よく食べよく飲
みながら大いに
交流し楽しいひ
と時を過ごすこ
とができました。
（文責

杉田 哲也）

神奈川県地域同窓会

開催日●2018年7月21日（土）
会 場●くいもの屋 わん（横浜市）
参加者●22名

「通信教育学生と同窓生との親睦会」を開催しました。
毎年、神奈川県地域同窓会では8月の下旬に「通信教育学生との相
談・交流会」を開催しておりとても好評です。もっともっと学生の学
びを支えたいとこの夏はさらに企画しました。先輩や仲間から得る情
報は貴重です。スクーリングが開催されている新都市ホールでの当日
の呼びかけに参加してくれる学生や、分散型実習の前半が終了して駆
けつけてくれた
学生もいて楽し
い親睦会となり
ました。
（文責


開催日●2018年9月29日（土）
会 場●居酒屋 北六（横浜市）
参加者●31名

今年度の「通信教育学生と同窓生との親睦会」は7月21日に続いて
二回目となりました。木村隆夫教授のスクーリング後に横浜の居酒屋
で親睦会を開催しました。学生には大学から個別通知、同窓会からは
学内掲示板はじめホームページやフェイスブックで案内してもらいま
した。当初は参加の申し込みが少なくどうなるか不安でしたが、大学
や木村先生の協力で、スクーリングでの同窓会役員の訴えに8名の学
生が参加を申し込むなどして目標の30名を超えることができました。
親睦会では途中席替えしたこともあり、より多くの学生と同窓生が楽
しく交流することが
できました。また、
木村先生やゲスト講
師の福島先生、通信
教育部事務室の後藤
室長にも参加いただ
き、貴重な話を聞く
ことができました。
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開催日●2018年12月15日（土）
会 場●高尾山・薬王院（八王子市）
参加者●11名

快晴にも関わらず気温9度という寒さの中、高尾山に登り「国試合
格祈願・高尾山参拝ツアー」を行いました。まずは高尾山薬王院本殿
で合格祈願、さらに階段を上がり本社、奥之院と三度合格祈願しまし
た。これで来年の国家試験合格は間違いなし！その後、
高尾山山頂へ。
山頂から眺めた富士山が
とても綺麗でした。この
日は眺望もよく、遠く新
宿の高層ビル群や東京ス
カイツリーもよく見えて
感激。下山後は高尾駅ま
で移動し懇親会を行い、
自己紹介や来年国家試験
に挑戦する4年生に激励
のエールを送り交流しま
した。 （文責 杉田 哲也）

神奈川県地域同窓会

開催日●2018年8月25日（土）
会 場●第2米林ビル（横浜市）
参加者●41名

今年の夏も「通信教育学生との相談・交流会」を開催しました。
はじめに木村隆夫教授による「なぜ福祉と司法の連携が必要か〜刑
事施設（刑務所）は福祉支援が必要な人で満たされている〜」の講演
会を開催。その後は通信教育学生が一人で学ぶことや実習、国家試験
への不安や悩み等を共有し、東京サテライトの先生方や卒業生から助
言をもらうことができた相談会。相談後の安心感や満足感に包まれた
まま開催された交流会と大いに盛り上がった同窓会活動でした。


（文責

齋木 よしみ）

齋木 よしみ）

神奈川県地域同窓会



東京地域同窓会

（文責

片倉 博美）
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山梨県地域同窓会
演
講

開催日●2018年9月8日（土）
会 場●かいてらす（甲府市）
参加者●46名

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」
師：児玉 善郎 先生
講演会は、一般の方も含め大盛況でした。福祉住環境の視点や提言
はとても新鮮でした。その後の大交流会も児玉先生を含め30人弱の
参加。今回も全員が語るということを大切にしながら、アットホーム
な山梨県地域同窓会の良さと、新たな繋がりを創る事ができました。
二次会にも多くの方に参加していただきました。今年も9月14日(土)
に綿祐二先生の講演会と総会・大交流会を開催します。県内外の多く
の方の参加をお待ちしています。
（文責 三枝 健一）

同窓 会 開 催 報 告
富山県地域同窓会

開催日●2018年7月21日（土）
会 場●海鮮ダイニング美蔵（富山市）
参加者●10名

富山スクーリング1日目の講義後に交流会を開催。今回は在学生5
名、卒業生5名のいいバランス。在学生参加者の中に、なんと「いず
れ富山で働きたい」と言ってくれた人が！富山を「いい」って言って
くれて、うれしい。
今回は残念ながらスクーリングの公開はなく、先生もご都合がつか
ずご参加いただ
けませんでした
が、新しい仲間
にも会えて楽し
い時間を過ごし
ました。
（文責


田森 万理恵）

富山県地域同窓会

富山県出身のリオデジャネイロ・パラリンピック銀メダリスト藤井
友里子選手を招聘し、ボッチャ体験会を、その後、総会と懇親会を開
催しました。
ボッチャと出会い人生が大きく変わったことなど、藤井選手ご自身
の体験談をもとにボッチャの魅力について話をしていただいた後、参
加者全員でボッチャを行い、楽しさと難しさを体験しました。藤井選
手の計らいで、
銀メダルを実際
に手に取り首に
かける貴重な体
験もさせていた
だきました。
（文責

福井県地域同窓会

開催日●2018年6月23日（土）
会 場●福井県社会福祉センター（福井市）
参加者●26名

演
講

演
講
演
講





高田 勝之）

静岡県地域同窓会

開催日●2018年7月1日（日）
会 場●サーラシティ浜松／浜松市福祉交流センター（浜松市）
参加者●41名

日本福祉大学セミナーに合わせて、交流会と懇親会を開催しました。
野尻紀恵先生の「子どもの貧困を支援するスクールソーシャルワー
ク」をテーマとした講演に、県内同窓生の方々、学校関係や社協、子
どもを地域で支援している仲間が集まり、当日会場は熱気で包まれま
した。講演後の交流会では、浜松市社会福祉協議会の中谷高久さんか
ら浜松の子どもをとりまく現状について、様々な要因が絡まりあって、
一人ひとりの子どもの現象と問題にたどり着くまでは、丁寧なアプ
ローチと支援が必要な事
が報告されました。地域
の皆さまで「ふだんのく
らしのしあわせ」を共感
できる社会を創っていく
ためには、様々な人たち
が同窓会活動に参加し学
びあい、社会の中で学ん
だことを実践していく必
要性を考えました。


（文責

高林 重誓）

終了後の懇親会の様子

坪田 尚平）

岐阜県地域同窓会
飛騨支部

題：
「福祉教育の持つ力〜ともに生きる社会をつくるために〜」
師：野尻 紀恵 先生
今年度の本県地域同窓会の公開講演会・総会には26名の出席があ
りました。
総会に先立って行われた講演会では、母校より社会福祉学部准教授
の野尻紀恵先生をお招きして、福祉教育の意義やこれからの福祉教育
のあり方・ポイント等についてお話しいただき、参加者一同、地域共
生社会の実現に向
けた福祉教育への
学びを深めました。
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

開催日●2018年9月29日（土）
会 場●（ボッチャ体験会）富山県民共生センター サンフォルテ／
（総会＆懇親会）けやき亭（富山市）
参加者●17名

開催日●2018年6月24日（日）
会 場●丹生川ダム・木地屋渓谷（高山市）
参加者●13名

題：
「木地師の歴史と生活」
師：小椋 美和男 氏（木地師子孫）
題：
「丹生川ダムの概要」
師：森下 智久 氏（岐阜県高山土木事務所）
今回会員の懇親を兼ね、初めて屋外で開催しました。総会議事終了
後、ダム建設に伴い集団移転された小椋氏に、9世紀天皇家から連綿
とつながり明治まで菊紋を使用した木地師の歴史と生活について講演
いただきました。昼食を挿んで、森下氏がダム建設の経緯を映像中心
にお話しくださり、内部
もご案内いただきまし
た。その後一枚岩盤を流
れ下る清流や深緑を吹き
渡る涼風に癒されながら
木地屋渓谷ハイキングを
終え、参加者から「いい
一日やった!!」の声。
（文責

松井 孝喜）

静岡県地域同窓会・経済学部同窓会
「経済セミナーin 浜松」

開催日●2018年10月13日（土）
会 場●浜松市福祉交流センター（浜松市）
参加者●36名

演

題：
「リハビリテーションロボット"Over view"
〜医療・福祉リハビリロボットの市場と概要〜」
講 師：奥村 庄次 氏（東名ブレース株式会社代表取締役）
静岡県内、豊橋エリアの同窓生が参加されました。講演は大学先輩
の奥村庄次氏。福祉・民間企業の皆さまも大いに関心ある内容で、熱
心に質問をされたりメモを取られたりしていました。
情報交換会では、
会食しながら新たなネットワーク作りを期待させる出会いがあったよ
うです。企業や
経済学部同窓生
の交流の場とし
て、改めて広い
「ふくし」を地
域で実践するた
めに、今後も継
続していきたい
と思います。
（文責

鈴木 健吾）
終了後の懇親会の様子
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同窓 会 開 催 報 告
名古屋地域同窓会

開催日●2018年10月20日（土）
会 場●世界の山ちゃん 女子大店（名古屋市）
参加者●41名

西三河／碧海地域同窓会

開催日●2018年10月13日（土）
会 場●特別養護老人ホームせんねん村（西尾市）
参加者●13名

名古屋地域同窓会主催の名刺交換会が、通信教育部のセッションス
クーリングの終了後開催されました。通信教育部の在学生同士の交流
及び同窓生との交流を深め
ることを目的にして開催さ
れたものです。
「つながる」
というテーマのもと、総勢
41名が参加しました。
な お、 当 日 午 前 に は 綿
祐二先生による「障害者政
策と自立支援」という講義
があり、同窓生6名が公開
スクーリングに参加してい
ます。午後からは、訓覇法
子先生による「スウェーデ
ンの障害者政策」の講義を
受講させていただきました。

大学同窓会顧問の小栗勉氏、大学職員の西本光毅氏をお迎えし、同
窓生以外を含めて13名の方々に参加していただきました。
総会の後、職員の方々の案内でせんねん村の施設の個室・休憩所、
風呂、美容室などを見学しました。そして、施設長の阪部寿子氏から
せんねん村の運営理念や高齢者の方々の日課、職員の専門性、年間行
事等について説明を聞き、質問や感想などの意見交換をして、現場を
知るよい機会に
なりました。懇
親会では、自己
紹介を含め、職
場、趣味、学生
時代の思い出、
今回の感想など
を話し合い交流
を深めることが
できました。



（文責

（文責

神谷 良治）

瀬戸・尾張旭・長久手
地域同窓会

開催日●2018年10月28日（日）
会 場●パルティせと（瀬戸市）
参加者●41名

演
講

題：
「困っている子ども・家族の実態と支援の方向性」
師：後藤 澄江 先生
恒例の市民公開文化講演会では、後藤澄江先生を迎え2018年3月
に発表された「愛知子ども調査」の結果をもとに講演をいただきまし
た。テーマへの来場者の関心も高く、近年にない多くの参加者でした。
今回も地元市・教育委員会・社会福祉協議会の後援を得て、市民向け
チラシのほか、新聞やFMラジオなどに取り上げていただき、CATV
の取材もありま
した。講演会に
引き続き総会、
懇親会を行い、
大いに交流を深
めました。
（文責

眞浦 秀雄）

木内 正範）

北尾張地域同窓会
演

題：
「高齢者のエンドオブライフを考える
〜在宅で最期を迎えるための課題〜」
講 師：渡辺 哲雄 先生
第11回の総会とつどいになりました。総会に引き続き講演会を開
催し、これからの日本の社会保障と命の先行きについて、日本福祉大
学中央福祉専門学校専任教員で『老いの風景』の著者の渡辺哲雄先生
にお話しいただきまし
た。重いテーマではあ
りましたが、先生の話
術で時には笑いもあり
という大変有意義なお
話でした。
今回は、
テー
マに大変興味を持って
おられる年代の同窓生
の方に多く参加いただ
きました。


西尾張地域同窓会

開催日●2018年10月13日（土）、
11月10日（土）、12月8日（土）
会 場●尾張一宮駅前ビル（i-ビル）（一宮市）
参加者●延べ40名

西尾張地域同窓会では、「社会保障」、特に「子どもの貧困問題」を
テーマに「地域福祉セミナー」
を開催し、延べ40名の同窓会
員に参加していただきました。
第1回、第2回は社会福祉学部
教授の後藤澄江先生、第3回は
同窓生で子どもの貧困支援に取
り組まれている（一社）アンビ
シャス・ネットワーク代表の田
中嵩久さんにご講義いただき、
参加者からは「学生時代に戻っ
たようで懐かしかった」、「実践
的な話が聞けて良かった」等の
声をいただきました。


（文責

大崎 敬介）

（文責
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若杉 賢司）

三重県地域同窓会
演
講

開催日●2018年10月6日（土）
会 場●四日市シティホテル（四日市市）
参加者●48名

題：
「ダウン症の娘と共に生きて〜翔子との30年間のあゆみ〜」
師：金澤 泰子 先生
日本福祉大学セミナーに合わせて、講演会・総会・交流会・懇親会
を開催しました。
交流会では、
学長にもご参加いただき、
お仕事内容等を情報交換し、
交流を深めていただきました。
懇親会では、3ヶ月の赤ちゃんや児玉学長、
粉川部長にも参加いただ
き、楽しく過ご
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
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開催日●2018年10月7日（土）
会 場●犬山国際観光センター「フロイデ」
（犬山市）
参加者●26名

中川 豊）

同窓 会 開 催 報 告
滋賀県地域同窓会
秋の集い

開催日●2018年10月28日（日）
会 場●醒井養鱒場／清瀧寺徳源院（米原市）
参加者●15名

昨年計画され、台風のため中止となった「湖北めぐり」。今年は好
天の下、再度同じ行程で実施することができました。参加者は15名。
午前中、美しい水と養鱒で知られる醒ヶ井を散策。昼食は、ここで鱒
料理をおいしくいただきました。午後からは由緒あるお寺（清瀧寺徳
源院。国の史跡に指定）を訪れた後、グループホーム「蛍の家」の方々
との温かな交流をもつことができました。澄み切った青空と共に、心
に残る「秋の集
い」となりまし
た。
（文責

牧野 良二）

2018年7月14日（土）
大阪地域同窓会・MSW座談会 開催日●
会 場●大阪サテライト
参加者●
11名
「医療ソーシャルワーカーの奮闘」

「座談会」は同窓生の声から生まれた大阪地域同窓会での初企画で
す。飲み会ほど砕けずに、勉強会ほどの緊張感がなく、ざっくばらん
にトークできる場を設けたいという趣旨です。そのため、当日は0歳
児、
1歳児を連れての参加希望もあり参加保障を行って開催しました。
役員の久保瑠美より話題提供として現在の職場での仕事内容や悩み
の紹介があった後はフリートークでの意見交換を行いました。病院や
地域という職場環境の変化や経験年数が上がることで担う役割の変
化、ソーシャルワーク
実践自体の変化など、
日頃の疑問をぶつけお
互いの意見を出し合う
ことができたと思いま
す。さらには、未経験
の参加者からの忌憚な
い質問もあり、全員参
加型での座談会になっ
たように思います。


大阪地域同窓会
堺・泉州エリア交流会

開催日●2018年8月25日（土）
会 場●三代目鳥メロ岸和田駅前店
（岸和田市）
参加者●10名

「堺・泉州エリア交流会」を開催し、10名の同窓生が参加しました。
交流会では通信教育部を卒業後、自立支援相談機関で相談員として活
躍されている方や、独立型社会福祉士事務所で成年後見人として相談
業務に奔走されている方がおられました。参加した皆さまが「日福生」
として学んだことを原点として、地域や職場のため、熱い想いで日々
挑戦されている姿を感じることができました。
これからも交流会の開催を通じて、同窓生の絆をさらに深めていき
たいと思います。
（文責 御坊谷 隆）

開催日●2018年12月22日（土）
会 場●奈良商工会議所（奈良市）
参加者●39名

演
講

題：
「地域包括ケアと多職種連携」
師：藤井 博之 先生
総会では大阪サテライトの富田さんによる学園近況報告の後、今年
度の活動報告や会計報告、次年度の活動方針等について承認いただき
ました。
昨今、疾病構造の変化や生活問題の重層化などを背景に多職種連携
が注目されていますが、ご講演では多職種連携の課題、視点、方法、
IPE（多職種連携教育）の基本と原則について、多くのことを学ぶこ
とができました。公開講演会としたこともあり、同窓生だけでなく訪
問看護ステーション職員の方など、
多くの関係者が参加されました。
その後の懇親会では初めて地域同
窓会総会に参加された大先輩や遠く
は愛媛県からの参加もあり、和やか
な歓談など会話が弾み、充実した1
日を過ごすことができました。


（文責

江坂 竜二）

兵庫県地域同窓会

開催日●2018年7月16日（月・祝）
会 場●神戸メリケンパークオリエンタルホテル（神戸市）
参加者●70名

演
講

題：
「未来を支える子どもたちへのメッセージ」
師：近藤 直子 先生
今年もやはり大いに盛り上がりました！当日は快晴
（と言うか酷暑）
の中たくさんの同窓生の方にお集まりいただきました。
会は西日本豪雨災害で犠牲になられた方々への黙とうからスタート
しました。近藤先生の卒ゼミ生が県外からも来られる反響ぶりで総勢
約70名となりました。歯に衣着せぬお話に同窓生一同近藤ワールド
に引き込まれた感じでした。
また、川本会長からのご提案で当日、急遽集めた募金21,975円は、
母校の災害ボラ
ンティアセン
ターの学生の皆
さまの活動資金
として寄付させ
ていただきまし
た。
（文責

奈良県地域同窓会

（文責

高階 和洋）

島根県地域同窓会

開催日●2018年11月23日（金・祝）
会 場●松江テルサ（松江市）
参加者●8名

演
講

題：
「社会福祉の専門性について語る」
師：訓覇 法子 先生
今年度、同窓会研修会として、表題の基にフィールドワークを行い
ました。訓覇先生より基調講演をいただき、
その後本学卒業生として、
社会福祉の専門性について議論しました。少ない人数ながらも、皆さ
ま真剣に議論し、母校の発展のために役立つことがあれば協力したい
との意見で一致しました。また同窓会の在り方についても議論し、同
窓会発展に向け協力して
いくことを確認しまし
た。他の研修会等重なっ
てしまい、参加者は少な
かったものの、今回は少
人数だからこそ熱い議論
ができたと思います。


（文責

林 政彦）

村田 清）
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同窓 会 開 催 報 告
岡山県地域同窓会

開催日●2018年10月20日（土）
会 場●朝日訴訟記念展示室（岡山市）

「朝日訴訟記念展示室見学＆ランチ交流会」 参加者●20名

秋晴れの中、20名のご参加をいただき開催しました。
朝日訴訟は「人が人たるに値する生活を勝ち取る」という意味で「人
間裁判」と呼ばれました。第一審で画期
的な勝利をえて、その後の生活保護基準
の大幅な引き上げを実現し、憲法25条
を絵に描いた餅にしてはならない、と生
存権意識を国民の中に定着させました。
展示室の方に丁寧に朝日さんの生い立
ちからお話しいただき、日本の社会保障
運動の原点を学ぶ集いと
なりました。
また、見学後にランチ
会を開催し、親交を深め
ました。（文責 米田 宣和）

山口県地域同窓会

開催日●2018年8月11日（土・祝）
会 場●防府市地域交流センター アスピラート他（防府市）
参加者●21名

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
防府市にて山口県地域同窓生の集いを開催しました。講演会では障
害者スポーツの基本から、
「ふくし」社会をスポーツを通じて実現す
るそのミッションについてお話しいただき、実りのある会となりまし
た。茶話会と懇親会では世代や学部を超えてこれまでのこと、これか
らのことを語り
合い、ますます
同窓会活発化の
機運が盛り上が
りました。
（文責

吉木 伸行）

講師の阪部さんによる説明場面

香川県地域同窓会

開催日●2018年8月18日（土）
会 場●瓦町FLAG（高松市）
参加者●14名

琴電瓦町駅ビルの瓦町FLAGにある高松市市民活動センターにて
2018年度の総会・活動
交流会・懇親会を開催し
ました。
例年の総会に加えて今
年は「活動交流会」と称
し、学校・施設・行政な
ど様々な分野で活躍する
会員の活動報告をしてい
ただきました。日頃関わ
りのない互いの分野であ
ることから、日々の活動
に活かせる良い機会とな
りました。


（文責

開催日●2018年8月4日（土）
会 場●ホテルメリージュ宮崎（宮崎市）
参加者●28名

2018年度の定期総会を8月4日に開催いたしました。総会後は横井
光久通信教育事務部長より、大学の近況報告をしていただき、福祉現
場への就職率が低い現状を知ることができました。その後①高齢者関
係②障がい児・者関係③児童・教育関係④地域福祉関係の4グループ
で分野別の情報交換会を実施しました。各グループ共に地域共生社会
を迎えるにあたって、各分野毎の実態等について大変貴重な意見が交
わされました。
社会（地域）全体が一つの方向に向かって、行政・社協・民生委員
等が繋がっていけるといいが、そのコンサンセスをとっていくのが難
しい中、宮崎県にお
いては日本福祉大学
OBが各分野で活躍
されている状況を再
確認した分野別の情
報交換会でした。
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（文責

開催日●2018年5月28日（月）
会 場●少年院 松山学園（松山市）
参加者●22名

福祉経営学部の木村隆夫先生による学習会が開催されました。木村
先生は元保護観察官でいらしたので、現場の経験を踏まえたアプロー
チがありました。テーマは「少年院における教育と指導を学ぶ」で、
所長自らが学園を案内してくださり、質疑応答の時間もありました。
松山学園は第一種少年院で、心身に障害がなく、比較的非行が進んで
いない少年を収容しています。暴走族の取り締まり強化が功を奏し、
近年は収容定員を割っているそうです。大阪や広島からの参加者もお
られ、二次会では自己紹介と学習会の続きのお話があり、充実した時
間を同窓生で共有できました。
（文責 渡邉 文春）

丸山 輝裕）

宮崎県地域同窓会



愛媛県地域同窓会
「少年院松山学園」訪問

川﨑 久則）
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近畿ブロック地域同窓会
通信スクーリング後交流会

開催日●2018年7月14日（土）
会 場●AGGRE cafe the terrace（大阪市）
参加者●30名

フォローアップセッション当日に合わせて懇親会を開催しました。スクーリング
後のため、遅めのスタートとなりましたが皆さま時間どおりの集合で、田嶋先生の
乾杯により開始しました。各テーブルで交流が活発に行われており、今後の学習の
仕方や実習、国家試験などの不安を相談されていました。また、通信生が実習を機
に退職されるケースもあり、再就職支援に対する要望も聞かれ、今後の同窓会活動
の参考になりました。あっという間の2時間でしたが、2日後に総会を控える兵庫県
の川本会長に挨拶をいただき、盛会の内に終了しました。
（文責 江坂 竜二）

あいむの会

開催日●2018年4月27日（金）
会 場●ホテルトラスティ名古屋栄（名古屋市）
参加者●27名

退職された園長先生と新任の園長先生を交えての交流会を開催しまし
た。4月末は新年度が始まったばかりで慌ただしく忙しい時期ですが、
年一回顔を合わせられる機会ということで、皆さま楽しみに集まってく
ださり、総勢27名の参加となりました。先輩の先生や退職された先生方
からは近況報告を、現役の先生方からは保育園の現況についてエピソー
ドを交えて楽しく伝えていただきました。その中では同窓会の企画紹介
もあり、母校を身近に感じるひと時でもありました。（文責 丹羽 真樹子）

同窓 会 開 催 報 告
片岡ゼミ同窓会

開催日●2018年3月24日（土）
会 場●MODERN 和食 KABTO名駅店（名古屋市）
参加者●25名

1997年から20期生ものゼミ生を受け持ってこられた片岡先生が退
官されるため、歴代ゼミ生でお疲れ様会を企画し同窓会を設立しまし
た！当日は全国から卒ゼミ生が集まり、飾り付けからわいわいと豊田
＆川北コンビの司会で始まりました。先生が一人ひとりのメッセージ
を録音するということで、皆気合いを入れたスピーチを披露しました。
お酒が入るとピッチが上がる先生の話しはとても懐かしかったです。
サプライズに子供た
ちと一緒にケーキ入
刀をしてもらい、お
決まりの「あ〜ん」
も喜んでやってくだ
さいました。


（文責

開催日●2018年5月3日（木）
会 場●宗像大社など（宗像市）
参加者●8名

若葉が美しいゴールデンウィー
ク、世界遺産に登録されたばかり
の福岡県の宗像大社と風情ある唐
津街道赤間宿を訪問しました。
宗像大社のパワースポットで癒
され、赤間宿では、明治時代の宿
場町の古き良き佇まいをたっぷり
と味わえるストリートで歴史を肌
で体感。気の合う仲間同士お喋り
しながら過ごす時間は楽しく、
日々の忙しい現状も忘れ元気を貰
います。
年齢も職場も違う九州学ゼミの
仲間同士、知的好奇心を旺盛にこ
れからも大人の社会科見学を続け
ていきたいものです。


（文責

195F同窓会

本年は、初めての東海キャンパスでの開催となりましたが、多くの
OBの皆さまにご参加いただき、稽古会、懇親会ともに貴重な時間を
過ごすことができました。特に稽古会では、なかなか稽古をする機会
のない現役生とOBが剣を交えることで、活気溢れる雰囲気となりま
した。また、懇親会では現役生の活動報告、当時の思い出話など、世
代をこえた交流を行うことができました。次回もより多くのOBの皆
さまと交流できることを楽しみにしております。
（文責 近藤 夏季）

ヤジエセツルメント
76入学世代

開催日●2018年6月9日（土）
会 場●座座はなれ（名古屋市）
参加者●9名

今回は、開催が急遽決まったこともあって、社福・経済・短大の
76入学世代の“同期メンバー”に絞った会合でした。40年ぶりに再
会したメンバーもいましたが、話し始めると違和感なく、昔話ととも
にガラケーからスマホへの転換など、
還暦を迎えた同じ世代特有の“聞
くにきけない悩み”などの話題で楽しいひと時を過ごしました。


（文責

福田 周二）

村井 麻木）

開催日●2018年6月10日（日）
会 場●名古屋栄東急REIホテル（名古屋市）
参加者●19名

今年も実施しました。飾っても飾らなくても、ありのままのすべて
を受け容れ、許してくれる、特に自分には遠慮なく、素直に意見をく
れる仲間で集まっています。毎回少しずつ違ったメンバーで実施され
ており、学生時代とは同じだったり、違ったりと新鮮な気持ち、元気
になれるのが、素晴らしくて実施しています。毎年参加しているメン
バーも転職したり、出世したり、家族が増えたり、悩んだり、目線・
立場・状況が変化していて、このような元気になる場の重要性は増し
ています。これからも、一歩踏み出すために、明日を前向きに生きて
いくために、温め合って、支え合って、元気になれる貴重な場を続け
ていきます。来年度は6月9日（日）に東海キャンパスで実施します！
ぜひ参加してくだ
さ い。Facebook
もありますので、
「195F同 窓 会 」
で検索してくださ
いね‼
（文責

開催日●2018年11月17日（土）
会 場●東海キャンパス・居酒屋喰海名駅店（名古屋市）
参加者●44名

古寺 愛子）

九州学ゼミ



剣道部OB会

バリアフリー
5期生同期会

開催日●2018年7月7日（土）
会 場●英ちゃん（半田市）
参加者●6名

今年の七夕祭時に行われた「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懇親会」の
後にバリアフリー5期生同期会を開きました。それぞれ忙しい中、6
名が集まってくれました。久しぶりに会う人も多く、お互いの近況報
告や思い出話で盛り上がりました。
この同期会をきっかけにまた改めて飲もう！ということになり、一
部のメンバーでお
盆にも会うことが
できました。今後
も定期的にこうい
う場を設け、大学
の仲間との縁を大
切にしていきたい
たいです。


（文責

福田 真奈）

葛谷 潔昭）
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同窓 会 開 催 報 告
ユースホステル同好会
’77同期会

開催日●2018年7月19日（木）〜22日（日）
会 場●香港
参加者●8名

児童文化部同窓会
「BBS赤とんぼの会」

7月19日〜22日まで3泊4日、参加者8名で香港に行ってきました。
初日の夜はビクトリアピークからの夜景見物に出かけたのですが、途
中で雨が……。でも、雨に煙る夜景も趣がありました。2日目は九龍、
3日目は香港島を地下鉄、2階建バス、スターフェリー、トラム等を
利用して観光し、夜はシンフォニー・オブ・ライツも鑑賞しました。
高温多湿な香港で
もあり、各自、体
調を考慮して予定
を変更しながら
も、香港の文化、
歴史、味等に触れ
る旅を楽しむこと
ができました。


（文責

織田 陽子）

児童文化部同窓会「BBS赤とんぼの会」では、富山県氷見市にお
いて77年度入学者還暦記念同窓会を開催。卒業して38年、全国各地
から参集した同期生の中には卒業以来という顔ぶれも！
しかし、そんな断絶も母校で4年間、2年間同じサークルで活動し
てきたものにとってはなんの障害になることもなく、会えば一瞬で学
生時代に逆戻り、
笑顔での楽しい語
り合い、交流の場
となり、来年また
集まろうとの約束
をして散会。氷見
の民宿や美味しい
魚料理、観光も大
いに楽しむことが
できました。


野中ゼミ同窓会

開催日●2018年8月18日（土）〜19日（日）
会 場●あさぎり荘（軽井沢町）
参加者●6名

われら野中ゼミ。
軽井沢で集合です。
2代目われらの樹に会いました。
われらの樹とともに、ゼミ生の成長を願ったり、これからの未来を
話したり、学生時代のあれこれや、「今」のあれこれを、ゆっくり、
のんびり共有しました。次は学びの場もできるといいねと話しつつ。
これからもゼミ生がずっ
と繋がり続けられる場をつ
くっていきましょう。
写真は、野中猛先生から
の願いと思いを込めて、記
念に植樹したサクラの木で
す。このわれらの樹のもと
で、これからもゼミ生が集
合できるといいなと思いま
す。
（文責 山本 綾子）

東京和彦グループ

開催日●2018年9月1日（土）
会 場●金沢医科大学病院（石川県河北郡）
参加者●11名

記念すべき第1回の同窓会は、金沢での開催でした！我々の大先輩
である寺西里恵先生をお招きし、「PSWとしての醍醐味〜新人PSW
に大切にして欲しいこと〜」をテーマにご講演いただきました。
「ソー
シャルワークアイデンティティをもって社会に貢献することが私たち
の使命である！」と熱い思いを心に刻むことができました。夜はお決
まりの大宴会と二次会。先生方にもご参加いただき、勉強会では話せ
なかった悩みや本音も交わすことができ、とても有意義な時間を過ご
すことができました。
（文責 鈴木 千鶴）

日本福祉大学同窓会会報 122号

（文責

仕切 友史）

87卒
1部近藤直子ゼミ同窓会

開催日●2018年8月18日（土）〜19日（日）
会 場●コハク（名古屋駅）・鹿の湯（恵那市）
参加者●13名

「いつも話し足りないよねぇ〜」ということで、
「お泊りしちゃいま
しょう！」と決定！
しかし、みんなに会えることを人一倍楽しみにしていた学友が、体
調をくずし参加できなくなってしまいました。そこでまずは病院に、
直子先生とみんなでお見舞いに行きました。
しばし懐しい思いに耽り、
去り難い思いを断ち切って恵那へ向いました。
宿もいい雰囲気で、美味しい食事とお酒と尽きぬ話に時間はあっと
言う間に過ぎてしまいました。翌日は
「ふくろう商店街」を散策して、
帰路につきました。
残念ながら、入院していた学友は、みんなと会った数日後に旅立た
れてしまいました。慎んでご冥福をお祈りいたします。すてきな仲間
にありがとう！
 （文責

松岡 毅）

児童文化部同窓会
「BBS赤とんぼの会」
：76年度同期会

開催日●2018年9月1日（土）〜2日（日）
会 場●昼神温泉（長野県阿智村）
参加者●16名

児童文化部同窓会「BBS赤とんぼの会」では、9月1日〜2日に76
年度入学者同期会を長野県昼神温泉（阿智村）で開催しました。全国
各地から16名が集まり、親睦・友情を深めることができました。阿
智村「日本一綺麗な星空」は曇天のため残念ながら観られませんでし
た。既に還暦を迎えてはいるものの、現役でバリバリ働いていたり、
地域の中で主体的に活躍している元気な同期生が多かったです。その
元気の源は、やはり40数年前福祉大で過ごした学生生活、サークル
活動とその仲間であると思います。福祉大での経験や仲間は、人生の
宝物です。
一同
「毎
年集まろまい！」
ということで一致
し、来年の同期会
は九州宮崎市に決
まり、今から期待
感でいっぱいです。
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開催日●2018年8月5日（日）〜6日（月）
会 場●民宿 磯波風（氷見市）
参加者●12名

（文責

小林 正典）

同窓 会 開 催 報 告
Ⅱ部43年度1Cクラス会

開催日●2018年9月12日（水）
会 場●名古屋駅前モンブランホテル（名古屋市）
参加者●16名

1984年度卒
大泉ゼミ同窓会

開催日●2018年9月15日（土）〜16日（日）
会 場●サンピーチ岡山（岡山市）
参加者●10名

卒業して46年、昨年の横浜でのクラス会で、今年の名古屋開催を決めました。こ
の横浜開催時には、関東圏の仲間の他、宮崎市や新潟市から各1人、名古屋近郊から
の3人に浜松市1人の総勢11人が参加しました。名古屋開催の案内は、住所の分かる
全員に送りました。
今回の参加者は16人でした。今回は2001年、2003年に続く3回目の企画でした
が初めての参加者が6人ありました。この間の4回のクラス会には延べで26人が参加
し、住所が分かる範囲での参加率は8割になりました。新しい参加者があるとラッキー
なのは不明者の住所が分かることです（2人判明）。
今回も昼食2時間、その後のカラオケルームでの2時間を含めて、歌無しで4時間
昔話に花が咲きました。北は茨城や埼玉から、南は福岡や愛媛からの参加もあり、
楽しいひと時を過ごすことがで
きました。今回、住所が判明し
た宮崎の仲間に電話したら「参
加したかった。ぜひ又やってほ
しい」との声もあり、またいつ
の日か、気楽に集えるクラス会
を開催したいと考えているとこ
ろです。 （文責 田中 和行）

9月15日〜16日に「84年度卒大泉ゼミ同窓会in晴れの国：岡山」
を開催しました。冒頭の大泉先生の挨拶では、持参された北海道家庭
学校に関する資料を元に語られ、それにじっと聞き入る私たち。宴会
場は美浜キャンパスのゼミ室にタイムスリップしたかのようでした。
その後はそれぞれの近況報告、話は尽きることはありません。年齢を
重ね、学生時代よりも背負うものが重たくなった私たちですが、同じ
空の下で頑張っているかけがいのない仲間の存在が、明日への大きな
力となりました。
（文責 山本 恵美子）

増山ゼミ同窓会（全体）

社会福祉学部Ⅰ部
昭和46年度卒同期会

開催日●2018年9月15日（土）〜16日（日）
会 場●美浜キャンパスなど
参加者●140名

“全国各地にいる増山卒ゼミ生が、近くにいるお互いの存在を知ら
ない。頑張っている者同士が励まし支え合える存在になってほしい。
ネットワークができると良い”今回の最終講義、大同窓会、冊子作り
は増山先生のこの言葉がきっかけでした。（パンフレットより抜粋）
2018年春、早稲田大学を退職されるにあたり、増山卒ゼミ生の大
同窓会を開催しました。参加者は全国より140名。（物理的に参加は
できなくとも心は参加されている方は幾多）。1歳から70歳の大宴会。
全国増山卒ゼミ生ネットワークの始動です。
（文責 長谷川 智子）

暁）

1975卒業大泉ゼミOB会

部落研1971年卒同窓会

開催日●2018年10月3日（水）
会 場●北海道家庭学校（紋別郡）
参加者●9名

企画から20ケ月後に実現した視察は、北海道地震の後で、まだ震
災の余韻を感じました。家庭学校を選んだのは、日本の福祉の草分け
の施設であり、大泉講師の育った処でもあるからです。仁原家庭学校
長は、児童が小競り合いの中で育ち、寄り添いを共有する大切さを語
られました。敷地425haの中には、築後100年の礼拝堂や歴史ある施
設が点在していました。昼食は児童や教職員とともにボリューム満点
のメニューに舌鼓
を打ちました。創
立100年を越えた
家庭学校のブレな
い運営に、参加者
の人生を重ね合わ
せ遠軽を後にしま
した。


（文責

開催日●2018年9月30日（日）〜10月1日（月）
会 場●ライフォートホテル札幌（札幌市）
参加者●18名

Ⅰ部昭和46年度卒同期会を私の故郷、北海道札幌市で開くことが
できました。卒業して47年、私も72才になりましたが、男性8名、
女性10名が元気に集まり、近況報告をし、学生時代に歌った懐かし
い歌を4曲、私のギター伴奏で歌い、気分は学生時代に戻っていまし
た。次の日は、8人でレンタカーを借りて、小樽とニセコを回って紅
葉を楽しみ、台風に向かって函館まで行き、函館在住の長浜さんの案
内で新鮮なイカ刺しなどを堪能しました。2年後は沖縄で。（文責

関上

開催日●2018年10月15日（月）〜16日㈫
会 場●岡山おふくろの家（瀬戸内市）
参加者●11名

部落問題研究会の1971年卒同窓会を岡山で開催しました。共に過
ごした思い出を同期で語り合おうと東京や埼玉から鹿児島まで11名
が集まり、岡山牛窓の夕日の美しさと海の幸で満喫しました。卒業後
一堂に会したのは初めてで、人生の苦労話から学生時代の合宿のこと
や学園紛争など懐かしく話は尽きませんでした。翌日は、一度は訪れ
たかった朝日訴訟記念展示室を訪ねました。朝日さんの人間の尊厳を
守る壮絶な闘いに身の引き締まる思いがしました。次回の再会を約束
し、何でも話せる仲間を感じる旅でした。
（文責 濱口 都子）

長谷 幸雄）
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同窓 会 開 催 報 告
32勢和会

開催日●2018年10月19日（金）〜20日（土）
会 場●長良川温泉 ホテル十八楼（岐阜市）
参加者●11名

今年の32勢和会は、連続26回目を迎え、10月19日〜20日の2日間、
岐阜長良川温泉ホテル十八楼で開催し、全国各地より11名が参加し
ました。勢和寮の名付け親でもあるメンバーも各地に広がり、この集
いが親睦と旅行を兼ね大きな楽しみの一つとなっています。
さすがに全員が傘寿ともなると多少足腰も弱くなり、今回は今まで
になくゆっくりと、学生時代、勢和会の集いを思い出しながら話し合
いを目的に会を進め、第一日目は、夕食後も和室に集合し眠るのも忘
れ午前2時近くまで
語り合いました。第
二日目はホテル近く
の古い街並みを散策
し、その後岐阜駅構
内で昼食を共にし、
来年関西地区での再
会を確認して岐路に
つきました。


（文責

鈴木 和信）

PSW-net

PSW-netでは、毎年秋に実践報告会を開催しており、今年は、2018年10
月19日と20日の2日間に渡り、神奈川県横浜市西区にある創立72年の社会福
祉法人恩賜財団神奈川県同胞援護会が運営する救護施設、岡野福祉会館の会
議室にて開催しました。
初日は、救護施設の説明と見学。その後、「相模原殺傷事件」から2年、津
久井やまゆり園入倉かおる園長にご講演いただきました。これまでの経過と
現状、マスコミによる二次的被害とも思える多岐にわたる報道によって生じ
る心の傷。当事者さえも知らない情報が流れるということも知りました。専
門職としてどのように情報と向かい合うのか。「見守る」という応援の形な
ど深く考えることができ、さらに
津久井やまゆり園がこれから目指
すものについてお話をいただき、
貴重な学びの時間となりました。
2日目は、卒業生による4題の実
践報告。自身も日々の実践の振り
返りになり、明日に向けての活力
や勇気を得られた会となりました。


みそしるの会

開催日●2018年10月19日（金）〜20日（土）
会 場●ゆのごう美春閣（美作市）
参加者●21名

昭和45年前後の勢和寮生同窓会みそしるの会・会員21名が、10月
19日〜20日、「岡山・美作路津山の旅」を楽しみました。岡山駅に集
合し、岡山後楽園、朝日茂の資料館見学と墓標参拝、宮本武蔵の里と
津山洋学資料館を見学しました。懇親会とその後の二次会では、寮生
活の思い出、私たちの健康のことなど話は尽きませんでした。また昭
和42年5月朝日訴訟最高裁判決が出た当時、社会保障ゼミナールで「貧
困と法制度の課題」を学んだことを思い起こしました。最後に2年後
三重県での再会を誓い合いました。
（文責 後藤 光雄）

開催日●2018年10月20日（土）
弥次衛セツルメント
会 場●コパン〈旧クエスチョン〉
（美浜町）
（’88 〜’90入学メンバー） 参加者●8名

遠方にいるセツラー二世の、日福オープンキャンパス参加をきっか
けに有志が集いました。中には卒業以来の再会、結婚や節目以来とい
うメンバーも。卒業後もマメにメンバー同士の連絡を引き受けてくれ
るGaちゃんと日福の後輩になったその娘ちゃんのおかげ。偶然にも
全パートがそろいました。
「変わってないねー」とキャーキャー言いながら近況を報告。みん
ながそれぞれの福祉現場でがんばっていました。その後は一部のメン
バーで新しい施設を伴った美浜キャンパスをぶらりとし当時に思いを
はせました。
また会いましょ
う！ 今 度 は 泊 ま
りでアルコール入
れて（笑）。
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（文責

中村 結）
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開催日●2018年10月19日（金）〜20日（土）
会 場●岡野福祉会館（横浜市）
参加者●29名

（文責

黒岩 幸子）

KOBAZEMI85

開催日●2018年10月20日（土）〜21日（日）
会 場●かんぽの宿 有馬（神戸市）
参加者●10名

毎年恒例、ゼミメンバーの地元で開催。今年は神戸の有馬温泉で。
まず、新神戸駅北側の日本三大神滝でもある布引の滝へ。急な坂道を
ギックリ痛で変な歩き方の人を気遣いながら、と思っていたら、意外
とその人よりへたっていた人が。運動不足を実感しながらも、滝を見
ながら神戸名物
“豚まん”
でパワーを補給して展望台へ。これぞ神戸！
という景色。夜は名泉で筋肉をほぐし、連続16年目開催の夜に乾杯。
翌日は観光ボラの方に温泉街のガイドをしていただきながら散策。自
然を満喫、万歩計の数値を上げた二日間でした。
（文責 坊岡 峰子）

50歳になったら再開しよう会

（バスケットボール部90年度卒業生）

開催日●2018年10月21日（日）〜22日（月）
会 場●かんぽの宿 知多美浜（美浜町）
参加者●17名

「50歳になったら、会おう！」私たちバスケットボール部 90年度
卒業生は、10月21日〜22日、大学のある知多で再会を果たしました。
昔の思い出にお腹が痛くなるくらい笑い、改めて楽しい大学時代を過
ごしたのだなあ、と感じました。大学のご配慮もあり大学内も見学さ
せていただき、昔と今を重ね合わせたなんともいえない時間を過ごし
ました。
あのころの自分があり、そして、今の自分があるのだなーと、改め
て感じた同期会でした。楽しい思い出に浸りながら、それぞれの新し
い生活に旅立ちました。
（文責 渡辺 祐喜子）

同窓 会 開 催 報 告
訓覇
スウェーデンセミナー

開催日●2018年10月26日（金）〜28日（日）
会 場●札幌定山渓ホテル（札幌市）
参加者●34名

普段は名古屋で2日間開催が多いのですが、今回は北海道で初の合
宿形式でのセミナーを開催しました。北海道在住メンバーが地方開催
を企画し、遠くは九州から34名が2泊3日のセミナーに集まりました。
学ぶ内容はスーパービジョンを継続しています。私達の共通の土台
はスウェーデン研修に行ったことです。定山渓の美しい自然と、合宿
形式はスウェーデン研修の日々を彷彿とさせるものでした。密度の高
い学びの合間にも何か懐かしい気持ちになり、とても楽しい3日間を
過ごしました。
（文責 縄稚 知恵子）

日本福祉大学
国際開発同窓会

国際開発同窓会の設立記念パーティを開催しました。本会は、国際
福祉開発学部開設10周年
である本年8月に国際福祉
開発学部とその前身である
福祉経営学部国際福祉開発
マネジメント学科の卒業生
により設立した同窓会で
す。パーティーには学科・
学部の卒業生、
学部在学生、
ご退職された先生方や在職
の先生方、在学中にともに
学んだ他学部の卒業生な
ど、 総 勢46名 の 参 加 者 が
近況報告等で旧交を温める
とともに本会の設立を祝い
大いに盛り上がりました。


開催日●2018年11月9日（金）
未申会
会 場●アイリス愛知（名古屋市）
（昭和41、42年度卒業生） 参加者●9名

最初に一人一人から今の生活の様子を話してもらいましたが、まだ
まだ仕事を頑張っている人や、全国の山やお城を旅している人、障害
者スポーツに関わっている人、町内の役員として頑張っている人、小
学生の学習支援や自然環境保護に取り組んでいる人、中には世界一周
を計画している人など、まだまだこれからやることがいっぱいという
皆さんばかりで、とても70歳過ぎた会員の集まりとは思えない熱気
あふれる時間を過ごしました。こうして集まることができるためにも
健康でいたいと
いう思いを強く
した貴重な時間
でした。
（文責

開催日●2018年10月28日（日）
会 場●グローカルカフェ（名古屋市）
参加者●46名

（文責

牧野 奈緒子）

基礎心理・情操教育を
学ぶ会

開催日●2018年11月9日（金）
会 場●津市会員宅
参加者●12名

基礎心理・情操教育を学ぶ会を三重県津市で3年ぶりに開催、同窓
生12人が集いました。軽い昼食と近況報告の後、会長の最近の講演
活動や実践についての講話があり、会は深まっていきました。子ども
たちが育ち、母親たちを惹きつけ、地域に根差した活動の様子を聞い
ているうち、予定の時間は、あっという間に過ぎ去りました。


（文責

石原 修）

犬飼 久隆）

日本福祉大学フライング
ディスク部同窓会

開催日●2018年11月10日（土）
会 場●美浜キャンパス球技場ほか
参加者●60名

毎年恒例のOB戦「シーサイドオープン」を快晴の中、現役学生の
協力も得て開催することができました。日中は混成チームでのアル
ティメットやガッツ、ディスクドッジで汗を流し、夕方〜は紅葉屋で
の懇親会へ。現役学生からの活動報告やOBチームの全日本連覇の報
告などもあり、サークルの歴史や現役学生の活躍に思いを馳せる場と
なりました。
来年も11月に開催予定です。久しぶりの再会やまだ見ぬOBOGの
先輩方との出会いがとても楽しみです。多くの皆さまのご参加をお待
ちしております。
（文責 須澤 守）

ユースホステル同好会
‘77同期会

開催日●2018年11月10日（土）〜11日（日）
会 場●相鉄フレッサイン大阪心斎橋ホテル（大阪）及び京都
参加者●14名

ユースホステル同好会の年に一度の集まりです。今回、西は長崎、
東は草加から京都に集合して大阪で宿泊。メンバーとはLINEで繋がっ
ていて、
“お疲れ様です！楽しい2日間でした。誰ともすぐに話が、
できて嬉しい限りです。いまからこんな友達は作れないよ。ありがと
う☺みんな！”と、メンバーの気持ちを代弁したメッセージが届きま
した。40年ぶりの再会もありました。
（文責 黒田 吉生）
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同窓 会 開 催 報 告
1983年卒短大近直ゼミ

開催日●2018年11月17日（土）
会 場●くつ炉ぎ・うま酒 かこいや 名駅三丁目店（名古屋市）
参加者●7名

1986年、2015年、2016年、2017年と、2015年以降、毎年開催
している私たちの同窓会は今年で5回目となりました。直子先生を囲
んで、様々な職場、様々な職種のメンバー6名が集まり、食べて飲ん
で短大時代を語り、職場や自分の現状を笑ったり泣いたりしながら語
り合いました。気づけば3時間半…「また、来年！」と二次会もせずに、
それぞれの次の用
事に…慌ただしい
日常の中の至福の
3時間半…この同
窓会が翌日からの
私たちの生きるエ
ネルギーとなって
います。


（文責

開催日●2018年11月17日（土）〜18日（日）
会 場●新宿中村屋（東京新宿区）
参加者●9名

新山会は11月17日〜
18日、 東 京 都 内 に て 同
窓会を開催しました。昼
頃から4名で（小林、土
岐、村林、落谷）鎌倉・
江の島を散策しました。
懇親会は9名参加、近況
などを交流しました。翌
日は4名で銀座・築地な
どを散策しました。
（文責

私達一部バレーボール部は毎年11月にOB・OGの方たちと一緒に
食事をして、バレーボールを一緒に楽しむ会を行っております。過去
の先輩方々のバレーボールのお話を聞いたり、現状のバレーボール部
のお話をして、先輩の皆さまとの交流を深めることでよりよいバレー
ボール部を作り上げることができます。この伝統はこれからもずっと
受け継いでいきたいです。
（文責 熊崎 優香）

37杁中会

開催日●2018年12月4日（火）
会 場●キャッスルプラザホテル（名古屋市）
参加者●16名

前回から3年目の開催で「傘寿」と「平成年号」の終了ということで、
幹事方が年齢的に、体力的に大変な中を計画され、本当にありがたい
ことでした。
参加者の近況報告では、福祉関係の仕事だけでなく教授の紹介によ
る福祉とは縁遠い仕事に係わっているとか、長期の海外生活をしてい
たとか、終活の用意を始めた等の報告があり、みんな頑張っているこ
とに感激をしました。
今後の開催については、このあたりが年齢、体力的にも今回が最後
となりそうな雰囲気の中で閉会しました。
（文責 薮 智二郎）

落谷 義行）

また会かい

開催日●2018年12月9日（日）
会 場●福岡オフィスほか
参加者●14名

平成30年度卒業生で作った認定同窓会として初めて開催される同
窓会は、勉強会と懇親会を行いました。勉強会の趣旨は、スクーリン
グで顔を合わせていた同級生達が、どのような現場でソーシャルワー
カーとして働いているのか理解する、また自分がソーシャルワーカー
として悩んだ時にその専門分野で働く同級生に繋げることができる、
または相談できる関係づくりをしたいというものでした。福岡オフィ
スを会場に借り、高齢者分野と障害者分野から二人の方に発表してい
ただきました。どうしてこの職場にしたのか、今困っていること、や
りがいなど様々な思いを聞くことができました。懇親会は明星智美先
生を囲んで行いました。
（文責 俣江 緑）

小池保子ゼミ合同同窓会

日本福祉大学同窓会会報 122号

開催日●2018年12月8日（土）
会 場●名古屋ガーデンパレス（名古屋市）
参加者●12名

12月8日（土）の夜、2014年1月以来となる「小池保子ゼミ合同同
窓会」を名古屋市内のホテルで開催しました。当日は青森から沖縄ま
で遠方からの参加者も多く、小池先生をはじめとして、小池先生の主
治医である上林先生にもご参加いただいて、12名が集いました。小
池先生との再会が卒業以来の同窓生もあり、限られた時間でしたが旧
交を温めることができました。
参加した同窓生も定年を迎える年齢になりましたが、同窓会では各
自が卒業後の歩
みや近況等の報
告を行い、また
の再会を約束し
て散会しました。
（文責
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開催日●2018年11月17日（土）
会 場●柏屋（美浜町）
参加者●46名

杉浦 伸枝）

新山会



Ⅰ部バレーボール部
OBOG会

近藤 修司）

同窓生リレーずいそう
最初の卒業生が誕生してから63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。

短期大学

中部社会事業

中部社会事業短期大学 1955年3月卒業

林 俊雄 ★ 愛知県在住

社会福祉学部

社会福祉学部 1990年3月卒業
奈良県立北大和高等学校卒

山田 敦子 ★ 奈良県在住
部

女子短期大学

女子短期大学部 1975年3月卒業
三重県立宇治山田高等学校卒

梶間 淳子 ★ 岐阜県在住

往時茫々
昭和２８年４月私達一期生は、中部社会事業短期大学に入学しました。
門を入り左手に図書館、人間関係研究所、食堂、男子寮、女子寮があり、図書館の前方に
管理棟、講義室二棟、離れた場所に教職員住宅がありました。当時の昭和区滝川町は区の
端で、やや鄙びた趣があり木造の住宅が続いていました。通学には市電杁中で下車、現在
の地下鉄鶴舞線杁中駅です。今では大学跡地は高層ビルに代わり、周囲の街並みも都市
化し、
豊田、
岡崎方面へ行く幹線道路として車の往来も激しく、
しかし隼人池、
興正寺、
聖霊
病院、
八勝館は昔のまま存在しています。
この地に、
福祉分野に働く者の養成を実現された
法音寺住職、初代学長鈴木修学先生の大乗山法音寺の伽藍が西北１キロにあります。
２年の短い年月でしたが、
貧しさに対する国の福祉制度、
社会保障制度など多くのことを
学びました。今、跡地に立って恩師の先生方、級友の皆さんを偲ぶ時、私の中部社会事業
短期大学は遠くなりました。

美浜の想い出
４年間美浜という海の見える生活がとても幸せでした。海辺で、友達とお昼を食べたり、
漁師のおじさんに水上スキーをさせてもらったり、夜通し悩みや人生を語り合ったりもしま
した。海のない県で育った自分にとって海を見ているだけで悩みが吹き飛ぶような大らかな
気持ちになったものです。
大学の寮での生活は行事やソフトボールのマネージャー、手話サークルなどで先輩後輩
との生活は今となっては貴重な体験でした。また2週間寝食を共にし、児童の林間学校の
世話をするという指導員を体験したことなど楽しく充実した学生生活でした。その中で、
親元を離れ家族のように過ごした友人達は人生においての大切な宝物となりました。卒業し
てそれぞれ違う環境で過ごして３０年経った今でもお互いを分かり合える、かけがえのない
友人を得ることができました。ほっこりと心の中にある楽しく懐かしい美浜の地を久しぶり
に訪れたくなりました。 ▶ 次回は、山内 美雪（旧姓：宮下）
さんにバトンタッチします。

出会いに感謝
高校３年の秋、ラジオから聞こえてきたのは参議院選挙の候補者の演説。福祉施策を訴
える田中美智子さんの力強い所信表明です。関西方面への進学希望の舵を一気に切り替えた
瞬間でした。入学式のエレベーターの中で真っ白いスーツ姿の先生と偶然一緒になった感動
も忘れられません。
中原雄一郎が嶋田豊先生のペンネームであったことは、
入学後知りました。
理想と希望に満ち溢れていた多感な時代を杁中で過ごしました。サークル、自治会、勢和寮、
それからアルバイト……、
そこで出会った人たちや学んだ事柄は、
それからの自分をずっと支え
続けてくれました。最後の職場となった福祉の杜を退職して丸３年。十代とも二十代の頃と
も違って、ゆったりとした時間の流れの中に居ます。湧き上がる感情がないわけでもないけ
れど、突き動かされる衝動に振り回されることがなく、齢を重ねるとはこういったことなので
しょうか。根っこのところではちっとも変っていない自分を持て余しつつも、ありがとうと伝え
たい先生、先輩、友達が大勢います。
▶ 次回は、山村 智子さんにバトンタッチします。
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正にモラトリアム

経済学部

経済学部 2003年3月卒業
滝高等学校卒

私が日本福祉大学へ入学したのは、高校に日本福祉大学の指定校推薦枠があったこと、
中学生の頃から地元のボランティアサークルに所属していたことにより福祉という言葉に
興味をもったことでした。下宿生の多い日福の中で、私は片道約１時間半の自宅生で
バイトや活動も地元がメインだったため、サークル活動などには深く入りこむことはでき
ませんでした。それでも障害児・健常児が一緒にキャンプ生活をするサークルやフットサ
ル同好会など僅かですが活動させてもらったことは思い出です。３年生以降は、インター
ンシップ、４年生を一年休学して一年間ボランティアへの参加、休学後の就職活動、
北海道原付一人旅など正に自分探しのための贅沢な時間を過ごさせてもらいました。
大学を卒業して約 15 年の年月が過ぎました。今は愛知県内のモノづくりにかかわる
営業の仕事についており、小２の娘と１歳の息子をもつ２児の父となっています。
▶ 次回は、天野 寿紀さんにバトンタッチします。

山田 智之 ★ 愛知県
部

情報社会科学

情報社会科学部 2009年3月卒業
愛知県立岩倉総合高等学校卒

黒木 祐輔 ★ 愛知県在住

福祉経営学部

福祉経営学部 2008年3月卒業
長野県立伊那北高等学校卒

草場 雅大 ★ 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 2014年3月卒業
愛知県立安城東高等学校卒

高須 彩子 ★ 愛知県在住
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今、勉強が楽しい
私は今、名古屋のテーラー（注文洋服店）で働いています。転職して好きな仕事に巡り合
いとてもラッキーだと思います。
私が仕事で扱う主な商品は、
紳士用のオーダースーツです。
ビジネスシーンでは「スーツは男の戦闘服だ」
という言葉も耳にします。
もちろん、
そのような
側面もありますが、
戦闘で疲れ切ったスーツを着ている人を見ると残念な気持ちになります。
スーツにも休みが必要です。スーツ選びはとても難しい事です。サイズ、
TPOを考えた素材
やデザインの選択。いくら高価なスーツでもそればかりが目立っていては、それはその人に
合っているとは言えません。
自分に合ったスーツを着ている人が増えたら街の景色が変わる
かなあなんて考えます。愛知（尾州）は織物の名産地でもあります。地元の良い生地を良い
スーツに仕立てて世界各地にもっと広めたいです。
もっと勉強が必要です。
近い将来を見据
えた経営についてもです。
これから社会に飛び立つ日福の学生たちにも「スーツの魅力」
を
伝えることが出来たら嬉しいです。
▶ 次回は、安藤 良奈さんにバトンタッチします。

縁を大切に！
大学を卒業して１０年が経ちました。大学時代を振り返ってみると、かけがえのない多くの
仲間に出会えたなと思っています。大学では一人暮らしを始めたこともあり、友人と過ごす時
間が圧倒的に増えました。同じアパートの友人、サークル活動で出会った友人、アルバイトで
出会った友人など、第二の家族と言える仲間と出会い、一緒に楽しみ、夜明けまで飲み明
かしたり、時には一緒に苦労し、とても充実した日々を過ごしたことを思い出します。
現在は空調機器のメーカーとして、営業、サービスの業務に就いています。福祉とは程
遠い分野だと思っていましたが、実は大学時代に通っていた美浜キャンパスにも複数台、納入
されていることが分かり、足を運ぶ度に、何かの縁だなと、感慨深く感じたことを覚えています。
大学時代に様々な人に出会えた縁。卒業してからも仕事を通じて出会えた縁。これから
も縁を大切に過ごしていきたいと思っています。これからもよろしくお願いします。皆さま
また飲みましょう！
▶ 次回は、川口 雄也さんにバトンタッチします。

北風と太陽
長く福祉業界で働いていたにも関わらずこれといった資格を持っていなかったため「何か資格が欲し
いなぁ」と思い通信教育部へ入学しました。正直、ただ漠然と取り組んでいましたが、学校で出会っ
た年齢や職域を超えた学友達が多忙な中で必死に時間を作り、自分の給料から学費を捻出しながら
学ぶ事を楽しんでいる姿勢に刺激を受け、漠然と取り組んでいた自分が恥ずかしくなり「もっと真剣
に取り組もう」と心を入れ替えました。無事に卒業できた時に友人が「大学を二つも卒業したなんてす
ごいね」と言ってくれ、今まで「何でも中途半端で何もできない自分」と思っていましたが、やり遂げ
ることができて少しは胸を張ってもいいのかなと思えるようになりました。
現在は特別養護老人ホームの生活相談員をしています。この仕事は正解がなく、いつも迷いながら
手探りで仕事をしていますが、お年寄りの笑顔やご家族の安堵した表情を見るとこの仕事に就いて良かっ
たなと思います。
「北風と太陽」の太陽のように、周りの人が自然に笑顔になれるようなさりげない援助
ができるようになりたいなと思っています。
▶ 次回は、渡部 葉子さんにバトンタッチします。

大学院

国際社会開発研究科 2014年3月修了

西山 範之 ★ セネガル在住
健康科学部

健康科学部 2013年3月卒業
愛知県立知多翔洋高等学校卒

赤間 茜 ★ 愛知県在住
部

子ども発達学

子ども発達学部 2017年3月卒業

天野 佑香 ★ 愛知県在住

学部

国際福祉開発

国際福祉開発学部 2012年3月卒業
愛知県立丹羽高等学校卒

丹羽 俊策 ★ 愛知県在住

得たものを活かして
セネガルで従事する灌漑稲作の生産性向上を目指すプロジェクトで農業機械化推進を
担当しています。農業のバックグラウンドはありますが農業機械は専門ではありません。
しかし、専門家としてやっていけている理由のひとつには、地域社会や組織といった、
分野横断的な課題についても目を向けているからだと思います。組織論や公共財のフリー
ライダー問題など、大学院で学んだ開発に関する理論や事例などを、いまの仕事の現場
状況に当てはめた上で、対処策を考え、それを実践するようにしています。仕事を通じて
漠然と捉えていたことを理論的に整理するようになりました。
この仕事をしていると、国内外の様々な機会で同窓生に出会います。セネガルではこれ
までに二人の同期生とばったり会いました。懐かしさと共に、同窓生がそれぞれの分野で
頑張っていることに励まされます。これからも、大学院で学んだことと得た人脈を活かし
ながら、仕事を続けたいと思います。 ▶ 次回は、井上 由美子さんにバトンタッチします。

走り抜けた 5 年間
大学を卒業して５年は毎日が学びの連続でした。福祉用具の製作に興味を持ち、健康科学部福祉工学科健康情報
専攻を卒業後、晴れて一般企業の福祉用具を作る事業に就職したものの半年でリストラ。その後、幸いにも整形外科で
リハビリ助手の正社員のお仕事を５年間させてもらえました。在学中、社会福祉士の資格を取れず自分自身どこか卑屈
になっていました。国家資格をもっていない自分は４年間無駄な時間を過ごしたと思っていました。しかし、整形外科で勤
務しているうちに無駄なことは何一つないことに気づきました。例えば、一人の患者さまに多くの専門職の人が関わって
いること、医療職、介護職、福祉職、それぞれの観点から情報共有して治療を考えていること。現場の理学療法士も治療
だけでなく患者さまの生活を最優先に考えています。この大切さを先生たちの背中で教えてもらいました。教科書に多
職種連携の大切さは書いてありましたが、やはり教科書で見るのと実際に働くのとでは全然違いますね。大学の学問は
所詮は基礎研究だと言われたことがありますが、その「基礎研究」がなければリハビリ助手の仕事をここまで学ぼうとも
思わなかったし、きっと気づきもなかったでしょう。学校は学歴が全てではなく、学ぶことが−言ってしまえば今後の人生
で「学び続けることが大切」だと思う今日この頃です。 ▶ 次回は、豊永 敬右さんにバトンタッチします。

大切にしていること
大学を卒業して２年弱が経過しました。周りの環境が変化し続ける中で私が大切にして
いることは、
「人との出会い」です。
大学から現在に至るまで、様々な人と出会ってきました。大学４年間所属したソフト
ボール部の仲間、先生、友達、恋人、職場の先輩、上司、取引先の方と多岐にわたります。
「この人からすごく影響を受けた」と特筆できるわけではありませんが、様々な人たちと出会
うことができ、多くの経験をしました。もちろん私に嬉しい・楽しいような良い経験をさせて
くれた人もいれば、辛い・悲しいような経験をさせてくれた人もいます。
「生きていれば誰か
しら人と出会う」というのは当たり前のことに思えますが、その一回一回を大切にしてきて
今の私があります。これから先も、もっとたくさんの人に出会っていくと思いますが、私に嬉
しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいことを経験させてくれる「人との出会い」を大切に
していきたいです。
▶ 次回は、丹羽 瞳さんにバトンタッチします。

祝10 周年。卒業生それぞれで育まれる、IWDの学び
今年は国際福祉開発学部開設10 周年という記念すべき年となり、各種記念行事や同窓会設立など、
当時の学びや繋がりが今の自分にはかけがえのないものであることを、さらに認識する１年でした。
「やり
たいことはやり尽くした」そう感じた卒業から６年も月日が経ったのだなと、ふと驚くこともしばしばです。
国際協力の勉強をしたいと国際福祉開発学部に入学し、開発学のイロハを学びつつ、サークル活動で
はラテン音楽同好会やJAZZ 研究会など音楽に明け暮れ、東日本大震災のボランティア活動にも積極的
に関わりました。“ 自らアクションを起こす人間になる” という恩師から得た命題を胸に、卒業後は中小企
業勤務を経て青年海外協力隊としてインドネシアにて地域開発に従事しました。帰国後はNGOで勤務し
た後、現在は（一社）草の根ささえあいプロジェクトのひきこもり・不登校児への事業にプロジェクトマネー
ジメントとして従事する日々。毎日の仕事の細かなところまで、大学生活で学んだ、一言では表しきれない
「自己を社会に還元する」マインドが生きているなと感じる日々です。これからも国際福祉開発学部で育ま
れてきた学びを進化させつつ、頑張ります。
▶ 次回は、福島 舞花さんにバトンタッチします。
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大学近況

ハノイ大学との学術交流および協力に関する協定の締結

日本福祉大学とベトナム社会主義共和国（以下、ベトナム）のハノイ大学
（Hanoi University）は2018年8月28日、両大学間の学術交流を推進すること
を目的として、学術交流および協力に関する協定を締結しました。
ハノイ大学は、1959年にベトナムの首都であるハノイに設立されたハノイ外
国語大学を前身とする名門の国立大学です。日本語学部をはじめ、多くの外国
語教育がベトナム国内で最高レベルの評価を受けています。また、国際関係、
情報工学、経営・観光、ベトナム学などの学部があり、学生数約12,000人、留学
生数約600人を擁するベトナムを代表する総合大学として知られています。

学術交流・
協力事項

❶ インターンシップの派遣・受入
❷ 教員および研究者の交流
❸ 共同研究および研究集会

協定締結式は、ハノイ大学ゲストホールで行われました。
グェン・ゴック・タイ副学長（右）、児玉善郎学長（左）

❹ 学術上の情報、刊行物および資料の交換
❺ 両当事者が合意するその他の活動

今回の協定で特に強調されているのが、
「日本語教育インターンシッププログラム」です。これは、本学国際福祉開発
学部で日本語教師養成プログラムを履修する学生がハノイ大学日本語学部で約１ヶ月間のインターンシッププログラム
を受けることです。世界でも有数の日本語教育を展開するハイレベルな教育機関との教育交流、そして今後は教員間交
流、共同研究も開始する予定であり、本学は今回の協定締結を契機にハノイ大学との連携を深めていきます。

大学近況

海外拠点 日本福祉大学
ベトナムオフィスの開設

ハノイ大学との協定を締結した2018年8月28日、本学初の海外
拠点となる日本福祉大学ベトナムオフィス
（以下、ベトナムオフィス）
を
ヴィンイエン市のHIKARI日本語学校内（校舎１階）
に開設しました。
ベトナム国ヴィンフック省ヴィンイエン市
（HIKARI 日本語学校内）
HIKARI Co.,LTD
NP7-21、SONG HONG - NAM DAM VAC URBAN
AREA 、LY NAM DE STREET、KHAI QUANG
WARD、VINH YEN CITY、VINH PHUC PROVINCE
TEL：
（+84）2111-248-666
FAX：
（+84）2113-728-789
アクセス：首都ハノイ・ノイバイ国際空港から車で30分

ベトナムオフィスは、ベトナム国内における留学生募集やハノイ大
学との調整、そして海外動向調査や情報収集の拠点です。HIKARI
日本語学校を運営しているHIKARI教育協力有限会社（代表：ブイ・
ティ・タム代表取締役社長）
に業務を委託して運営しています。
◆ 海外インターンシップ
国際福祉開発学部では、クオーター制のカリキュラムを導入
しており、2年生の11月から3年生の5月頃までの期間を有効活
用できる制度になっています。
この制度を利用して、今年度から
ベトナムに開設した海外拠点での日本語教育実習インターン
シップ（就業体験）を開始しました。学生は2ヶ所の海外拠点
（1つはハノイ大学の日本語学部、もう1つはオフィスを構えている
ヴィンイエン市のHIKARI日本語学校）
に行くことが可能です。
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大学近況

スィーパトゥム大学（Sripatum
University）との連携協定の締結

2018年12月2日、日本福祉大学はタイ王国のスィー
パトゥム大学と連携協定を締結。今後は健康科学部
福祉工学科建築バリアフリー専修を中心に、教育・研
究の交流を進めていく予定です。

日本福祉大学教育実践研究センターの開設

大学近況

日本福祉大学は2018年4月、①教育者・保育者の資質向上のための講座の開催、②教育保育に関わる研究成果の発信、
③教育保育現場の課題解決に向けた支援・連携の拠点を目指して日本福祉大学教育実践研究センターを開設しました。
◆ 活動内容

❶ 学校福祉部門

❷ 授業研究部門

❸ 保育実践研究部門

教 師・スクールソーシャルワーカー・ス
クールカウンセラーなどとの多職種連携
を推進するための実践モデルの開発や
各種講座などを実施します。

地域の小中学校・高校・特別支援学校
における教育実践研究に対して、本学
教員の派遣を中心とした支援を行い
ます。また高校における高大接続に関
わる教育に協力します。

保育所／施設保育士、幼稚園教諭な
ど、保育専門職に求められる実践研究を
支援します。保育者が日々行っている実
践を振り返りつつ、保育実践者と協働し
て保育実践の探求に取り組みます。

平成30年度科学研究費助成事業

大学近況

新規採択率・全国６位 「社会学およびその関連分野」の新規採択件数・全国9位
2018年11月7日、文部科学省より平成30年度科学研究費助成事業（以下、科研費）の配分状況が公表されました。
本学は新規採択率全国６位、ならびに、中区分別採択件数のうち
「08.社会学およびその関連分野」の採択件数が全国
９位という結果となりました。
◆ 平成30年度科研費新規採択率

全国6位

◆ 中区分別採択件数
「08.社会学およびその関連分野」 全国9位

本学の平成30年度科研費新規採択率は40.4％（全国平
均：24.9％）で、新規応募件数が50件以上の全国の研究機
関のうち6位となりました。

中区分別採択件数「08.社会学およびその関連分野」に
おいて、新規採択件数7.0件で全国9位となりました。

● 研究者が所属する研究機関別採択率上位10機関
（平成30年度新規採択分）

● 中区分別採択件数上位10機関
08.社会学およびその関連分野

※文部科学省ホームページ資料より抜粋

機 関 名

採択率（％）

採択件数

1 東京外国語大学

52.8%

56

2 一橋大学

50.4%

71

3 生理学研究所

44.0%

37

4 公益財団法人がん研究会

42.4%

39

国立研究開発法人
5
国立がん研究センター

41.1%

85

6 日本福祉大学

40.4%

23

地方独立行政法人
7
大阪健康安全基盤研究所

40.4%

23

8 九州歯科大学

40.3%

31

9 東京学芸大学

40.0%

54

39.6%

21

10

独立行政法人国立文化財機構
奈良文化財研究所

（注 1）「特別推進研究」
、
「新学術領域研究（研究領域提案型）
」（計画研究
及び公募研究）
、
「基盤研究」（特設分野研究を除く）、
「挑戦的研究」
（特設審査領域を除く）、「若手研究」、「研究活動スタート支援」及
び「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（B））」について分類。
（注 2） 研究代表者が所属する研究機関により整理。採択率が同率の場合
は機関番号順に掲載。
（注 3） 新規応募件数が 50 件以上の研究機関を対象に分析。
（採択率＝採
択件数 / 応募件数）

■ 詳細は、
文部科学省ホームページを参照してください。
平成30年度科学研究費助成事業の配分について
（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1410868.htm

※文部科学省ホームページ資料より抜粋

機関種別名

機 関 名

新規採択 配分額 応募件数
（件）
件数（件） （直接経費）
（千円）

1 国立大学

東京大学

20.7

144,200

26.3

2 私立大学

早稲田大学

12.0

14,400

30.3

3 国立大学

大阪大学

10.3

14,900

23.0

3 私立大学

立命館大学

10.3

10,900

32.0

5 私立大学

日本大学

9.7

8,333

19.7

6 国立大学

神戸大学

9.0

12,900

14.3

7 公立大学

大阪市立大学

8.3

10,267

22.7

8 公立大学

首都大学東京

8.0

9,767

12.3

9 国立大学

東北大学

7.0

18,400

16.0

9 国立大学

名古屋大学

7.0

8,100

11.7

9 私立大学

日本福祉大学

7.0

12,800

17.0

（注 1）「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提案型）
」（計画研究
及び公募研究）、
「基盤研究」（特設分野研究を除く）、
「挑戦的研究」
（特設審査領域を除く）、
「若手研究」及び「国際共同研究加速基金（国
際共同研究強化（B））」について分類。
（注 2）「特別推進研究」及び「基盤研究（S）」は、
〈最も関連の深い中区分〉に分類。
（注 3）「新学術領域（研究領域提案型）」（計画研究及び公募研究）は、
〈関
連のある小区分〉を基に分類。
（注 4） 対応する中区分が複数ある小区分については、件数、配分額を按分して集計。
（注 5） 研究代表者が所属する研究機関により整理。新規採択累計数が同
数の場合は機関番号順に掲載。
（注 6） 機関種別「国立研究開発法人、独立行政法人、特殊法人等」は、
「特殊法人・独立行政法人等」と機関種別名を省略。
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石川県との県内就職支援に関する協定

大学近況

連携・協力事項

谷本正憲 石川県知事（右）
児玉善郎 学長（左）

日本福祉大学と石川県は 2018年7月11日、相互に連携・協力
して石川県における産業の次代を担う人材の育成・確保を図る
ため、石川県内の就職支援に関する協定を締結しました。

福岡県との就職支援に関する協定

大学近況

日本福祉大学と福岡県は 2018
年 9 月1日、相互に連携・協力し
て福岡県の次世代を担う人材の
育成・確保を図るため、福岡県内
の就職支援に関する協定を締結し
ました。

大学近況

❶ 学生に対する県内企業の情報、各種イベントなどの
周知に関すること
❷ 学生に対する県内企業のインターンシップ受け入れ支
援に関すること
❸ 学内で行う就職セミナーおよび合同企業説明会などの
開催に関すること
❹ 保護者向けの就職セミナーの開催に関すること
❺ 学生の I ターン就職に係る情報交換および実績把握に
関すること
❻ その他、学生のUIターン就職の促進に関すること

連携・協力事項
❶ 学生に対する就職関連イベント、県内の企業情報などの周知に関すること
❷ 大学が行う合同企業説明会、保護者向けの就職セミナーなどの開催に関すること
❸ 福岡県が行う学生向け就職支援サービスなどへの登録呼びかけに関すること
❹ 学生の福岡県へのUIJターン就職に関する情報および実績把握に係る調査などに関すること
❺ その他、学生の福岡県へのUIJターン就職促進に関すること

一般社団法人日本ボッチャ協会との連携協力に関する協定

日本福祉大学と一般社団法人日 連携・協力事項
本ボッチャ協会は 2018年12月7日、
❶ 競技会・体験会・体験授業など事業での連携
ボッチャ競技の強化・普及のための
❷ 強化指導の連携
活動を通して、指導者としての資質
❸ 競技普及の連携
を養う学生教育を施し、 相互に人
的・技術的協力を行うことを目的として、連携協力に関する協定を締結しました。
三浦裕子 日本ボッチャ協会事務局長
（左）
本学は 2017年にスポーツ科学部を開設。「スポーツを360゜
科学する。」をコ
奥田邦晴 日本ボッチャ協会代表理事
（中央左）
ンセプトとして、子どもから高齢者、そして障害の有無や運動の上手・下手にか
児玉善郎 学長
（中央右）
藤田紀昭 スポーツ科学部長
（右）
かわらず、すべての人々にスポーツの楽しさを伝える（指導する）技術を身につ
けた人材の養成を目指しています。
ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度
今回の協定締結により、ボッチャ指導者
機能障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。
ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ 6 球ずつ
養成や大会運営を協力して行うほか、2019
のボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づける
年度日本選手権（愛知県豊田市開催）に
※日本ボッチャ協会ホームページより抜粋
かを競います。
向けた取り組みを連携して行う予定です。

加藤啓太さん

（卒業生・ロンドン 2012 パラリンピック
競技大会のボッチャ種目日本代表）

平成30年度人権擁護功労賞
「法務大臣表彰
（ユニバーサル社会賞）」を受賞
加藤さんより皆さんへ
メッセージが届きました！
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本学社会福祉学部の卒業生で、ロンドン2012 パラリンピック競技大会のボッチャ種目日
本代表である加藤啓太さんが、平成30年度人権擁護功労賞を受賞しました。加藤さんはボッ
チャ体験教室や講演を通して、障害者への理解を深める活動を
続けており、これらの活動が共生社会（ユニバーサル社会）の
実現に向けて顕著な功績があるものとして評価されました。
私ひとりだけでは、この賞はとれません。皆さんがいたからこそ、受賞できた
と思います。皆さんに一言お伝えしたいのは、どんな人でも、どんなことでも
１％の可能性を信じてやれば、必ず結果が出るということです。

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。

2018年度

就職・キャリア支援スケジュール
3月末

４月

５月

6月

7月

8月

●キャリアガイダンスⅡ

２年生

●キャリアガイダンスⅠ

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

PICK UP

PICK UP

●Uターン就職ガイダンス

２年生面談

PICK UP
●キャリアガイダンス

PICK UP

●就職ガイダンスⅡ
PICK UP

３年生

４年生

●就職ガイダンスⅠ

●
学内合同
就職説明会

●スキルアップ講座

●スキルアップ講座

自己分析・履歴書完成講座、
就職WEB試験、面接対策講座

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・身だしなみ対策講座、面接対策・
トレーニング講座

●就職ガイダンスⅠ

PICK UP

●Uターン就職ガイダンス

●Reスタートガイダンス

PICK UP

PICK UP

●求人紹介フェア
●求人紹介フェア

PICK UP

2年生面談

就職ガイダンスⅠ
・Ⅱ

スキルアップ講座

学内合同就職説明会

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。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。

これから本格始動する就職活動
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。

自己分析、履歴書の書き方、面
接・筆記試験対策など幅広く身
に付けます。
「マナー・身だしなみ
講座」では、外部のマナー講師
をお招きして、スーツの着こなし
方やビジネスマナー講座などを
実施します。

日本福祉大学生の採用意欲の高い企業や法人等にお越
しいただく就職説明会です。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
その後の採用に結び
つくケースもあります。

高まる地元ニーズ「Ｕターン就職」
全国から学生が集まる日本福祉大学では、毎年多くの学生がＵターン就職を希望し、内定をつかんでいます。2017年度のＵターン
就職率は62％。高い達成率の裏には、同窓会や全国9ヶ所に設置された地域オフィスによる強力なバックアップ体制があります。

同窓会・地域オフィスがバックアップ！

Ｕターン就職ガイダンス

PICK UP

交通費の一部を援助

Ｕターン就職支援制度

全国をくまなくカバーする同窓会組織や各地

地方出身の学生が出身県および出身地域で就職する

域に設置された地域オフィスと連携し、地元で

ことが決定した場合、就職活動にかかった交通費の

のインターンシップやＵターン就職の進め方、

一部を大学と同窓会が援助する「Ｕターン就職支援

地域支援拠点や同窓会キャリアアドバイザー

制度」
を、2019年度
（2020年3月卒業生）
から実施する

の活用方法等の情報を提供しています。

予定です。制度の詳細等は、学生向けの掲示板やガイ
ダンス等でお知らせします。

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HP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までご連絡をいた
だけますと幸いです。 キャリア開発課 TEL0569
（ 87）
2321
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加藤幸雄元学長が逝去されました。
先生のご功績とお人柄を偲び、
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
加藤幸雄（かとう さちお）
日本福祉大学元学長・名誉教授が2018年11月25日、
脳挫傷の後遺症のため永眠されました
（享年72歳）
。
先生の生前のご功績とお人柄を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
加藤先生は、日本福祉大学の発展に多大なる貢献をされました。また、日本司法
福祉学会会長として、司法福祉研究の発展に尽力されました。

同窓生、同窓会に対しても心を寄せていただき、熱心なご指導と温かいご支援を
賜りました。
ご生前の幾多のご厚情に深く感謝し、心より御礼申し上げます。
故人の略歴
1970年3月 名古屋大学教育学部教育心理学科卒業
1970年4月 岐阜家庭裁判所

調査官補採用

1987年4月 水戸家庭裁判所土浦支部

以降

1988年4月 日本福祉大学赴任（専門：臨床心理学
日本福祉大学

家庭裁判所調査官を18年務める

主任調査官
（1988年3月まで）
特に、
非行・青少年心理学、
司法福祉）

社会福祉学部助教授

1993年4月 日本福祉大学

学生部長

1995年4月 日本福祉大学

社会福祉学部教授

1997年4月 日本福祉大学

学長補佐兼総合企画室長

学校法人法音寺学園
（現学校法人日本福祉大学）
理事就任
1999年4月 日本福祉大学

副学長

2009年4月 日本福祉大学

学長
（2013年3月まで）

2013年4月 日本福祉大学

名誉教授

訃 報
加藤
冨田
早野
浅井
中田
仁科
陸浦
中村
鈴木
加藤
都甲

幸雄先生
輝司先生
哲雄さん
道雄さん
浩さん
育之さん
歳之さん
安さん
恭平さん
雪子さん
和政さん

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

元学長、
名誉教授／2018年11月ご逝去
元社会福祉学部教授／2018年9月ご逝去
1955年中部社会事業短大／2018年9月ご逝去
1961年社会福祉学部／2018年7月ご逝去
1963年社会福祉学部／2018年3月ご逝去
1967年社会福祉学部／2018年6月ご逝去
1967年社会福祉学部／2018年7月ご逝去
1970年社会福祉学部／2018年2月ご逝去
1970年社会福祉学部／2018年7月ご逝去
1976年社会福祉学部／2018年10月ご逝去
1977年社会福祉学部／2018年4月ご逝去

西村
西川
田村
長谷
大塚
緒賀
藤井
中澤
亀井
木村
石井

正広さん
弥生さん
圭介さん
隆一さん
智史さん
正輝さん
貴子さん
明子さん
弘和さん
英一さん
眞代さん

1984年社会福祉学部／2019年2月ご逝去
1987年社会福祉学部／2018年8月ご逝去
1994年社会福祉学部／2019年1月ご逝去
2001年経済学部／2018年2月ご逝去
2004年社会福祉学部／2018年3月ご逝去
2006年経済学部（通信教育）／2018年6月ご逝去
2007年経済学部（通信教育）／2018年3月ご逝去
2007年情報・経営開発研究科／2018年5月ご逝去
2008年福祉経営学部（通信教育）／2017年5月ご逝去
2009年福祉経営学部（通信教育）／2017年9月ご逝去
2015年福祉経営学部（通信教育）／2018年12月ご逝去



（卒業年次順）

鳥取県地域同窓会会長 田村圭介様が逝去されました。
ご生前のご功績とお人柄を偲び、
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
去る2019年1月11日に、突然の病に倒れられ逝去されました
（享年47歳）。
田村様は、卒業後一貫して、地域・住民の為の福祉の発展に貢献されるとともに、鳥取県地域同窓会の運営、そして同窓
会員のみならず、在学生の就職支援をはじめ多方面で頼られる存在としてリーダーシップを発揮されました。日本福祉大学同
窓会の発展に多大な貢献をいただきましたことに深く感謝し、謹んでお悔やみ申し上げます。
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学生生活トピックス
「今年度活躍した学生を励ます集い」開催報告
2018年度「今年度活躍した学生を励ます集い」が2018年
12月8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400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、安川彰𠮷後援会長（愛
知製鋼株式会社 元会長）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、感謝状が安川
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。また、今年度から美
浜町日本福祉大学家主組合顕彰制度表彰式も同時開催となりま
した。特別強化指定部ABの各部主将20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15個人、11団体が
表彰されるとともに、サークル協議会に所属する20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）
・高橋 峻也
（陸上競技部、経済学部2年）
、安田 帆孝
（水泳部、
スポーツ
科学部1年）
、後藤 陸斗
（水泳部、経済学部3年）
、蜂矢 樹
（水泳部、
経済学部3年）
、中 猛至
（水泳部、
スポーツ科学部1年）
、田中 美沙樹
（水泳部、経済学部2年）
、渡辺 輝
（水泳部、
スポーツ科学部2年）
○学長表彰（団体）
・スポーツ活動：男子ソフトボール部、アーチェリー部
○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2年）、
福原 聡（Ⅰ部バドミントン、スポーツ科学部2年）
、池田 大晟（Ⅰ部バド
ミントン、スポーツ科学部1年）
、細川 貴弘
（Ⅰ部バドミントン、スポーツ
科学部1年）
、井内 月野（陸上競技部、スポーツ科学部2年）
、藤井
杏朱
（女子ソフトボール部、子ども発達学部2年）
・地域貢献活動：白井 翼（子ども建築塾、健康科学部4年）
、名倉 要
（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：
Ⅰ部バドミントン部、女子ソフトボール部、
Ⅰ部サッカー部、
女子バスケットボール部、
Ⅰ部硬式テニス部、災害ボランティアセンター
・地域貢献活動：災害ボランティアセンター
○家主組合顕彰制度表彰（団体）
陸上競技部、柔道部、
ゴルフ部

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●アメリカンフットボール部
こんにちは。アメリカンフットボール部です。
我々は現在、選手22名、マネージャー10名で活動して
います。
今年度もたくさんの監督・コーチ陣、OB・OGさんたち
の協力や応援、ありがとうございました。
東海学生アメリカンフットボール連盟秋季リーグでは
2部Aリーグ2勝2敗、リーグ残留という悔しい結果に終わ
りました。来年度は今まで協力してくださっている監督・
コーチ陣はもちろん、新たなコーチも迎え、質の良い練
習にしていきたいと思います。また、来年度からチーム
カラーが変わり、ユニフォームも新調するので、部に携わ
る全員が心機一転し、来年度こそ「1部昇格」という目標を
達成したいと思います。

そして、
「1部昇格」という目標とともに、
「one vision」と
いうスローガンを掲げ、部全員が同じ目的地（1部昇格）を
目指していきます。今後とも、ご声援の程よろしくお願
いします。
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学校法人日本福祉大学教育・研究振興協力募金のお願い
〜 明日の「ふくし」を担う学生・生徒に厚いご支援を 〜

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。 昨年度は、同窓生の皆さまをはじめとする多くの
方々からお寄せいただいた寄付金
（ 2017年度 81,594,781円）
は、教育・学習環境の充実や教育・研究活動費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。
なお、今年度より様々な目的や使途、部活・サークル活動を指定していただける「目的指定寄付制度」を開始いたしました。同窓生の
皆さまには、引き続き本学園の募金事業の趣旨にご賛同をいただきますとともに、ご支援・ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
< 寄付金が活かされた2017年度 教育・研究活動経費支出の一例 >
キャンパスの整備／付属高校の情報教育環境の整備／バリアフリーキャンパスの維持・整備／ゼミナール活動援助金／障害学生支援／
U ターン就職支援／特別強化指定部支援／経済援助奨学金／災害ボランティアセンターの運営／ボランティア活動費／減災・防災活動、など
大学（院）
奨学費

※2017年度奨学費支出

専門学校
奨学費
バリアフリーキャンパスの
維持・管理

募集概要
1
2
3
4

4月1日から3月31日まで
（毎年度）

募集金額
一口1万円上

2

※一口以上何口でも結構です。

寄付金使途

右記の6 項目
（16 種類）
からお選びいただけます。

個人情報の取扱い

①教育支援募金
③Uターン就職支援募金
⑤社会貢献活動支援募金

B. キャンパス整備へ

⑥学校・キャンパス整備募金

C. 経済的支援へ

⑦奨学金募金

D. スポーツ・文化・
サークル活動へ

⑧大学・特別強化指定部 A
⑩大学・サークル活動

E. ボランティア活動へ

⑫被災地・災害ボランティア活動支援募金

F. 周年事業へ

⑬子ども発達学部周年事業募金 ⑭健康科学部周年事業募金
⑮国際福祉開発学部周年事業募金 ⑯付属高等学校周年事業募金

②グローバル化支援募金
④研究支援募金

⑨大学・特別強化指定部B
⑪高校・部活動

2種類の方法によりご寄付をいただけます。
< 一括のみ >

払込用紙にて寄付をお考えの方は、必要書類を本学園より送付いたしますので、募金事務室までご請求ください。

インターネット
（クレジットカード・コンビニ・ネットバンキング ）< 一括・分割可 >

右記 URL にアクセスし、お申込みください。 ▶ https://kifu.f-regi.com/contribute/nihonhukushi/

寄付特典
期間限定キャンペーン実施中！

「学校法人日本福祉大学 教育・研究振興協力募金」に

メモリアル
卓上カレンダー

3つの魅力

1

カレンダーの
各月の写真には
「寄付者のお名前」
が入ります。

1 万円 以上ご協力をいただいた寄付者の方には、

メモリアル卓上カレンダーを進呈いたします。
◎2019年3月1日
（金）
から2019年5月31日
（金）
までの寄付申込み分が対象となります。
◎メモリアル卓上カレンダーは、寄付者１名につき１部進呈いたします。
※1万円以上ご協力を頂いても、１部進呈となります。
◎メモリアル卓上カレンダーの発送は、3月下旬頃から順次発送をさせていただきます。

寄 付 金に関する
お申込みおよび
お問い合わせ先
39

2017年度 経済援助奨学金支出額

A. 教育・研究へ

ご記入いただきました個人情報は、お知らせした利用目的以外の目的では使用いたしません。

振込用紙

2,936万

※2017年度奨学費支出（教育訓練生を含む）

寄付金使途

募集期間

申込方法
1

7月豪雨災害のボランティア活動に対する
総社市社会福祉協議会からの感謝状

※2017年度奨学費支出

1,055万

高校
奨学費

ナイター照明完備の全天候型の人工芝グランド
（キャンパスの整備）

1億9,360万

日本福祉大学同窓会会報 122号

学校法人日本福祉大学 経理課内 募金事務室

〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6
TEL：0569-87-2215（直通） FAX：0569-87-2329 MAIL：keiri@ml.n-fukushi.ac.jp
ホームページ：https://www.n-fukushi.ac.jp/about/bokin/index.html

2

カレンダーの各月の
写真には
「四季折々の
が
キャンパス風景」
入ります。

3

カレンダーの
暦には
「本学の
が
学年暦」
入ります。

活 動 日 誌

月

9

11

12

1

月

2

月

宮崎県地域同窓会 総会・分野別情報交換会・懇親会
児童文化研究会BBS赤とんぼの会
社協職員同窓会のこれからを共に考える集い・懇親会
山口県地域同窓会 講演会・総会・茶話会・懇親会
香川県地域同窓会 総会・懇親会
野中猛ゼミ同窓会
1987年卒Ⅰ部近藤直子ゼミ
大阪地域同窓会 堺・泉州エリア交流会
東海ブロック地域同窓会・あすなろ会
25
（土）
第3回東海4県教職員の集い
25
（土）
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
26
（日）
社会福祉・医療系の仕事発見セミナー
26
（日）
岩手県地域同窓会 総会・つどい
1
（土）
福井県地域同窓会 同窓生のつどい
1
（土）
青森県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
1
（土）
東京和彦グループ
（TKG）
大学院社会福祉学専攻
（通信教育）
1
（土）
第12回総会・大学院と同窓会の合同企画
8
（土）
山梨県地域同窓会 講演会・総会・大交流会・二次会
8
（土）
奈良県地域同窓会 交流を楽しむ会
8
（土）
名古屋地域同窓会 同窓生のつどい
12
（水）
Ⅱ部43年度1Cクラス
15
（土）
福島県地域同窓会 総会・講演会・懇親会
15
（土）
沖縄県地域同窓会 総会・学習会・交流会
15
（土）
1992年度卒二木ゼミ同窓会
15（土）
・16
（日） 1984年度卒業Ⅰ部大泉ゼミナール同窓会
東京地域同窓会
15（土）
・16
（日）
公開スクーリングと通信生・同窓生との交流・懇親会
16日
（日）
増山ゼミ同窓会
第2回東海地域ブロック代表者会議・
22
（土）
愛知県内地域同窓会代表者会議
29
（土）
神奈川県地域同窓会 通信教育学生と同窓生との親睦会
29
（土）
富山県地域同窓会 ボッチャ体験会と総会・懇親会
29
（土）
福岡県地域同窓会 総会・分野別情報交換会・交流会
29
（土）
知多地域同窓会 市民公開講座・総会・懇親会
29
（土）
第2回近畿地域ブロック代表者会議
29
（土）
きららネットワーク
30
（日）
昭和46年度卒日本福祉大学社会福祉学部Ⅰ部同期同窓会
3
（水）
1975年卒業大泉ゼミOB会
6
（土）
三重県地域同窓会 講演会・総会・交流会・懇親会
6（土）
・7
（日） 第2回東北地域ブロック代表者会議
7
（日）
北尾張地域同窓会 総会とつどい
7
（日）
岐阜県地域同窓会 日本児童育成園見学＆同窓生の集い
8
（月）
小木ゼミOG・OB会 出版記念会
静岡県地域同窓会・経済学部同窓会
13
（土）
「経済セミナーin浜松」
13
（土）
西尾張地域同窓会「福祉セミナー」
（第1回）
13
（土）
南尾張地域同窓会 ランチ会
13
（土）
第2回常任理事会
13
（土）
和歌山県地域同窓会 公開講座・総会・懇親会
13
（土）
西三河／西尾・碧海地域同窓会合同の集い
15
（月）
部落研1971年卒同窓会
19（金）
・20
（土） サンニー勢和会
19（金）
・20
（土） みそしるの会
東京地域同窓会医療部会
20
（土）
国立ハンセン病資料館＆国立療養所多磨全生園見学会
20
（土）
大阪地域同窓会 Tea Time交流会
岡山県地域同窓会
20
（土）
朝日訴訟記念展示室見学＆ランチ交流会
20
（土）
第2回北信越地域ブロック代表者会議
名古屋地域同窓会
20（土）
・21
（日）
通信スクーリング公開講義・名刺交換会
20（土）
・21
（日） KOBAZEMI85
26（金）〜 28（日） 訓覇スウェーデンセミナー同窓会
27
（土）
理事懇談会
27
（土）
埼玉県地域同窓会 サイボクハム散策
香川県地域同窓会
27
（土）
就労継続支援A型事業所リール見学学習会・交流会
28
（日）
瀬戸・尾張旭・長久手地域同窓会 文化講演会・総会・交流会
28
（日）
滋賀県地域同窓会 秋の集い
28
（日）
国際開発同窓会 学部開設10周年記念講演会
30
（火）
仁義の会

月

月

10

4
（土）
4
（土）
4
（土）
11
（土）
18
（土）
18（土）
・19
（日）
18（土）
・19
（日）
25
（土）

網掛けは本部事項

月

月

8

2018年8月~2019年2月

3
（土）
3
（土）
3
（土）
3
（土）
・4
（日）
3
（土）
・4
（日）
4
（日）
9
（金）
9
（金）
10
（土）
10
（土）
10
（土）
10
（土）
11
（日）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
17
（土）
23
（金・祝）
23
（金・祝）
24
（土）
1
（土）
2
（日）
4
（火）
8
（土）
8
（土）
8
（土）
9
（日）
15
（土）
15
（土）
22
（土）
12
（土）
18
（金）
19
（土）
19
（土）
19
（土）
19
（土）
19
（土）

同窓会事務局 福祉大学祭参加
名古屋地域同窓会 福祉大学祭参加
第2回関東地域ブロック代表者会議
香川県地域同窓会 スクーリング公開講義・交流会
サイクリング部OB会
福井・石川県人会 福祉大学祭出店
未申会
基礎心理・情操教育を学ぶ会
秋田県地域同窓会 地域の福祉課題を探る学習会2018
西尾張地域同窓会「福祉セミナー」
（第2回）
社会福祉セミナーin愛媛
兵庫県地域同窓会 ゆるつな日福ひょうご
第2回中国・四国地域ブロック合同代表者会議
長野県地域同窓会 懇親会
東京地域同窓会 秋の紅葉を楽しむBBQ交流懇親会
経済学部同窓会 経済学部同窓会の集い
福祉経営学部同窓会 福祉経営学部同窓会の集い
新山会
剣道部OB会
1983年卒短大近直ゼミ
Ⅰ部バレーボール部OB・OG会
千葉県地域同窓会 映画鑑賞会
島根県地域同窓会 研修会・総会・懇親会
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
知多地域 若手同窓生ヒアリングの会
健康科学部開設10周年記念事業同窓生のつどい
37杁中会
西尾張地域同窓会「福祉セミナー」
（第3回）
群馬県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
小池ゼミ合同同窓会
また会かい
東京地域同窓会 国試合格祈願！高尾山参拝ツアー
第2回九州・沖縄地域ブロック代表者会議
奈良県地域同窓会 公開講演会・総会・懇親会
山形県地域同窓会 新年会
高知県地域同窓会 新年会
埼玉県地域同窓会 通信教育部同窓交流会・新年会
広島県地域同窓会 県北の集い
兵庫県地域同窓会 丹波・阪神・神戸ブロック交流会
長崎県地域同窓会 学習会・総会・交流会
岩手県地域同窓会 新年会
北海道道南地域同窓会
19
（土）
市民公開講座・2018年度総会及び懇親会
20
（日）
第2回北海道地域ブロック代表者会議
20
（日）
福岡県地域同窓会 筑後地域新年会
26
（土）
福岡県地域同窓会 北九州地域新年会
27
（日）
福岡県地域同窓会 筑豊地域新年会
27
（日）
北海道田中会
（田中和彦先生を囲む会）
名古屋・南尾張地域同窓会、経済学部・福祉経営学部
2
（土）
同窓会 経済セミナー＆名刺交換懇親会
2
（土）
宮城県地域同窓会 総会・新春懇親会
3
（日）
山形県地域同窓会 懇親会
3
（日）
静岡県地域同窓会中部支部 当事者研修会・交流会
4
（月）
広島県地域同窓会 総会・懇親会
9
（土）
第3回常任理事会
9
（土）
大阪地域同窓会 新年会
9
（土）
大濱裕ゼミ同窓会
10
（日）
日本福祉大学アーチェリー部OB・OG会
16
（土）
第2回理事会
16
（土）
茨城県地域同窓会 通信学生との交流会
16
（土）
栃木県地域同窓会 研修会・総会・懇親会
16
（土）
西三河／碧海地域同窓会 KATCH同窓会
16
（土）
鹿児島県地域同窓会 同窓生・在学生の集い
17
（日）
福岡県地域同窓会 学習会・分野別情報交換会・交流会
18
（月）
静岡県地域同窓会東部支部 交流会
東京地域同窓会施設部会
23
（土）
「社会福祉法人武蔵野会 八王子生活実習所」見学会
23
（土）
勢和寮大同窓会2019
第3回東海地域ブロック代表者会議・
23
（土）
愛知県内地域同窓会代表者会議
23
（土）
・24
（日） 第3回近畿地域ブロック代表者会議
25
（月）
学園・大学と同窓会との情報・意見交換会
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予告

第8回

女性交流サロンのご案内

ワイナリー見学＆ランチ会

男性・在学 生
の方も大 歓迎 !

今回の女性交流サロンは、小牧市にある「小牧ワイナリー」の見学と昼食会を企画しま

2019年

11月16日（土）

JR高蔵寺駅前
11：00集合～15：00解散（予定）
※施設のマイクロバスの送迎あり

会

場：小牧ワイナリー

参加費： ①同窓生・在学生 500円
②上記以外の方 1,500円
小牧ワイナリー

検索

した。このワイナリーは、障がいのある人が給料を得て自立できるようにと、かねてより
障がい者支援を行っていた社会福祉法人「AJU自立の家」が2015年 4月に開設した施設
で、現在、20名ほどの障がいを持つ仲間が職員の
ス
支援のもとで働きながら生活し、多治見修道院の
ぶどうジュー
グラスワイン
畑を借りて、葡萄の栽 培からワイン、ジュースの
&コーヒー
由
50
0円（※別料金）
自
製造・販売までを行っています。中京テレビで、
お 替わり
「障がい者が造る希望のワイン」というタイトルで
報道されてから一躍その名が知られるようになり、
毎年開催される「AJUワインフェスタin多治見修
道院」には、全国から約3,000人が集まります。
詳細については8月発行の会報でご案内いたし
ます。どうぞご予定ください。

社会福祉学会（学内学会）

活 動 案 内

日本福祉大学社会福祉学会（通称、学内学会）
は、昨年6月に50周年記念大会を開催いたしました。社会福祉学部60
周年事業の最後の企画として、日本福祉大学の歴史、とりわけ大学と学内学会の50年を振り返りつつ、これからの社会福祉
実践の展望を語り合う場として無事に開催できましたこと、皆さまに深くお礼申し上げます。今年も学内学会が「実践を振り返り、
研究する場所であり、社会福祉に根差す実践者の居場所」であるようより一層取り組んでまいります。
今年の研究大会は、6月15日
（土）
～16日
（日）
に日本福祉大学東海キャンパスで開催いたします。

テーマ 現場から見た社会福祉労働の理想と現実 ～教えてください あなたの仕事の原風景～
〈一日目〉●記念講演 「社会福祉労働と職員の確保・育成：社会的養護の視点から」 講師：堀場 純矢 氏（日本福祉大学）
●大会シンポジウム 社会福祉の各現場で活躍されている卒業生たちによる報告及び討論
〈二日目〉●分科会 児童、高齢、障害児者、貧困、教育 ･ 実習、優生思想と社会福祉
学内学会では、設立当初より「社会福祉労働」にも関心を持ち続けてきました。特に2000年以降の労働力流動化政策は、
社会福祉や教育の分野にも浸透し、福祉労働者の不安定就労化に拍車が掛かっています。愛知県社会福祉協議会の調
査によれば、県下の福祉労働者の３大離職要因は、①
（職場内の）
人間関係、②労働条件の悪さ、③所属している組織のミッ
ション
（理念）
が理解できないこと、にあると言われています。こうした事実は、少なからず将来の福祉労働者たる若者
（学生）
た
ちにも負の影響をもたらしており、福祉を学んだ学生たちが実質的に福祉の現場に就職することを躊躇する要因になっています。
そこで本大会は、こうした状況を多角的に検証し、現場の職員、学生、研究者がお互いの立場からこの要因の理解と解決
策について考えていきます。
また、本大会を通じて、社会福祉の仕事のやりがい、悩みなどを共有しあい、明日につなげていけるような機会にしたいと考
えております。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
（運営委員長 伊藤 文人）

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
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※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://gakunaigakkai.g2.xrea.com/

2019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：2019年6月8日（土）
○会 場：日本福祉大学東海キャンパス
愛知県東海市大田町川南新田229
TEL 0562-39-3280
○議 事 1．2018年度事業報告について
2．2018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）
4．2019年度事業方針・事業計画について（案）
5．2019年度収支予算について（案）
6. 本部役員の選出について（案）
7．その他

○開催日：2019年6月9日（日）
○会 場：日本福祉大学東海キャンパス
○内 容：全体会、地域ブロック別等グループ協議
1．2019年度ブロック計画の意見交換等
2．
その他

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

◉くらそっとユウナル東海店
（介護保険事業者番号2374101372）

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）

ff

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

0o

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

10

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。

¥

保険料（月払・非課税） 700 円

※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。

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
9年 定
。

示

ご

公

本学園同窓会員、および同窓会員の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。
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編集後記
社会福祉学部開設60周年に続き、
2018年度は健康科学部、
子ども発達学部、
国際福祉開発学部が開設10周年
を迎えました。周年記念事業には、若い同窓生の方々が各キャンパスに集い、賑やかな交流が繰り広げられました。
この機会に同窓会も続々と立ち上がっています。この3月には看護学部1期生の皆さんが同窓会を設立します。
桜咲く季節を迎え、新たなつながりが増えていくことをとても頼もしく嬉しく思う今日この頃です。

