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全日本大学選手権大会5年連続出場

新しい学部同窓会、学域同窓会をはじめとする皆さんを迎えて
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2019年度代表者会議報告

新しい学部同窓会、学域同窓会をはじめ
とする皆さんを迎え、多様性を力に
同窓会のパワーアップを目指しましょう。

地域同窓会代表者及び事務局長、学部ならびに大学院同窓会、認定同窓会の代表者が全国から集い、2019年度代表者会議を開催しました。
会議は、成立状況を確認した後、会長の開会挨拶に始まり、2018年度事業報告ならびに決算、会則等改定、2019年度事業方針・計画、
同年度予算および本部役員の選出を行いました。議案は、すべて原案通り承認されました。なお、今年度は昨年度から始めた地域同窓会活動
情報交換に学部や学域同窓会の活動報告が加わりました。
大学近況報告では、学園を代表して丸山悟理事長からご挨拶、児玉善郎学長から大学近況報告をいただきました。その後、多数の大学教
職員にご参加をいただき、懇親会で情報交換・親睦交流を深めました。
翌日は、代表者会議で確認した方針・計画を各地域同窓会などで具体化し、推進を図るために代表者・事務局長合同会議を開催しました。
午後は、理事長、学長をはじめとする学園・大学役職者にご出席いただき、同窓会との情報・意見交換会を行いました。
開催状況
【代表者会議】
日
時：2019年6月8日（土）13：00 〜 17：30
会
場：日本福祉大学東海キャンパス
出席・成立状況：本部役員・同窓会代表者100名
（議長委任8名を含む）／定数103名
実出席者163名
（オブザーバー出席者71名を含む）
【代表者・事務局長合同会議】
日
時：2019年6月9日（日）9：00 〜 12：00
出 席 者：141名

第１号議案

2018年度事業報告について

第2期3カ年計画の最終年度として、計画の着実な遂行をめざし
活発な取り組みが進みました。
１．総会やつどいの開催をはじめ、創意をこらして集まりやすい
場の設定に努め、近隣地域の交流会、施設見学会、実践報告会、
年代別交流会、若者によるグルメ会、日本酒を楽しむ会などの
お楽しみ別交流会、お花見会・新年会など季節に応じた懇親会
などと多岐に亘る会員ニーズに応える事業が企画されました。
51地域同窓会が139件、74認定同窓会が76件、合わせて過去最
高件数となる215件の事業が行われ、そのうち報告書が提出さ
れた168事業だけでも参加者数は4,000名を超えました。
２．会費納入を地域同窓会の課題として、行事の際に参加者に納
入の協力を呼びかけ、一部の同窓会では促進月間を設けて取り
組みました。2018年度会費納入は7,793口となりました。
この間の会費納入の伸びの主要因は通信教育部を主とする
新卒者の新規納付者増ですが、卒業後1年、2年と推移すると
ともに納付者は減少しています。同窓会へ継続して参加した
い、そしてそれにより会費を継続して納付していただける活
動を目指すことは重要な課題です。
３．学部・学科等同窓会が大学の強力な支援を得て、①健康科学
部福祉工学科（建築）バリアフリー（デザイン）専攻・専修同
窓会【略称：バリアフリー同窓会】、②同学部福祉工学科健康
情報専攻・専修／情報工学専修同窓会【略称：情報工学同窓会】
、
③国際開発同窓会、④看護学部同窓会の4同窓会が設立されま
した（②は専修の改組に伴う再結成）
。
４．より多くの会員の参加を得るため、同窓会の「見える化」と
迅速な情報発信ツールとして、メーリングリスト、Facebook
およびLINEの活用が図られ登録者数が増加しました。
５．社会福祉セミナー（大学セミナー）を、
中国・四国地域ブロッ
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ク同窓会の協力のもと、愛媛県地域同窓会が大学、後援会と共
催しました。県内で活躍している会員によるシンポジウムは参
加者に感銘を与え、懇親会も工夫を凝らしたもので参加者の満
足度は高いものでした。また、全国各地で開催された大学セミ
ナーを、会員の学びの場と位置づけ開催に協力するとともに、
会員・市民の参加促進に努めました。
６．経済学部セミナーの開催に合わせて、経済学部同窓会と福祉
経営学部同窓会（通学）が、卒業生の集いを企画しました。合
わせて業界別交流会（在学生へのアドバイスと就職相談）の開
催に協力しました。
また地域同窓会による就職相談会および福祉への仕事の理
解を深めていただくことを目的に「社会福祉・医療系の仕事
発見セミナー」も継続して取り組まれました。
７．母校発展に寄与するとともに、同窓会の更なる価値を創造し活
性化させるため、特別課題として諸課題を検討し、2020年度から
同窓会推薦入学試験制度を改革する運びとなりました。
８．東日本大震災津波・福島原子力発電所事故および熊本地震に
かかる被災地への支援に加え、大阪北部地震、西日本豪雨によ
る被災会員への支援、地域復興への貢献事業を継続しました。
東北地域ブロック代表者会議では、東日本大震災被災地の
閖上地区、荒浜地区の訪問を行いました。同窓会会報で、日
本福祉大学減災連携・支援機構などの取り組み、被災地視察
報告、総社市社会福祉協議会職員である同窓生の活動紹介な
ど情報発信を行いました。
また、福祉大学祭（美浜）において、被災地の物産販売や
募金活動を行いました。
第２号議案
（別掲P.4）

2018年度収支決算について

第３号議案

同窓会規程等の改定について

卒業後も在学時の関係性を大切に、学部単位はもとより学科
または専攻・専修単位、あるいは学部新設の母体である学科と
学部を併せた学域同窓会（例：福祉経営学部国際福祉開発マネジ
メント学科と国際福祉開発学部卒業生を会員とする）などが設立
されています。
現行会則では大学教育組織に基づく同窓会組織は学部同窓会の
みですが、上記状況に対応し同窓生（会）のネットワークを強め
活動の活性化を目指し、教育組織に基づいて柔軟に同窓会組織の
結成を可能とする為、会則および以下の規則・規定を改定しました。
（別掲P.3）
第４号議案

2019年度事業方針・計画について

2019年度は、「同窓会グランドデザイン2016-2018」および「第
2期3カ年計画」の取り組みを受け継ぎ、新たな本部役員体制のも
とで、相互の理解と連携を深め、多様性を力にできる魅力ある同
窓会づくりを目ざします。
１．会員の希望やニーズに基づいた同窓会活動を創り出し、各地
域同窓会策定の「第3期3カ年計画（2019-2021年度）
」に基づき、
会員の自己実現とともに親睦・交流・学びの事業を通して、地
域、社会に貢献する多様な活動を推進します。
２．キャンパス設置地域である東海地域ブロック、愛知県内地域同
窓会間と大学の地域ブロックセンターとの連携を深め、スケール
メリットを活かした活動の充実、事業展開について検討を行います。
３．大学院・学部・学科・専攻・専修・学域等の同窓会の活動支
援の充実と、同窓会間の交流・連携をはかり、若い層にとって
も価値ある同窓会ネットワークづくりを進めます。また、認定
同窓会間の交流を支援します。
４．大学と同窓会の共同事業「Uターン就職支援制度」の開始（2019
年度）にあたり、大学の地域ブロックセンターや教職員と連携し、
地域における就職相談窓口やきめ細やかな在学生支援、課外実
習・職場見学・ボランティアなどの支援体制づくりを進めます。
なお、Uターン就職支援制度による助成金受給者は、同窓会
キャリア・アドバイザーとして在学生支援人材バンクに登録
していただき、可能な範囲で在学生支援を依頼します。これ
第6号議案
役

職

会

長

副会長

専務理事
事務局長

理 事
（地域担当）

まで地域同窓会により登録されているキャリア・アドバイザー
は、地域同窓会就職担当員に名称を変更します。
５．学園・大学と同窓会との組織間関係を強めるとともに、学生
募集、同窓会ゲスト講義、社会福祉学部春季セミナー、経済学
部セミナー、大学セミナーなどの大学事業について、大学と同
窓会の連携をはかります。大学セミナー山形会場は、大学、大
学後援会、大学同窓会（東北地域ブロック）と共催で、社会福
祉セミナー継承型大学セミナーとして、山形県地域同窓会が担
当します。
６．同窓会推薦入試制度は、現行制度の見直しを行い、2021年度
AO入学試験【同窓会推薦型】の新設に向けて、受験生のイン
センティブを含めて大学と共に準備を進めます。特に在学生支
援の充実（奨学金・奨励金など）が求められており、同窓会と
して財源確保のための募金活動について検討を行います。
７．同窓会設立60周年記念プロジェクト「日本の社会福祉教育に
反映される社会福祉の専門性：日本福祉大学に焦点をあてて」
を推進し、社会福祉教育の変遷と今後のあり方について調査・
研究を進めます。フォーカスグループの実施結果を踏まえ、分
析作業などに取りかかります。
８．学園内同窓会（生）との交流・連携を進めます。学園における
付属高等学校・専門学校同窓生のデータベースの整備に協力する
とともに、同窓会開催情報などのメール配信システムの検討を
視野に入れて、電子名簿の整備について取り組みを推進します。
９．東日本大震災および熊本地震、大阪北部地震、西日本豪雨等
の被災同窓生への支援を引き続き行うとともに、今後の支援の
あり方について検討を行います。
10．同窓会設立70周年を迎える2025年には、会員10万人を擁する
同窓会組織となります。規模にふさわしい足腰の強い同窓会を
目ざして、組織・事業・人事・運営・財政面での政策化につい
て、同窓会中期計画基本構想の検討を踏まえて同窓会改革検討
委員会（仮称）を設置し検討を進めます。
第５号議案

2019年度収支予算について

（別掲P.4）
本部役員（任期2019年度〜
2021年度）の選出について

第６号議案

■日本福祉大学同窓会役員・顧問一覧（任期：2019年度～2021年度）
氏

名

数納 幸子
山田 賢治
甲村 洋子
二村 雅章
名和 真理子
河村 康英
黒川 道男※
福田 秀志※
守谷 淳子
伊藤 隆※
梅下 忠弘
今野 久寿
今井 芳明
谷田部 浩美
山本 雄二
宮部 真弥子
長縄 良樹
三田 千恵子
杉浦 達也
鈴木 安夫
若杉 賢司
三田 忠男
竹内 正春
本田
郷原
水野
齊藤
今吉

幹雄
悌二
喜代志
武志
光弘

卒業年

卒業学部・大学院研究科

1972
1980
1980
1982
1972
1993
1984

社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
経済学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部

1981

社会福祉学部

1980
1973
1975
2007
1968
1982
1970
1972
1974
1975
1990
1975
1977
2012
1989
1981
1978
1976
1977

社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
通信教育部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
通信教育部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部

※黒川道男（副会長）、福田秀志（副会長）、伊藤

隆（事務局長）、中村

所属地域同窓会

名古屋
名古屋
名古屋
西尾張
名古屋
知 多
名古屋
名古屋
名古屋
知 多
北海道
福島県
群馬県
茨城県
長野県
富山県
岐阜県
三重県
西三河/碧海
名古屋
北尾張
静岡県
奈良県
兵庫県
島根県
愛媛県
宮崎県
熊本県

役

職

理 事
（学部担当）

氏

丹羽
野澤
荒木
仲原
溝口

名

卒業年

卒業学部・大学院研究科

真樹子
紀代美
保正
幹夫
寛之

1981
1982
1983
1994
2007
2005
2008
2006
2011
1970
1984
2003
2014
1977
1980
1996
1992
1980
1980
1991
1992
2001
1976
2018
1967
1988
1961
1976
1969

女子短期大学部
女子短期大学部
経済学部
経済学部
情報社会科学部
通信教育部
情報・経営開発研究科
通信教育部
社会福祉学研究科
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
医療・福祉マネジメント研究科
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
経済学部
社会福祉学部
社会福祉学研究科
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部
社会福祉学部

犬塚 なおみ
増井
高柳
訓覇
名越

恵美
雅仁
法子
美子

川口 恵生
理 事
（専門委員会
担当）

監

事

顧

問

松下
杉田
谷田
中村
井上
鳥居
遠山
平松
近藤

伸二
哲也
和也
聡※
隆志
文孝
桂
幸夫
宏和

奈良 修三
犬飼
加藤
小栗
奥村
水野

久隆
鉱明
勉
庄次
孝安

所属地域同窓会

名古屋
名古屋
名古屋
南尾張
北尾張
知

多

北尾張
兵庫県
岡山県
三重県
西三河/豊田岡崎
東京都
名古屋
西三河/碧海
岐阜県
西三河/豊田岡崎
岐阜県
北尾張
南尾張
静岡県
名古屋
北尾張
西三河/西尾
瀬戸・尾張旭・長久手
名古屋

聡（理事）は、大学からの派遣役員です。
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2019年度代表者会議報告
第3号議案

■同窓会規程等の改定について
1.日本福祉大学同窓会会則
【改定趣旨】

①大学教育組織である学部・学科等の新設・改編・分離・統合等および教
育組織の特性による在学時の関係性にもとづく卒業後の会員のつながり
に応じた同窓会を結成することにより、同窓生（会）のネットワークを
強め活性化を目指す。
会則第38条で規定する学部同窓会を学部・学科等同窓会と改定し、学
部同窓会に加えて学科・専攻・専修等および学部（研究科）と密接に関
係する学科等との合同同窓会の設立を可能とする。これら教育組織を属
性とした同窓会を「学部・学科等同窓会」組織と称する。
なお、これに伴い教育組織を属性として設立されている既設認定同窓
会の組織区分を、学部・学科等同窓会の範疇に変更する。
②会則40条に定める組織区分名称を会則37条・38条・39条以外の「その他
同窓会」という表現から、有志グループ（多様な属性）による同窓会を
表現するものとして「グループ同窓会」に変更する。

2.日本福祉大学学部同窓会規則
【改定趣旨】
同窓会会則改定に伴って改定する。

【改定事項】

①規則名称を日本福祉大学学部・学科等同窓会規則に変更する。
②以下を除く各条項の学部同窓会を学部・学科等同窓会と改定する。
内

本会会則第38条で定める認定学部同窓会、認定大学院研究科同
窓会ならびに認定学域同窓会は、代表者を登録することにより、
本会代表者会議に席を有することができる。
但し、認定学部同窓会もしくは認定研究科同窓会が認定学域同
窓会の構成同窓会となる場合は重複して代表者登録をすること
は出来ないものとする。
代表者を変更する場合は、速やかに本会会長へ届け出るものとする。
２．認定学科・専攻・専修等同窓会は、代表者を登録し、本会会
則17条2に定める手続きにより、本会代表者会議に出席するこ
とができる。但し、議決権は有しないものとする。

第6条

認定学部・学科等同窓会は、事業計画ならびに予算書の提出に
より援助金の交付ならびにその他必要な援助を申請することが
できる。但し、認定学部・研究科・学域同窓会以外の同窓会は、
事業計画ならびに予算書の提出を省略することができる。

（改訂条項のみ記載）

内
第4章

容

代表者会議・地域ブロック代表者会議

（代表者会議）
第17条

第7章

代表者会議は、地域同窓会ならびに認定同窓会のうち、学部同
窓会、研究科同窓会、学域同窓会の各代表者1名、会長、副会長、
専務理事、事務局長および理事をもって構成し、本会の最高議
決機関とする。
２．前項で定める以外の認定同窓会代表者は、あらかじめ代表者
会議参加票にて代表者会議への代表参加登録をした者は、オブ
ザーバーとして出席することができる。但し議決権は有しない。
組織

（認定学部・学科等同窓会）
第38条

正会員は、卒業もしくは在籍した学部・研究科・学科・専攻・専
修等ならびに学域毎に認定同窓会を設立することができる。これ
らを総称して学部・学科等同窓会という。
学部・研究科ならびに学科・専攻・専修等同窓会とは、学則に定め
られた教育組織に基づき、その当該会員で構成する同窓会をいう。
学域同窓会とは、学部もしくは研究科に学域を共通する別の学部・
研究科・学科・専攻・専修等の会員を加えて構成する同窓会をいう。
２．学部・学科等同窓会は、認定手続きを行い本理事会の承認を
えて、本会の認定学部・学科等同窓会となることができる。
３．認定学部・学科等同窓会が、本会則およびその他規則に違反し、
または本会の認定同窓会としてふさわしくない事由があったと
きは、理事会の議決により認定を取り消すことができる。
４．認定学部・学科等同窓会に関する必要な事項は別に定める。

第7条

附則

別表1

内

容

学部・学科等同窓会（会則38条）活動交付金
１．学部同窓会、研究科同窓会、学域同窓会
事業計画に基づき、予算を限度に理事会で決定する。
２．上記以外の学部・学科等同窓会
①所属会員200名未満
10,000円＋会費納入者(前年度)×200円
所属会員200名以上
20,000円＋会費納入者(前年度)×200円
②母校から講演講師を招いた場合は10,000円を加算する。
③特段の事業を実施するなど必要な場合は、事業計画に基づき、
予算を限度に理事会で決定する。

略
略
本会則は、2019年6月8日から改正施行する。

この規則は、2019年6月8日から改正施行する。

同窓会会則改定に伴って改定する。

（認定グループ同窓会）
第40条
附則

認定学部・研究科・学域同窓会は、毎年4月末日までに当該同
窓会の監査を経た上で、本会事務局長に前年度の決算報告書を
提出しなければならない。
２．認定学部・研究科・学域同窓会は、本会事務局長が必要と判
断した場合は、会計に関わる帳票と役員会会議録を、本会事務
局長へ速やかに提出するものとする。

3.日本福祉大学同窓会活動援助金規程
【改定趣旨】

（認定同期同窓会）
第39条

容

第5条

附則

本規則は、2019年6月8日から改正施行する。

■改定後の学部学科等同窓会 区分一覧
学部・研究科同窓会
日本福祉大学大学院同窓会
日本福祉大学情報社会科学部同窓会
日本福祉大学福祉経営学部同窓会
日本福祉大学経済学部同窓会
日本福祉大学看護学部同窓会

学域同窓会

日本福祉大学国際開発同窓会

学科・専攻・専修同窓会

大学院社会福祉学専攻（通信教育）同窓会
日本福祉大学大学院社会福祉学研究科心理臨床専攻同窓会
日本福祉大学介護学専攻同窓学会
日本福祉大学理学療法研究会
日本福祉大学作業療法研究会
日本福祉大学健康科学部福祉工学科（建築）バリアフリー（デザイン）専攻・専修同窓会（略称：バリアフリー同窓会）
健康科学部福祉工学科健康情報専攻・専修／情報工学専修同窓会
（略称：情報工学同窓会）
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2018年度決算

差

異

2018.4.1 ～2019.3.31（単位 ： 円）

46,657,902

115,833,733

46,657,902

△ 4,645,831

0

△ 259,566

△ 953,265

△ 2,683,000

△ 750,000

考

利息、広告収入、同窓会カード（482,022円）

救援募金、
会員からの寄付

＊２）
準会員・正会員・特別会員会費

＊１）
準会員入会費

備

3,500,000

地域ブロック活動費

100,000

230,000

948,956

2,000,000

Ⅱ.特別会計の部

441,981

333,315,709

250,000

333,123,728

△表示は予算額−決算額の差異で決算額が多い場合

30,000,000

30,000,000

利 息 収 入

302,873,728

2018年度決算

差

0

0

△ 191,981

△ 191,981

異

  2018.4.1～2019.3.31（単位 ： 円）

慶弔、
その他

長期・短期職員人件費

ホームページ再構築・管理、災害お見舞金、学部周年事業協力等

新卒会報「かけはし」、卒業記念品、在学生との交流等

大学情報処理委託料、
大学との懇談会費

同窓会会報、
地域ニュース等印刷・送付

専門委員会、
学部同窓会運営

同窓会活動交付金、
援助金

地域ブロック代表者会議、ブロック事業費等

当年度繰入金

資金合計

考

愛知県私立大学同窓会連合会会費

封筒等印刷

302,873,728

目

△ 4,645,831

△ 15,327,748

△ 15,327,748

0

0

55,621

55,621

備
事務用品、
郵送料、
手数料

前年度繰越金

項

【 積 立 金 特 別 会 計 】

2018年度予算

115,833,733

111,187,902

計

28,295,650

12,967,902

次年度繰越金

合

30,000,000

28,295,650

30,000,000

12,967,902

特別会計への繰入金

８．
次年度繰越金

0

30,000,000

2,000,000

30,000,000

0

2,000,000

６．
予備費

予備費

144,379

200,000

諸費

７．特別会計への繰入金

2,000,000

144,379

200,000

５．
諸費

0

130,000

130,000

0

100,000

学術奨励費

130,000

学内学会援助金

100,000

3,051,044

4,000,000

給与

４．
研究助成費

948,956

1,340,575

4,659,425

3,051,044

6,000,000

4,000,000

334,716

179,020

1,140,255

1,010,927

1,407,550

323,723

692,078

677,634

4,665,284

特別事業費

5,000,000

120,980

21,859,745

2,989,073

8,592,450

3,176,277

5,307,922

1,322,366

３．人件費・報酬等

準会員支援費

300,000

23,000,000

出版部費

大学関係費

4,000,000

組織部費

10,000,000

6,000,000

活動交付金

2,000,000

代表者会議費

0

7,106,478

40,000

52,693,522

40,000

256,970

133,892

440,862

異

59,800,000

理事会費

２．
事業費

会費

50,000

備品費

143,030

1,366,108

差

50,000

400,000

1,549,138

2018年度決算

0

1,500,000

1,990,000

2018年度予算

印刷費

目

需用費

１．
事務費

項

【支出の部】

※１）3,000×4,010名＝12,030,000円
（入会金：通学1年生･編入学生･通信教育部1年生・大学院生）
※２）会費（準会員）46,890,000円
維持会費7,793,000円（7,793口 ※内、カード納入：正会員2,344口 ･ 特別会員20口）

計

111,187,902

合

1,059,566

1,403,265

54,683,000

前年度繰越金

収

雑

450,000

52,000,000

12,030,000

800,000

金

11,280,000

2018年度予算

入

費

付

金

寄

会

目

会

入

項

収

付

会

目

入

金

費

金

計

95,745,650

28,295,650

1,000,000

450,000

54,000,000

12,000,000

2019年度予算

111,187,902

46,657,902

800,000

450,000

52,000,000

11,280,000

2018年度予算
720,000

異

△ 15,442,252

△ 18,362,252

200,000

0

2,000,000

差

目

計

目

救援募金、会員からの寄付

95,745,650

14,965,650

14,965,650

10,000,000

10,000,000

2,000,000

2,000,000

200,000

200,000

130,000

100,000

230,000

4,500,000

4,500,000

4,000,000

8,500,000

300,000

23,500,000

4,000,000

10,000,000

3,500,000

6,000,000

2,000,000

61,800,000

100,000

50,000

400,000

1,500,000

2,050,000

2019年度予算

343,665,709

350,000

10,000,000

333,315,709

2019年度予算

111,187,902

12,967,902

12,967,902

30,000,000

30,000,000

2,000,000

2,000,000

200,000

200,000

130,000

100,000

230,000

4,000,000

4,000,000

6,000,000

5,000,000

300,000

23,000,000

4,000,000

10,000,000

3,500,000

6,000,000

2,000,000

59,800,000

40,000

50,000

400,000

1,500,000

1,990,000

2018年度予算

0

0

0

60,000

異

60,000

備

333,123,728

250,000

30,000,000

302,873,728

差

10,541,981

100,000

▲ 20,000,000

30,441,981

異

2019.4.1～2020.3.31（単位 ： 円）

慶弔、その他

長期・短期職員人件費

同窓会ホームページ管理、電子名簿システム、同窓会カードキャンペーン等

在学生会報「かけはし」、Uターン就職支援、卒業記念品、在学生との交流等

大学情報処理委託料、大学との懇談会費

同窓会会報、地域ニュース等印刷・送付

専門委員会、学部同窓会運営

同窓会活動交付金、援助金

地域ブロック代表者会議、ブロック事業費等

愛知県私立大学同窓会連合会会費等

封筒等印刷

事務用品、郵送料、手数料

2018年度予算

△ 15,442,252

1,997,748

1,997,748

▲ 20,000,000

▲ 20,000,000

0

0

0

0

0

0

0

500,000

500,000

▲ 2,000,000

3,500,000

0

500,000

0

0

0

0

0

2,000,000

差

考

利息、広告収入、同窓会カードチャージバック

▲表示は2019年度予算額−2018年度予算額の差異で2018年度予算額が多い場合

資金合計

利 息 収 入

当年度繰入金

前年度繰越金

項

【 積 立 金 特 別 会 計 】

Ⅱ.特別会計の部

合

次年度繰越金

８. 次年度繰越金

特別会計への繰入金

７. 特別会計への繰入金

予備費

６．
予備費

諸費

５．
諸費

学術奨励費

学内学会援助金

４．
研究助成費

給与

３．
人件費・報酬等

特別事業費

準会員支援費

大学関係費

出版部費

組織部費

活動交付金

地域ブロック活動費

代表者会議費

理事会費

２．
事業費

会費

備品費

印刷費

需用費

１．
事務費

項

【支出の部】

考

＊２）準会員・正会員・特別会員会費

＊１）準会員入会費

備

2019.4.1 ～2020.3.31（単位 ： 円）

※１）3,000×4,000名＝12,000,000円
（入会金：通学1年生･編入学生･通信教育部1年生・大学院生）
※２）会費
（準会員）
46,000,000円
維持会費8,000,000円

合

前年度繰越金

雑

寄

会

入

項

【 収 入の 部 】

Ⅰ.本会計の部

【 収 入の 部 】

■2019年度収支予算

Ⅰ.本会計の部

第5号議案

■2018年度収支決算

第2号議案

本部役員退任にあたって ｜ 課題を振り返る｜

前日本福祉大学同窓会副会長

水野 孝安

最初に、全国の地域同窓会をはじめとする各同窓会の役員およ
長い間、本同窓会の収入源は新入生からの入会金のみで、会員
び本部理事の方がたのご尽力と、会員の皆さんのご協力により、 増に伴って経費が増加し収入増が必要になると入会金を改定する
私たちの日本福祉大学同窓会を今日まで継続的に活動を充実させ
というパターンでした。支出状況は、
概ね事務費と全国理事会（現在
組織体制を強めながら存続させてきていることに、
お礼と感謝を申し
の代表者会議）及び支部長会議そして会報発行費で約7割を占め
上げます。
ていました。
私と同窓会運営との関わりは、同窓会が1991年に同窓会事務局
本部から支部への経費的支援は、総会を開催した場合に会合
業務を大学に委託した時からです。業務委託について、
「会員規模
援助金として20,000円（1995年度から30,000円）を交付するという
が拡大し一層の発展が求められている。母校の発展に寄与する
状況で、支部は運営にかかる経費については、独自に支部会費を
ことを目的とする同窓会の発展は、大学にとっても必要なことであり、 集めて賄っていました。現在も一部の地域同窓会で独自会費を徴
また大学の発展が同窓会にとっても大切であるとの認識から、大学
収され経費に充当されています。
との業務協力について協議を重ね」
（同窓会報No.67号）
、平成3年
支部活動経費の安定的充足とともに、会員のニーズに応えた
度全国理事会（現在の代表者会議）で決定し、同時に会則改定・
豊かで多様な活動を進めるための事業拡大、学部同窓会設立、
役員選出を行いました。背景には、今後の一層の発展を志向する
就職相談・奨学金支給など在学生支援事業の充実、本部事務局
うえで、増大する事務業務を本部役員が本務の仕事をしながら
の専従体制など、活性化を目指す事業を展望すると収入構造の
時間を捻出して担っていくのは限界があるとの認識があったと
抜本的な改革が必要でした。そこで、会費制度の実施に踏み切り
思います。
ました
（1995年）。
学園は、協定履行のため、同窓会事務局業務とともに大学後援
長期財政計画では、上記課題に加えて、周年事業など単年度収
会事務局および学園周年事業（当時は学園創立40周年記念事
支枠では吸収し切れない多額の費用を要する大規模事業対応資
業）事務局を担う課として、校友事務室を新設し、併せて大学職員
金の確保、そして何よりも年ごとに逓増する会員に応じた事業規模
2名を同窓会理事（副会長、事務局長）に派遣しました。初代の事
を長期に賄い同窓会を永続的に存続させるため、相当額の基金的
務室長として辞令を受け、
日江井敦子さんと私の大学専任職員2名
性格のファンド蓄積を目標に設定して、毎年一定額の積立金確保を
と兼務職員さんとで業務にあたりました。爾後、各地の役員、会員の
計画化しました。
皆さんとともに同窓会改革を進め、今日の前進をみることができまし
残念ながら、卒業生である正会員が納付する会費のみでは十分
たことは私にとって幸甚なことです。感謝を申し上げます。
な収入を確保できないとの想定から在学生にも会費を納付いただくこ
当時、いくつかの課題がありましたが、3点の主要課題を振り返ら
とにしました。
ここ2年ほどは大学の入学生状況のおかげで、良い
せていただきます。
収支バランスを保ち、
積立金を取り崩すことなく運営が出来ています。
それは、①全都道府県に同窓会を設立し、全国どこでも同窓会
世の常として、現状がそのまま続くことはありません。何が起こるかわ
活動が行われるようにする、②活性化のために、会報の定期発行を
からない不確定な将来にも、盤石に同窓会を維持・存続させうる長期
はじめとする諸事業の拡充と機構・組織運営体制強化、そしてこれ
的視野で組織・財政を含めて諸事業を検討することが大切です。
らの長期計画を担保する③財政基盤の抜本的強化です。
組織確立は、1964年から支部結成（現在の地域同窓会）
の課題
目指さなければならないのは、組織としては当たり前のことです
として取り組まれていました。1991年の山形県支部に続いて1992
が、運営経費の大部分を正会員が納付される会費で賄える同窓会
年に55番目の支部として滋賀県支部が発足し、全都道府県に支部
です。
それには、圧倒的な会員の皆さんから会費を納めていただけ
を結成することができました。
しかし、
諸状況により10を超える地域で
る、
一人ひとりにとって存在価値ある同窓会づくりです。
活動が行われていない状況があり、継続的に再始動の働きかけを
その為に、地域の同窓会が会員と地域に即した同窓会を建設
していましたが、
充分ではありませんでした。
すべく、支部で「目指す同窓会像」の検討を開始しました。
また、
専務理事制度新設などの本部体制を強化したことにより、この 「下部組織としての支部」でなくそれぞれが「自律的同窓会」である
課題に専務的に取り組むことが可能となり、2011年度から2013年
との理念変更を明確にするため、会則を改定し名称を「地域同窓
度までの3カ年で9地域が再建・再始動を果たし、全ての地域で同窓
会」に変更しました。現在、この発展系として各地域同窓会は「ミッ
会活動が行われるようになりました。滋賀県地域同窓会は、2011年
ション・ビジョン」を掲げ、実行計画として「年度計画」を策定し、計画
に再始動し、事後は役員の方々のご尽力で継続的に活動を持続さ
的に年次発展を進める取り組みが、全国各地で役員のご尽力に
れています。滋賀県地域同窓会以外の8地域同窓会も同様に継
よって進んでいます。
続的に活動が行われています。実に嬉しい限りです。各地域で
の再建・再始動準備会終了後や設立総会での懇親会は楽しい
同窓会は、一面では同窓生コミュニティだと思います。本同窓会
思い出として記憶に残っております。
は、
「夢・知恵・元気を育むヒューマンネットワーク同窓会」を標榜す
同窓会は、行政組織や会社組織のように組織としてのある種の
る、
日本福祉大学を卒業した縁による学縁団体です。多様な卒業生
自己保存機能が、十分内在されていません。すべからく会員の自発
で構成されているコミュニティとして、一人ひとりにとって終生を通じ
的参画意思によってのみで運営され存続されます。
したがって、 て日本福祉大学同窓会というコミュニティの一員でいられることを嬉
役員会が開催されなくなると、それまでいかに活発であっても活動
しく思う同窓会としたいものです。
コミュニティは、構成員が自主的・
はストップします。再建・再始動の取り組みは恒常的に求められる課
主体的に必要な活動に取り組むことによってのみ他の人々とのつな
題です。再建・再始動の取り組みの成就は、母校日本福祉大学に愛
がりを強め、
構成員にとって価値あるものになると思います。
着を持たれていて「同窓会があったらいいね」
「協力します」とい
締めくくりとして、少し古くなりますが同窓会設立50周年記念誌に
う地元の会員の皆さんがいてこそできます。
したがって、全国各地
掲載した小論結びの一文を記載させていただきます。
に母校を想い同窓の絆を大切にされる会員が、
いらっしゃいますか
「同窓会は卒業生がいる限り、
学校が存在する限り永遠不滅です。
ら同窓会は永遠に存続します。一旦停止しても不死鳥のごとく蘇る 『会の活動はゴールのないレースであり、バトンは次から次へと永遠
ことを確信しています。
にタッチ』
（岡田春郎元会長）されていきます。今の同窓会を構成
昨年度の代表者会議翌日の代表者・事務局長合同会議の冒頭
している私たちは、50年の歩みを引き継ぎ、
日本福祉大学同窓会員
報告で述べた「同窓会にとって役員会の在り様が決定的」という
であることの喜びと誇りを持つことができる同窓会として、次に繋ぎ
セオリーは、
長年の実体験から強く感じていることです。
ましょう」
5
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絆をさらに強めて 被災地復興へ
日本福祉大学災害ボランティアセンター 〜 2019年春の活動報告〜
日本福祉大学

災害ボランティアセンター

日本福祉大学災害ボランティアセンターは、2011年3月11日に発生した東日本大震災
を契機に発足し、
被災地支援活動の他、
地域での防災減災活動に取り組んでおります。
熊本県では「ぽかぽかプロジェクト」と称して、2016年4月14日と16日に発生した熊本
地震の現地支援活動を継続的に行っております。
今年の2月12日から16日に7回目の活動
を実施、阿蘇郡西原村にある「NPO法人にしはらたんぽぽハウス」を拠点に、学生11名
が参加しました。主な活動内容は西原村住民への生活支援や仮設住宅の訪問です。
他には宮城県にて今年3月17日から20日にかけて「東北フィールドワーク」を実施
しました。これまで宮城県では14回に渡って東日本大震災の復興支援活動を行ってき
ましたが、拠点とさせていただいていた「石巻・開成のより処 あがらいん」の閉鎖を受
け、今一度復興支援の在り方を見つめ直すべくフィールドワークを実施した次第です。現地の中学校や特別養護老人ホーム、
復興公営住宅を訪ねる中で今なお人々の心の中に震災の余波が残っているのを感じました。
熊本県・宮城県ともに復興が進んできたからこそ、今後どのような支援が求められているのかを考えて行動していくことが
課題だと感じた活動でした。

被災地への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。
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

お振込先：ゆうちょ銀行 口座記号番号 00850-7-71311

■救援募金・お見舞金収支（本会計・振替口座）
【入
金】
熊本地震救援募金
大阪北部地震・西日本豪雨災害救援募金
その他救援募金
救援募金入金合計（ａ）

2019年3月31日現在

件数
862
152
121
1,135

【出
金】
件数
熊本地震お見舞い金（２万円：ご自宅一部損壊）
26
熊本地震お見舞い金（５万円：ご自宅半損壊・避難・転居） 13
熊本地震お見舞い金（１０万円：ご自宅全損壊）
7
日本福祉大学 災害ボランティアセンターへの寄付金
1

金額（円）
2,767,795
601,500
333,500
3,702,795
金額（円）
520,000
650,000
700,000
500,000

熊本地震お見舞金お振込み手数料

7,236

熊本地震寄付納入に掛かる払込手数料（加入者負担分）
大阪北部地震お見舞い金（２万円：ご自宅一部損壊）
西日本豪雨お見舞い金（１０万円：ご自宅全損壊）

61,430
8
2

160,000
200,000

大阪北部地震お見舞金お振込み手数料

884

大阪北部地震・西日本豪雨寄付納入に掛かる払込手数料（加入者負担分）

14,980

その他救援募金寄付納入に掛かる払込手数料（加入者負担分）
支払合計（ｂ）
2018年度末 救援募金残高（ａ－ｂ）

【入
金】
東日本大震災救援募金（ａ）
【出
金】
東日本大震災お見舞い金（2万円：ご自宅一部損壊）
東日本大震災お見舞い金（5万円：ご自宅半損壊・避難・転居）
東日本大震災お見舞い金（10万円：ご自宅全損壊）
東日本大震災お見舞い金（10万円：ご逝去）
日本福祉大学 災害ボランティアセンターへの寄付金
日本福祉大学同窓会「ひだまりカフェ」開催助成金
日本福祉大学 学園創立60周年記念事業募金
（東日本大震災被災者に対する救援・支援活動として）

2019年3月31日現在

件数
1,510

金額（円）
8,531,718

件数
43
44
17
1
2
2

金額（円）
860,000
2,200,000
1,700,000
100,000
1,000,000
14,000

1

復興を「ふくし」の視点で考える 450部作成代
東日本大震災復興セミナー
東日本大震災お見舞い金お振込み手数料等
支払合計（ｂ）

500,000
301,320

110

東日本大震災救援募金残高（ａ－ｂ）

46,650
190,134
6,912,104
1,619,614

2,826,760
876,035

ご協力ありがとうございます。感謝を込めてご芳名を記帳させていただきます。

東日本大震災

東京地域同窓会

15,355円

熊 本 地 震

北海道地域同窓会
東京地域同窓会（2件）
2018年度代表者会議出席者有志

８，
５００円
18,755円
３４，
２００円

北海道胆振東部地震

■東日本大震災救援募金口座収支内訳

12,230
57

⃝救援募金ご芳名⃝

加入者名「日本福祉大学同窓会」

西三河／碧海地域同窓会

１０，
０００円

※この他にも多くの同窓会会員さまよりご寄付をいただいております。

大阪北部地震・ 埼玉県地域同窓会（2件）
西 日 本 豪 雨 山梨県地域同窓会
名古屋地域同窓会
西三河／碧海地域同窓会

43，
０００円
２，
０００円
５，
２００円
２０，
０００円

救 援 募 金

東京地域同窓会
2019年度代表者会議出席者有志
福祉大学祭（被災地物産売上）

21,831 円
７，
０００円
１１，
０４１円     
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Introduction

障害者スポーツ普及の課題と
パラリンピックのレガシー

日本福祉大学 スポーツ科学部長

私の研究テーマ

藤田 紀昭

ことではありません。しかし、運動やスポーツに関する

私の研究テーマは、どのような条件があれば障害のある
人がスポーツを始めることができるのか？重症心身障害
のある人に対する運動やレクリエーションの効果にはど
のようなものがあるのか？障害のある人のスポーツ指導
に当たる人にはどのような資質が必要か？障害のある人の
スポーツ実施の実態はどうなっているのか？障害者スポー
ツ大会の最高峰の大会パラリンピックのレガシー（遺産）

情報がなく、やりたいのにやれない。運動やスポーツの
楽しさや効果を知らないままでいる人が多いとすれば、
その機会が増え、楽しさや効果を享受でき、健康で生き
がいある生活に結びつくことに異論はないでしょう。な
お2017年に国から出された第2期スポーツ基本計画では
この数字をもとに障害のある人のスポーツ実施率の目標
値が40％と定められました。

とは何か？などです。今回は研究テーマのうち障害者
スポーツ普及の課題とパラリンピックのレガシーについて
触れたいと思います。

さて、こうした状況に対してどのような施策を考え
ればよいでしょう？鍵となるのは障害のある人やその

障害のある人のスポーツ実施率

家族に対してスポーツに関する情報をどう届けるかと

スポーツ庁の調査（私はこの調査の調査検討委員会委
員長でした）では、障害のある人の週1回以上のスポー
ツ実施率は18歳以上で20％前後（図参照）
。障害のない
人の場合、約40％〜50％で推移しています。逆に運動を
していない人の率は障害のある人で約60％、障害のない
人で約20％でした。障害のある人の週1回以上のスポー
ツ実施率は障害のない人の約半分、実施していない人は
約3倍という結果です。
「すべての人が運動やスポーツを実施すべきだ」という

障害者スポーツ関連記事数
（％）

（回）
6794

4702

40

30.7

29.6

2024

20
0

31.5

18.2

19.2

20.8

2013年

2015年

2017年

565

2011年

障害者スポーツ関連新聞記事数と
障害児・者の週一回以上のスポーツ実施率
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及のための体制をどう作るかという点に集約されます。
一点目に関しては、学校の教員やリハビリテーション
に携わるPTやOTが果たす役割が重要です。なぜなら、
先天的に障害のある人や幼いうちに障害を持つに至った
人は必ず学校に行くことになり、後天的な障害者は必ず
リハビリテーション期間にPTやOTの指導を受けること
になるからです。しかし現在はその点が十分ではありま
せん。教員とりわけ体育教師やPT、OTがこうした資質
を持てるような養成カリキュラムの改革が必要です。ち
もと卒業時には全員が障害者スポーツ指導者資格を取得

障害のある20歳以上の週1回以上実施率

80

いうことと、地域において障害のある人のスポーツ普

なみに日本福祉大学スポーツ科学部ではこうした考えの

障害のある7歳から19歳未満の週1回以上実施率

60

障害のある人のスポーツ実施の鍵

するカリキュラムとなっています。

7000

二点目に関しては、障害のある人が生涯スポーツと

6000

して長くスポーツを実践したり、より高いレベルで競

5000

技を行うために、治療やリハビリに関わる医療機関、

4000

学校での体育や部活動に関わる教育機関、生涯スポー

3000

ツや競技強化に関わるスポーツ関連組織が連携するこ

2000
1000
0

とが必要となります。障害者スポーツは2013年度まで
は厚生労働省管轄でした。それ以降は文部科学省（ス
ポーツ庁）管轄となったことなどもあり、連携が十分
とれているとは言えません。この点の改善も重要です。
スポーツ庁などから出席を求められた会議ではこうし
た点を強調してきましたが、いまだ実現していません。

これからもエビデンスに基づいた発言で改善を促して

です。どのようにすれば障害のある人がスポーツを楽

いきたいと考えています。

しめるようになるのかは長年の私の研究テーマである
と同時に社会的な課題でもあります。

東京パラリンピック
さて、いよいよ2020東京オリンピック・パラリンピッ

人々の意識は変わるか？

クが近づいてきました。初めてパラリンピックを見る

私は2014年から障害者スポーツの競技種目の認知度

という人もたくさんいるのではないでしょうか？義足

や人々の障害のある人に対する意識の変化を2年ごとに

や全盲の選手が100メートルを10秒台で走ったり、走り

調査しています。その結果、「ボッチャ」や「パラ・バ

幅跳びで8メートル以上跳んだりとそのハイレベルのパ

ドミントン」という競技の認知度は高くなってきてい

フォーマンスに目を見張ることでしょう。実は障害の

ることがわかりました。2014年と2018年を比較すると

ない人の陸上競技の日本記録を上回る記録を持つ障害

ボッチャは1.9％から19.7％と認知度は10倍以上になり

のある選手は何人もいるのです。また、ボッチャやゴー

ました。パラ・バドミントンは5.5％から17.2％に上が

ルボール、ブラインドサッカーは、重度肢体不自由の

りました。

選手や、全盲の選手もチームスポーツを楽しめること

また、障害者スポーツを見たり体験したことがある

を証明しています。口にラケットをくわえてプレイす

人は経験のない人に比べると障害者スポーツや障害の

る卓球選手や電動車いすのテニス選手、補助具と介助

ある人にポジティブな意識を持っているということも

者のサポートのもと、寸分の狂いなくボールを的に近

明らかになりました。しかし、2014年と2018年の調査

づけるボッチャ選手に私たちは驚かされることでしょ

結果を比較してもポジティブな意識を持っている人が

う。パラリンピックは科学技術の進歩と身体活動に対

それほど大きく増えてはいませんでした。意識の変化

する人類の可能性を示していると言えます。

にはもう少し時間が必要なのかもしれません。2020年
のパラリンピックを経験して人々の意識がどれほど変

パラリンピックのレガシー研究

化するのか、どのようなレガシーが残るのかについて
は引き続き注目していきたいと思います。

私は現在、このパラリンピックが日本社会に何を残
すのか？日本の社会がどのように変化するのか、つま
りパラリンピックのレガシーは何かについて研究して
います。街のバリアフリー化や最新のテクノロジーを
使ったサポート機器の開発など有形のレガシーもあり

日本福祉大学 スポーツ科学部長 教授

ますが、私が特に注目しているのは目に見えない無形
のレガシーです。具体的には人々の障害者スポーツに
対する注目度や、認知度、障害のある人のスポーツ実
施率、雇用、障害のある人や障害者スポーツに対する
人々の意識の変化などです。
障害者スポーツに対する人々の注目度はここ数年で
非常に高くなってきました。前頁の図の右肩上がりの
線は障害者スポーツに関する新聞記事数、残りの二つ
は先ほど触れた障害のある人のスポーツ実施率です。
このように新聞やテレビで障害者スポーツやパラリン
ピックに関する話題がたくさんとり上げられるように
なりました。しかしながら、先述の通り障害のある人
のスポーツ実施率はそれほど変わっていないのが現状

藤田 紀昭

Fujita Motoaki

■プロフィール
1962年 香川県生まれ
1987年 筑波大学大学院修士課程修了 体育学修士
2012年 日本福祉大学大学院福祉社会開発研究科博士
（社会福祉学）
同志社大学スポーツ健康科学部教授等を経て現職
スポーツ庁「スポーツ審議会健康スポーツ部会」委員、
（公財）日本障がい者スポーツ協会技術委員会副委員長、
（一社）日本ボッチャ協会理事などを務める。
■最近の主な著書
⃝『よくわかる障がい者スポーツ
種目・ルールから支える人びとまで』
（ PHP研究所 2017年）
⃝『パラリンピックの楽しみ方』
（ 小学館 2016年）
◯
『障害者スポーツの環境と可能性』
（創文企画 2013年）


などがある。
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い た は ら

か つ す け

板原 克介さん
社会福祉法人 いずみ野福祉会

理事長

1948年、重度視覚障害児として大阪府に生まれる。1975年3月、日本福祉
大学社会福祉学部第1部社会福祉学科卒業。社会福祉学研究科社会福祉
学専攻 修士課程1978年3月修了。「岸和田障害児（者）を守る会（現：
大阪障害児・者を守る会 岸和田支部）
」への参加をきっかけに、1977年6月、
岸和田障害者共同作業所（無認可）を開所。そして1981年3月、社会福祉
法人いずみ野福祉会を設立。現在は岸和田市、高石市、和泉市、富田林
市、泉南市の5市に事業拠点を持ち、利用者1,000名以上、職員660名以上
の規模に拡大。福祉経営者として、社会福祉事業家として精力的に活動中。

9
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る権利すら奪われていました。その上働く場もなく、社会
や集団からも切り離されて孤独な生活を余儀なくされてい
ました。そうした状況を変えたい一心で、重度障害者も働
き集える場をつくる運動に力を入れていた地元・大阪の「岸
和田障害児（者）を守る会」に参加。そして、重度障害者
の働く場をつくろうと2名の職員と10名の利用者とともに
↓

―日本福祉大学へ進学した理由を教えてください。
私は重度視覚障害児として生まれ、物心がつく頃から視
覚障害者が仕事に就くには三療師（あん摩マッサージ指圧
師・はり師、きゅう師）になるか、それらの教員になるし
かないと聞かされていました。自分にも職業選択の自由が
あるはずだと抗いつつも、盲学校の小学部から高等部まで
進み、三療師の教育課程を経て資格を取得。しかし三療の
奥深さを知り、およそ自分にはその才能がないことに気付
き、このまま仕事をするのはあまりにも人間に対して失礼
だと感じたのです。
「ここで仕切り直しをしなければ、い
い加減な人生を送ってしまう」と考えていた時、日本福祉
大学を知り、笑顔で楽しそうな学生たちの姿と自由な学風
に惹かれて入学しました。
―大学時代をどう過ごされましたか。
真っ先に思い出すのは学友たちとお酒を飲んでいたこと
ですね。入学時、私は22歳。親に「大学で専門書がたくさん
必要だから」と言ってお金を送ってもらい、それを飲み代
に使っていました。社会福祉を志したいとさまざまな経歴、
年頃の人が日本福祉大学に集まった時代。多様なバックグ
ラウンドを持つ人たちとの交流は刺激的でしたよ。特に
「〇〇先生のあの話はどう思う？」と真剣に意見を交わし
た経験は良かった。おかげで議論の大事さを知ることができ、
仕事で非常に役立っていますから。
もともと勉強嫌いでしたが、
「社会福祉」という学問は
興味深かったです。印象的だったのは、3年次のゼミ実習。
実習先の「ゆたか共同作業所」の職員や利用者の方たちが
楽しそうに働いている姿を見て衝撃を受けました。働くこと
は義務ないしは食べていく手段でしかないと刷り込まれてき
た私に、決してそうではないことを皆さんが実践して見せて
くれたのです。これを機に「共同作業所についてもっと勉強
したい」と思い、自分の中のスイッチが入りました。自分に
合った人間的な労働を獲得できるならば、これ以上の生きが
いはないと考えるようになり、大学卒業後は大学院へと進み、
「障害者と労働」をテーマに共同作業所や小規模作業所を
訪ねて分析。知れば知るほどのめり込んでいきました。
― 1977年に大阪府岸和田市に共同作業所を開所されました
が、その経緯を教えてください。
当時、いわゆる中・重度障害者の多くは義務教育を受け

障害者とその家族 の 切 実
私たちは何ができ る か を
岸和田障害者共同作業所を立ち上げました。私は働くこと
を軸にして集団をつくれば、きっと明るい集団になり、ま
たその実践は障害者の生きがいと発達を保障すると信じて
いました。実際、開所するやいなや通ってくる利用者は目
に見えてイキイキとし、働くことや仲間と集うことへの喜
びを満喫するようになっていきました。そのパワーが周囲
に広がっていくように、すぐに希望者が増え、新たな職員
も加わりました。
―社会福祉法人事業化された際のお話を聞かせてください。
法人化の取り組みは、岸和田障害者共同作業所の開所
からほどなくして動き始めました。作業所をいわゆる法律
や制度で認めてもらわないと、障害のある人たちを長く支
援していけませんから。市民の皆さんに作業所の実情と意
義を知ってもらうために街頭署名活動をしたり、町内会や
婦人会の方たちとお会いしたり、マスコミに訴えたり、あ
らゆる場所に出かけました。作業所の様子をありのまま記
した「共同作業所ニュース」や、利用者の成長の様子や喜
びの声をまとめた「作文集」を制作するなど、情報もどん
どん発信していきました。作文集では、自分はこんな様に
働いていますとか、子どもがこんな風に変わったとか、利
用者と家族の皆さんの多くが実名で書いてくださいました。
家族や親族に障害者がいるだけで結婚などに影響した時代。
そうした偏見の強い時代であっても、この作業所を守ろう
と皆さんが協力してくださいました。利用者とそのご家族、
そして応援してくれる市民の方にものすごく助けられまし

1977年に無認可の共同作業所としてスタートした「岸和田障害者共同作業所」

たよ。市民の方の中には、実際に作業所まで足を運ばれ、
職員に「ニュースに書いてあった件はどうなった？」と様
子を尋ねてくれる人がたくさんいました。そうして共感し
てくれる方が増え、有難いことにその輪は瞬く間に広がっ
ていきました。当時気を配ったのは、作業所が変質しない
ように法人格を得ること。法人事業化することによって、
財政や施設設備上の問題を解決するのはもちろん、岸和田
障害者共同作業所の精神が活かされるよう、各地の福祉関
係者、医療・障害児教育関係者など幅広い分野の方たちに
協力いただき「共同作業所づくり検討委員会」を設置する
など多角的に検討・実行しました。
―現在、岸和田市をはじめ5市に渡って事業を展開されてい
ますが、大切にしているのはどんなことですか。
もちろん法や制度を大切に考えることは当然のことです
が、やはり私にとって一番は、障害者とその家族の切実な要
求を実現すること。自分たちで工夫しても限界があることに
ついては、市や国に訴えてきました。制度がないからやめよ
↓

な 要 求 を 実 現 するために
一 番 に 考 え る 。
うという選択はなく、実現のために必要ならば、その正当性
を訴え法律や制度を変えていこうという考えです。そのため
に必要な知識は貪欲に吸収しました。また介護保険制度が施
行され社会福祉が市場化する前には、経済界のリーダーや市
場化を進めている先生方の話をよく聞きに行き勉強しました。
私は身の丈に合わないと思うことでも、良いと思えば突っ走
るタイプ。性格的には行動するのに時間はかかりません。不
安があれば、その要素を徹底的に分析します。そうした中か
ら、改めて経理部や総務部の重要さも感じました。新しい事
業を始める際は最悪を想定しながら動きますし、行動しない
という結論にはならないように最大限の努力をする。中には
上手くいかないこともあるでしょうが、思い悩むことはほと
んどありません。私がそうでなくなったら、理事長の職を辞
すべきでしょう。ひとつ心配事と言えば、うちにはリーダー
が大勢いますが、理事長という貧乏くじは誰も引かない（笑）
。
このクジを何とかして誰かに引かせるのが、私の喫緊の課題
かもしれませんね。あと、人への投資も重要ですね。多少人
件費率が上昇しても、今はもっと人を入れ、研修にももっと
力を入れなければならないと思っています。
―今後の展望はいかがですか。
現在、労働や生活を保障する障害者は1,000名、職員数は
660名を超えました。すなわち私たちの事業は設立時から言
えば、人のためになる力が大きくなったと言えます。しかし、
たとえ組織は大きくなり、安定性は高まったとはいえ、私たち
は数年後を見越した長期計画は作成しません。将来、どんな

困り事や要求が発生するか分からないのに立てられませんよ
ね。それよりも、障害者をはじめ市民の皆さんの切実な要求
や実態を聞けるか、フレキシブルに対応できるかが重要だと
思っています。職員一人ひとりがどんな声も聞き逃さず、そ
れを実現しようと行動してほしい。職員がいろんなアイデア
を持ってきて、みんなで論議して、責任者は誰にしようか
と決めていく流れで事業を展開してきました。その力を一層
高めていきたいと思っています。
―話は変わりますが、板原さんのお子様が視覚障害を乗り
越えて司法試験に合格したと伺いました。子育てで大切
にされていることを教えてください。
幼い頃にできるだけ苦労した方が良いという私の方針で、
娘を東京の筑波大学付属視覚特別支援学校の中学部に入れ
寮生活をさせました。人間は集団の中で発達していくと私
は思っていますので。ただ、娘は親の目がないからと東京
で遊びまくっていたようで、小中高一貫校なのに高等部へ
の進学試験で落ちたんです。でも、落ちたと聞いて私は「し
めた」と思いましたよ。娘は私に似て勉強嫌いで、尻に火
が付かないとやらない子。相当痛い目を見て初めて力を発
揮する子だと分かっていましたからね。これも想定内だっ
たわけですが、しばし反省はしたようですが高等部でもさ
ぼりまくり、大学受験では「勉強し直して来年おいで」と
浪人生活をする始末。司法試験も一度目は不合格。でも
二度目の受験に向けては死にもの狂いで勉強したようで、
それが功を奏したようです。動機がないとスイッチが入ら
ないのは、私と同じですね（笑）
。
―では最後に、後輩の皆さんにメッセージをお願いします。
社会福祉事業に携わろうと思えば、法律や制度を知ると
か技術を学ぶことは大事です。しかし、それ以上にしっか
りとした人間観を持つことが大切だと思います。私は日本
福祉大学でヒューマニズムとそれをどう発揮すればいいの
かを学んだように思います。このような原則的なことをし
っかり学んでほしいと思います。人間のため、一生懸命に
やろうと思えば具体的なあれやこれやの勉強をする意欲が
出てきます。もちろん私もまだまだです。ともに自らの人
権思想を研ぎ澄まし続けてほしいですね。そして、人間を
愛する力を高め続けてほしいですね。私はこの努力が必ず
冥利に尽きる仕事につながると信じています。

◆◆◆◆ お知らせコーナー ◆◆◆◆
いずみ野福祉会は、障害者福祉事業、児童福祉事業など
地域に住む方々のニーズに応えたさまざまな事業を展開して
います。各事業や施設の詳細は、下記URLよりＷＥＢサイ
トをご覧ください。サイトではいずみ野福祉会の事業内容や
最新トピックスなど、多彩な情報を公開しています。
社会福祉法人 いずみ野福祉会 >> http://s-izumino.jp/
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同 窓 会 開 催 の お 知ら せ
北海道

ブロック ブロック・地域同窓会・認定同窓会

会場

内容（講師所属は2019年7月現在のものです）

東北

北海道地域同窓会

2019年9月28日（土） 札幌駅近辺

⃝ガッツリ食ってガッツリ語る意見交換会Ⅵ

北海道地域同窓会

2020年2月29日（土） 札幌駅近辺

⃝総会

⃝新年交流会

岩手県地域同窓会

矢巾町活動交流センター
2019年8月24日（土）
「やはぱーく」

⃝総会

⃝交流会

青森県地域同窓会

2019年8月31日（土） ラ・プラス青い森

⃝講演会
演題：
「子ども・家庭福祉の現状と課題
〜実践的ソーシャルワーカーを育てる〜」
講師：渡邊 忍 先生（社会福祉学部教授）
⃝総会 ⃝懇親会

福島県地域同窓会

2019年9月28日（土） 大江戸温泉物語 湯屋あいづ

山形県地域同窓会

2019年11月16日（土） 山形国際ホテル

神奈川県地域同窓会

2019年8月25日（日） 第2米林ビル

群馬県地域同窓会

2019年8月31日（土）

群馬県社会福祉総合センター／
居酒屋 鳥魚炉

⃝総会

⃝講演会

⃝夕食＆交流会

「社会福祉セミナーin山形」
⃝基調講演 ⃝シンポジウム

※詳細はP13をご覧ください

⃝基調講演

⃝懇親会

「通信教育学生との相談・交流会」
⃝講演＆相談会
演題：
「障害者福祉とソーシャルワーク」
講師：川口 真実 先生（福祉経営学部〈通信教育〉助教）
⃝交流会
⃝講演会
演題：
「職場におけるコミュニケーションがなぜ難しく感じるのか」
講師：本間 萌 先生（福祉経営学部〈通信教育〉助教）
⃝総会＆通信生交流会 ⃝懇親会

関東

山梨県地域同窓会

2019年9月14日（土） 石和温泉郷 ホテルやまなみ

⃝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

東京地域同窓会

2019年9月28日（土） ㈳睦月会 Beステーション凛

北信越

⃝施設見学会

⃝懇親会

東京地域同窓会

国立ハンセン病資料館・
2019年10月12日（土）
国立療養所多磨全生園

⃝施設見学会

⃝懇親会

埼玉県地域同窓会

2019年10月20日（日） 鴻巣市内

⃝コスモス鑑賞

東京地域同窓会

国営昭和記念公園内
2019年10月26日（土）
「バーベキューガーデン」

⃝交流会

神奈川県地域同窓会

福祉保健研修交流センター
2019年11月17日（日）
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

東京地域同窓会

2019年11月30日（土）

主婦会館プラザエフ9階
「スズラン」

⃝講演会
演題：
「精神障がいと社会的孤立」
講師：青木 聖久 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝シンポジウム ⃝懇親会

関東ブロック
地域同窓会

2020年3月28日（土）

主婦会館プラザエフ7階
「カトレア」

⃝卒業を祝う会

富山県地域同窓会

2019年9月21日（土）

富山オフィス／
懇親会：富山駅付近

⃝アートケアとしての臨床美術体験

北信越ブロック
地域同窓会

2020年3月28日（土）

富山オフィス／
懇親会：富山駅付近

⃝卒業祝賀会

東海ブロック・
あすなろ会

2019年8月24日（土） 名古屋キャンパス

名古屋地域同窓会・
愛知県内地域同窓会

2019年9月14日（土） 明治安田生命名古屋ビル

西三河／
碧海地域同窓会

2019年9月21日（土） 碧南海浜水族館

東海

瀬戸・尾張旭・
長久手地域同窓会

2019年10月27日（日） パルティせと

静岡県地域同窓会

2019年10月27日（日）

中島屋グランドホテル2階ローズ／
JR静岡駅付近

⃝市内見学

⃝総会

⃝懇親会

⃝交流会

「東海4県 第4回教職員の集い」
⃝講演会
演題：
「今求められる学力と主体的・対話的な学びの創造」
講師：山本 敏郎 先生（子ども発達学部長・教授）
⃝実践報告 ⃝交流会
⃝通信スクーリング公開講義
⃝名刺交換会（通信教育部学生との交流会）
「碧南の集い」
⃝講話 ⃝水族館見学

⃝総会

⃝懇親会

⃝文化講演会
演題：
「高齢者が安心して暮らせる地域にするために
〜市民の役割と課題〜」
講師：小松 理佐子 先生（社会福祉学部長・教授）
⃝総会 ⃝交流会
⃝交流会

⃝食事会（大学セミナー同時開催）

2019年11月2日（土） 美浜キャンパス

⃝福祉大学祭 フリー企画参加

西尾張地域同窓会

2019年11月9日（土） 美浜キャンパス・東海キャンパス

⃝美浜・東海キャンパス見学会

三重県地域同窓会

2019年11月30日（土） ホテルグリーンパーク津

⃝同窓会総会・交流会

北尾張地域同窓会

2019年11月30日（土） 春日井市内

⃝総会

2020年3月28日（土） 鶴舞公園

⃝懇親会

⃝懇親会

名古屋地域同窓会

名古屋地域同窓会

⃝懇親会（大学セミナー同時開催）

⃝つどい

⃝お花見会（卒業を祝う会）

近畿

奈良県地域同窓会

2019年9月7日（土）

SPSラボ若年認知症
サポートセンター きずなや

大阪地域同窓会

2019年9月7日（土）

岸和田市立
福祉総合センター研修室

⃝泉州地域における大規模災害の「備え」を考えるセミナー
⃝懇親会

和歌山県子ども・女性・障害者
相談センター多目的ホール他

⃝公開講演会
演題：
「全世代型社会保障制度について」
講師：調整中
⃝総会 ⃝交流会

和歌山県地域同窓会
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開催日

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。

日本福祉大学同窓会会報 123号

2019年10月5日（土）

⃝奈良きずなやBBQ交流会

ブロック ブロック・地域同窓会・認定同窓会

開催日

会場

近畿

大阪地域同窓会

2019年10月19日（土） 未定

滋賀県地域同窓会

2019年10月27日（日）

兵庫県地域同窓会

2019年11月30日（土） 兵庫勤労市民センター

内容（講師所属は2019年7月現在のものです）

⃝Tea Time交流会

キリンビール工場／
高取山ふれあい公園

⃝ビール工場見学

⃝バーベキュー交流会

⃝ゆるつな日福ひょうご

中国

奈良県地域同窓会

2020年2月1日（土）

ホテル リガーレ春日野

⃝総会
⃝講演会
演題：
「ソーシャルワークの視点から意思決定支援を考える
〜司法とのチームで支える〜」
講師：田中 千枝子 先生（社会福祉学部教授）
⃝懇親会

兵庫県地域同窓会

2020年2月8日（土）

姫路市内

⃝播磨ブロック交流会

山口県地域同窓会

2019年8月25日（日）

周南市シビックプラット
ホーム

⃝講演会
演題：
「日本は元気を取り戻しつつある（か）」
講師：雨森 孝悦 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝総会 ⃝茶話会

岡山第1セントラルビル内
会議室他

⃝総会
⃝講演会
演題：
「大規模災害時におけるボランティアの役割と課題
〜災害ソーシャルワークとは〜」
講師：山本 克彦 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝懇親会

岡山県地域同窓会

2019年9月28日（土）

広島県地域同窓会

2019年10月6日（日） 野の葡萄

⃝懇親会（大学セミナー同時開催）

島根県地域同窓会

2019年10月26日（土） 未定

⃝総会
⃝講演会
演題：
「未定」
講師：児玉 善郎 先生（日本福祉大学学長）
⃝懇親会

広島県地域同窓会

2019年10月27日（日） 尾道市内

⃝尾道散策

四国
九州・沖縄

岡山県地域同窓会

2019年11月9日（土） 庄や 岡山西口店

⃝通信スクーリング公開講議

岡山県地域同窓会

2019年11月23日（土・祝） 岡山武道館

⃝卓球プロリーグ岡山リベッツ観戦

広島県地域同窓会

2020年1月18日（土） 鳥小屋

⃝県北の集い

香川県地域同窓会

香川県社会福祉総合センター
7階第2中会議室／
2019年8月24日（土）
STEAK×WINE
肉バルLIMIT DISH

⃝講演会
演題：
「障がいのある人の地域での暮らしを支える
〜合理的配慮の提供、支援技術など〜」
講師：綿 祐二 先生（福祉経営学部〈通信教育〉学部長・教授）
⃝総会 ⃝懇親会

福岡県地域同窓会

2019年9月29日（日） 福岡市内

⃝総会

福岡県地域同窓会

2020年2月9日（日）

⃝学習会

⃝通信生・同窓生合同懇親会

⃝交流会

⃝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）
⃝情報交換会 ⃝交流会

北九州市内（予定）

認定同窓会

九州・沖縄ブロック
地域同窓会

2020年3月28日（土） 福岡オフィス他

⃝卒業お祝い記念大交流会in九州

1992年度卒
二木ゼミ同窓会

2019年9月14日（土） 気晴亭

⃝交流会

Five Flags同窓会

2019年9月22日（日）
旅館「はしもと」
（南知多町）
・23日（月・祝）

⃝交流会

昭和37年度卒業
社会福祉学部Ⅰ部
同期会

2019年10月9日（水）
漣 鳥羽店
・10日（木）

⃝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。皆さまのご参加をお待ちしています。

2019年度 日本福祉大学セミナー・講演会のご案内（後半期）
※開催日1ケ月前に同窓会または後援会ＨＰにて、概要、申込み方法をご案内いたします。
開催日

開催地

会場

文化講演会

同窓会情報

9月7日（土）

東京都

フクラシア
東京ステーション

演題：
「認知症の人と家族の語りから学ぶ認知症ケア」
講師：中島 民恵子 先生

9月14日（土）

福岡県

アクロス福岡

演題：
「ダウン症の娘（こ）と共に生きて ～翔子との30年間のあゆみ～」
講師：金澤 泰子 先生 揮毫：金澤 翔子 先生

10月6日（日）

広島県

リーガロイヤル
ホテル広島

同窓会開催
演題：
「備えあれば憂いなし
講演会のなかで、
同窓生の
～災害時の実体験報告を通じて保健的視点で互いに学びあう～」
方々からの報告も予定し
講師：宮腰 由紀子 先生
ています。

10月27日（日） 静岡県

中島屋
グランドホテル

演題：
「青年期における発達障害児の理解とこれからのために
～高校年代に必要なもの～」
講師：堀 美和子 先生

同窓会交流会・食事会

11月16日（土） 山形県

山形国際ホテル

演題：
「新時代における地域共生社会への取り組み
〜やまがた愛・ずっと山形さいでえ〜」
講師：原田 正樹 先生 小松 理佐子 先生 藤森 克彦 先生

本誌P.13をご参照ください

11月30日（土） 三重県

ホテル
グリーンパーク津

演題：
「ひとりで生きる、
みんなで活きる～友だち近居11年のいま～」
同窓会総会・交流会
講師：川名 紀美 先生
NIHON FUKUSHI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NEWS No.123
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参加申込先・
申込方法
13

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

または、
「11/16セミナー希望、お名前（フリガナ）、勤務先、連絡先電話・FAX（自宅/職場）、懇親会参加の有無（懇親会費4,000円）、
希望する配慮内容（内容によっては、
ご希望に沿いかねる場合がございます。
）
、
日本福祉大学同窓生の方はその旨」
を明記しFAXで
お申し込みください（日本福祉大学教育文化事業係 FAX：052-242-3046 TEL：052-242-3045 Mail：nfu-sa@ml.n-fukushi.ac.jp）
参加申込締切：
2019年10月31日
（木）

お問い合わせ先：日本福祉大学 東北地域ブロックセンター 山形最上オフィス
TEL：0233-43-9232 FAX：0233-43-2265 Mail：yamagatabc@ml.n-fukushi.ac.jp

第8回

女性交流サロンのご案内

男性・在学 生
の方も大 歓迎 !

ワイナリー見学＆ランチ会

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支援のもとで働きながら生活し、多治見修道院の畑を借りて、葡萄の
栽培からワイン、ジュースの製造・販売までを行っています。中京テレビで、
「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。
皆さまお誘い合わせの上、是非ご参加ください。

開 催 日： 2 019 年
会
集

ス
ぶどうジュー
&コーヒー
由
お 替わり自

グラスワイン
500円（※ 別料 金）

11月16日（土）

場：小牧ワイナリー（小牧市大字野口字大洞2325-2 ／ TEL：0568-79-3001）
合：①電車の場合→11時／ JR高蔵寺駅前集合 ※15時解散予定
会場まで施設マイクロバスの送迎あり（マイクロバス定員：22名）

②自家用車の場合→11時40分／現地集合（施設駐車場利用台数：10台まで）
定
員：40名 ※先着順
参 加 費：同窓生・在学生… 500円 その他… 1,500円
申込期日：9月30日（月）
申込方法：右のQRコードよりアクセスし、必要事項を入力して送信いただくか、
次の項目をFAX ／メール／ TELにて同窓会事務局までお知らせください。
・氏名 ・連絡先 ・同窓会IDまたは学籍番号 ・集合方法：①または② ・お申し込みご本人と同伴者全員の氏名
（注1）グループでご参加の場合は、ご本人と同伴者全員の氏名を明記の上、※必ず、お一人様ずつでお申し込みください。
（注2）飲酒される方はマイクロバスをご利用ください。

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

日本福祉大学大学院 社会福祉学専攻（通信課程）

第13回総会及び大学院・同窓会合同企画開催のお知らせ
今年度の総会を次のように開催いたします。今回は会則改正の実
施も検討しておりますので、特段に、会員の皆さまの積極的なご
参加を切望しております。改めて正式なご案内をお送りいたしま
すが、同窓会再編の機会となりますので積極的なご出席をいただ
けますようお願いいたします。
日時：2019 年 8月 31日（土） 12 時 20 分～ 13 時 25 分
場所：日本福祉大学 名古屋キャンパス

また、総会後には恒例となっております大学院・同窓会合同企画
の開催を今年度も予定いたします。この度のテーマは「社会福祉
とは何かー歴史、人権、共生、運動性の視点から問う」客員教授
の永岡正己先生にお越しいただいて講演の後、これを受けたテー
マでデスカッションを実施し、修了生と在院生との交流を深め、
今後の皆さまの研究の参考に資する会となる事を願って開催いた
します。皆さまの積極的なご参加をお待ちしています。
社会福祉学専攻
（通信課程）
同窓会 会長 高柳 雅仁

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
（ 2018年度 88,891,868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・生徒の皆さまを迎えるため、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。
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。
寄付金の応募は任意であり、本学では入学前の寄付金の
募集はおこなっておりません

募集概要
1 募集期間

4月1日から3月31日まで
（毎年度）

2 募集金額 一口1万円上
3 寄付金使途

※一口以上何口でも結構です。

下記の6 項目からお選びいただけます。

A. 教育・研究へ B. キャンパス整備へ C. 経済的支援へ
D. スポーツ・文化・サークル活動へ E.ボランティア活動へ F. 周年事業へ

4 個人情報の取扱い

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。

申込方法

2種類の方法によりご寄付をいただけます。

1

振込用紙

2

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）

< 一括払込のみ >

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。

< 一括払込または分割払込 >
下記 URL にアクセスし、お申込みください。

▶ htt ps://kifu.f-regi.com/contribute/nihonhukushi/
寄付金に関するお申込みおよびお問い合わせ先

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

ホームページ：https://www.n-fukushi.ac.jp/about/bokin/index.html
MAIL：keiri@ml.n-fukushi.ac.jp
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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。

静岡県地域同窓会
「生涯、住みよい地域で学び続ける」
静岡県 は、現 在 3,200 名 の 同窓 会員 が 所 属し、
地方同窓会としては大所帯ですが、地理的には東西
に長く延び、東は首都圏、西は中京圏との結びつきが
強く、まとまりにくい地域でもあります。
（それでも、2000
年と2016年には全県同窓生一体となって大規模同
窓会とセミナーを成功させております。）
日頃の同窓会
活動は総会や福祉セミナー等の全体企画の他、県内
４ブロックの支部を設けて独自の活動を行っています。
最近の活動では、
ＬＧＢＴやアスペルガーの特性をもつ
当事者の方をお招きして当事者理解の勉強会、地域
で活躍している同窓生によるミニ講演会、子ども食堂
現場での懇親会等、各地域で得意な分野を活かした
活動を実践しています。しかし、あまり専門的な分野
に拘りすぎ、参加するハードルが高くならないように、
誰でも参加しやすい内容で楽しく交流することを第一
に、食べる・飲む事も楽しめる企画をしています。また、

セミナー交流会の様子、日本福祉大の歌を歌いました

ＳＮＳ等で広報活動することにより、暮らす地域に縛ら
れる事なく他地域の同窓生も興味があれば自由に参
加できるようにすすめています。これにより通信教育部
同窓生の参加が近年増加しています。今後の課題は、
福祉現場ではない、一般企業や様々な事業で活躍さ
れている同窓生の皆さまとのネットワークを地域で構築
し、
もっと「ふくし」の実践をすすめていくこと。そして、
現役学生から若い同窓生、そして定年退職された
諸先輩たちも積極的に参加できる「生涯学び続ける
同窓会」を地域ですすめていきたいと思っています。
静岡県では昔から「やらまいか」を合い言葉に、失敗
してもいいから、とにかくチャレンジする精神を大切に
しています。静岡県地域同窓会は特別インセンティブ
な実践はないですが、気軽に楽しく参加できるような
企画を今後もすすめていきたいと思います。同窓会
通信やホームページ、メーリングリストを通じてご案内
していきますので今後ともご参加お待ちしています。

障がい児者基幹相談の勉強会

（文責：三田 忠男）

子ども食堂での交流会

次回は長野県地域同窓会です。

おめでとう
ございます

瑞宝小綬章 （ 2019 年 5月）
西山 和夫さん （1972 年社会福祉学部卒）
［学校法人筑紫女学園常務理事、元福岡県立美術館長、元福岡県教育庁理事］

楽天市場で日本福祉大学オリジナルグッズが
買えるようになりました！
全国24時間 簡単注文！
さらに楽天ポイントが貯まる・使える
ネットショップ
はこちら▼
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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。
今年は2016年10月に選任された第4期経済学部同窓会役員の3年任期の最終年でもあります。11月16日に予定されている講演会（下記）
に併せて、経済学部同窓会総会を開催し役員の改選を行います。振り返ってみて、過去3年間の活動が、同窓生の皆さまの期待に
沿えるものとなっていたでしょうか。総会開催以降は、新しい役員体制での活動となります。
今後ともご支援の程、宜しくお願いいたします。
S TAG E

経済学部同窓会 会長

仲原 幹夫

1

第４期同窓会役員任期での主な活動
● 2016年11月19日
（土） セミナー＆懇親会（東京にて開催）
テーマ：
「第３回首都圏経済経営系プレゼンテーション交流会」
● 2016年11月26日
（土） 経済学部開設４０周年記念事業
講 演：
「経営者に学ぶ社会を生き抜く力」
講 師：大和ハウス工業㈱代表取締役会長兼ＣＥＯ 樋口 武男 氏
● 2017年2月4日
（土） セミナー＆名刺交換懇親会
テーマ：
「人材育成の現場から」
講 師：ウェスティンナゴヤキャッスル 総務部人材育成課長 杉浦 敏代 氏

● 2018年11月17日
（土） 経済学部同窓生の集い
講 演：
「地域を見据え、世界で活躍するために」
講 師：愛知製鋼㈱元取締役会長 安川 彰𠮷  氏
● 2019年2月2日
（土） セミナー＆名刺交換懇親会
テーマ：
「Ｉ
ＰＯ（新規株式公開）に魅せられて」
講 師：㈱システムリサーチ執行役員 鳥居 文孝 氏

● 2017年9月23日
（土） 東京地域同窓会との共催事業
テーマ：
「金澤翔子書展鑑賞会」
● 2017年11月25日
（日） 経済学部同窓生の集い
テーマ：
「中部経済新聞オープンカレッジ記事の深堀解説」
講 師：日本福祉大学経済学部長 曲田 浩和 氏
● 2018年2月3日
（土） セミナー＆名刺交換懇親会
テーマ：
「教育こそが未来を作る」
講 師：ＮＰＯ法人ＹＯＵ＆ＭＥファミリー代表理事 玉木 由美 氏
● 2018年10月13日
（土） 経済セミナーｉ
ｎ浜松（静岡地域同窓会との共催）
テーマ：
「リハビリテーションロボット “Ｏｖｅ
ｒｖ
ｉ
ｅｗ”」
講 師：東名ブレース㈱代表取締役 奥村 庄次 氏

S TAG E

2

今後の活動
● 2019年11月16日
（土） 経済学部同窓生の集い
場
所：日本福祉大学東海キャンパス（名鉄太田川駅から徒歩5分）※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
プログラム：第1部：13時30分～14時30分
		
業界研究セミナー講演会 「 激変する時代を生き抜くために（仮）
」
		
講師：トヨタホーム株式会社顧問、日本福祉大学学園顧問、元愛知県公立大学法人理事長 清水 哲太 氏
		
第2部：14時40分～16時00分
		
経済学部特別講義「産業連関と経済学」 講師：西村 一彦 教授
		
第3部：16時15分～16時45分 経済学部同窓会総会
※第1部および第4部は在学生対象の就職活動イベント
		
第4部：17時00分～
懇親会（参加費2,000円程度）
「業界研究セミナー」と共催で開催いたします。
申込方法：10月以降に日本福祉大学同窓会ホームページよりお申込みください。
お問い合わせ先：日本福祉大学同窓会事務局
S TAG E

3

経済学部同窓会役員候補の立候補・推薦について
2019年度経済学部同窓会総会にて役員改選を行います。
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5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4期経済学部同窓会役員にご連絡ください。
NIHON FUKUSHI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NEWS No.123
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情報交流
入 学 者ご 推 薦 の お 礼
2019年3月、第15期生1,571名が通信教育部をご卒業されま

薦いただいた方には些少ながら常滑焼をお送

した。第1期〜第14期の卒業生19,106名と合わせて、これまでに

りさせていただきましたので、ぜひご使用いた

20,677名もの方が本課程を卒業され、全国で活躍されています。

だければ幸いです。

通信教育部は、今年で開設18周年を迎え、今年度は2,570名

現在、通信教育部では全国で約7,400名もの

（正科生）の方にご出願いただき、入学者は正科生・科目等履

在学生が、それぞれの目標に向かって学習に取

修生等を合わせて2,500名を越える人数となりました。幼保特例

り組んでおられます。今後も教職員一同、更なる教育の充実に

制度対応プログラムにおいても1,300名を超える方々に出願いた

向けて励む所存です。引き続き、本学ネットワークの発展のため、

だき、通信教育を活用した学習課程への入学者数の合計は約

一層のお力添えをいただきますようお願い申

4,000名となりました。そのうち、皆さまのお力添えによる同

し上げます。

窓生推薦制度により、357名の方々が入学され、同窓生ご本人様
にも175名の方に入学いただきました。
ご推薦をしていただいた同窓生の皆さまにおかれましては、
誠に有難うございました。あらためて御礼申し上げます。ご推

福祉経営学部長

綿 祐二

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

入学選考料
入学金
入学金・継続料

推薦条件に
ついて

正科生
科目等履修生
特修生

10,000円

正科生

30,000円

科目等履修生
特修生

10,000円

本学園
同窓会員の方
大学・短大・
専門学校・高校

無

料

ー

日本福祉大学に
1年以上在籍した方

または本学通信教育部科目等
履修生・特修生に在籍していた方

無

日本福祉大学
同窓会員の
推薦※を受けた方

（在学生からの推薦を含む）

料

ー

無

料

半

額

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

今年度も社会福祉士、精神保健福祉士ともに国家試験合格者数が全国大学第一位！
福祉経営学部（通信教育）では、毎年1,000名を超える学生

今後も、私たち教職員一同は、本学部が

が社会福祉士・精神保健福祉士を目指しています。通信教育の

豊かな人間性の形成や専門職養成の場として

特性から、学生が自ら計画的に学習に取り組むことが何より大

の魅力が更に高まるよう、より一層精進して

切であり、私たち教職員一同は約7,400名の学生の在宅学習を

いく所存です。

しっかりとサポートしています。お陰様で、日本福祉大学で学ん
で本当に良かったという高い評価を得ています。
教育成果の中で最も見えやすい指標としては国家試験の結果

福祉経営学部（通信教育）教授

李忻

があります。2019年2月に実施された国家試験では、本学部は
837名（既卒者含／社会福祉士743名、精神保健福祉士94名）
の合格者を輩出しました。社会福祉士国家試験における新卒者
の合格率においては60.1％と全国平均（29.9％）を大きく上回り
ました。精神保健福祉士国家試験は、全国の通信制大学で新
卒合格者数が全国1位となりました。
勿論資格取得は大学教育の全てではありません。しかし、社
会福祉士・精神保健福祉士国家試験合格者数日本一ということ
は、本学の通信教育は、ソーシャルワークの専門職を目指す人々
の学習ニーズにしっかりと応えていることの証であります。
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≪2018年度

社会福祉士国家試験

結果≫

合格者数743名 既卒249名）
【11年連続全国大学第1位】
（新卒494名、

新卒者合格率60.1％（全国平均29.9%）
≪2018年度

合格者数94名

精神保健福祉士国家試験

（新卒82名、
既卒12名）

結果≫

【9年連続全国大学第1位】

新卒者合格率86.3％（全国平均62.7%）

新卒合格率が本学最高記録更新！
※厚生労働省発表資料より

通 信 教 育 部 生と同 窓 生 の 交 流
開催日●2019年3月23日（土）
会 場●主婦会館プラザエフ7階「カトレア」
（千代田区）
参加者●123名

通算8回目となる「卒業を祝う会 in 関東」が行われました。今年は全
体で123名（新卒業生57名、同窓生・在学生57名、教職員7名、一般2名）
の方の参加をいただき、卒業の門出をみんなでお祝いすることができまし
た。恒例になっている新卒業生の方の1分間全力メッセージでは実習の体
験談や国家試験合格の喜び、勉強の大変さなど一人ひとりの言葉が感動
的で素敵な時間を皆さまと共有でき、懇親会でも歌やゲームで盛り上がり
ました。実行委員一同、また来年はもっとたくさんの方に参加していただ
けるように頑張っていきます。
（文責 長久保 妙子）

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

近畿ブロック地域同窓会「卒業お祝い式＆交流会 in 関西 2019」
開催日●2019年3月23日（土）
会 場●梅田スカイビル タワーイースト36階 スカイルーム1・2（大阪市）
参加者●95名

近畿ブロックによる卒業お祝い式＆交流会、梅田スカイビルで開催でき
たのも「つながり」を実践できたからでしょうか！おかげさまで全エリアか
ら卒業生や同窓生が集いました。感謝、感謝です。
式典では当時を思い出してもらい泣きをしそうになる場面も…。懇親会で
は先生方を巻き込んでクイズを出題し、先生と学生という垣根を越えた交
流ができたと思います。参加された方々から喜びとお礼の声をかけていた
だきました。
次 回 はどん な
イベントにしよう
か、今から楽しみ
です。

（文責
重田 倫江）

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

四国ブロック地域同窓会「卒業を祝う会 四国ブロック交流会」
開催日●2019年3月30日（土）
会 場●にぎたつ会館（松山市）
参加者●21名

四国ブロックの
「卒業を祝う会」を、
11時30分より道後の
「にぎたつ会館」
で開催しました。四国ブロックの主催は今年度で2回目です。参加者の内
訳は、在学生2名（愛媛・高知）
、卒業生3名（愛媛）と愛媛県地域同窓会
の同窓生13名で、香川県からは会長さん、大学からはお二人が参加しまし
た。明星先生から学位記をお手渡しいただき、お祝いの言葉などを聞く卒
業生の嬉しそうな顔を見ていると、開催してよかったなと思いました。夕方
6時からは追いうちの懇親会。忙しい一日でしたが仲間意識を感じた一日
でもありました。
（文責 水野 喜代志）

少し緊張気味の「卒業を祝う会」参加の皆さん

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

関東ブロック地域同窓会「卒業を祝う会 in 関東」

北信越ブロック地域同窓会「卒業祝賀会＆交流会・懇親会」
開催日●2019年3月23日（土）
会 場●富山オフィス／Cafe＆bar Y's（富山市）
参加者●22名

北信越ブロックの卒業祝賀会と懇親会を開催しました。
第1部は通信教育部卒業祝賀・交流会。木 村隆夫先生にご出席い
ただき、4名の新卒生に学位記を手渡していただき、お祝いの言葉を
いただきました。続いて同窓生から体験談の発表。その後は、むつみの
里であい工房さんのクッキーを食べながら、話に花を咲かせました。
第2部は、場所を移して、通学・通信合同の懇親会。20代から70代
まで幅広く参加していただき、新しい出会いあり、久しぶりの笑顔あり
の楽しい時間でした。
今回は初めて富山、
石川、福井、新潟、
長野全県からの参加
があり、嬉しい限り
です。
（文責 田森 万理恵）

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

中国ブロック地域同窓会「卒業お祝い記念 中国ブロック交流会」
開催日●2019年3月23日（土）
会 場●岡山オフィス／鶏と魚の旨い店次元（岡山市）
参加者●25名

中国ブロックの「卒業お祝い記念 中国ブロック交流会」を開催いたしま
した。
14時30分に開会し、ブロック理事と各県代表の方がお祝いのメッセージ
を述べられた後、来賓としてご出席いただいた明星先生よりご祝辞をいた
だきました。
続いて、明星先生から出席した5名の卒業生に学位記をお手渡しいただ
き、受け取った卒業生から一言ずつ感想を述べてもらいました。
「先生方の
ご指導は厳しかったが、愛が溢れており最後まで続けることができた」
「仕
事をしながらで大変だったけど、今日の日が迎えられてとても嬉しい」など
の感想をもらいました。
夕方からは、先生方と同窓
会役員、卒業生で懇親会を
開催し、卒業生から「同窓会
の皆さまからいろんな情報が
聞けてとても有意義だった。
来年もこの会に参加したい」
などの意見があり、夜遅くま
で盛り上がりました。

（文責 郷原 悌二）
▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼

九州・沖縄ブロック地域同窓会「卒業お祝い記念式＆交流会 in 九州」
開催日●2019年3月24日（日）
会 場●福岡オフィス／ピエトロセントラーレ本店（福岡市）
参加者●27名

九州・沖縄ブロックでは、平成最後で第9回となる「卒業お祝い記念大
交流会 in 九州」を福岡オフィスで開催しました。晴れやかな表情の新
卒業生21名が九州・沖縄の各地から参加。明星先生から一人ひとりに
学位記をお手渡しいただき、最後に参加者全員から笑いあり涙ありの
物語を語っていただきました。
また、ここ数年、この会に参加した仲間で認定同窓会が組織されて
います。7月にはこの
認定同窓会と福岡地
域同窓会による「第1
回新入学お祝い交流
会」を開催しました。

（文責 境 寛）
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同窓 会 開 催 報 告
開催日●2019年3月23日（土）
岩手県地域同窓会
会 場●やはぱーく（矢巾町）
「岩手の会員交流と通信生への激励」 参加者●9名

宮城県地域同窓会

桜前線が迫る本県にて、会員6名と通信教育部在学生1名に加えて
最上オフィスからの参加もあり、会員交流会「物好き者の集い」が開
催されました。参加した通信教育部在学生へ実習についての激励もあ
り、会員間で心温まる交流の機会となりました。
会の終了後は、居酒屋に移り、熱く語り合い、懇親を深めました。


（文責

鹿野 俊彦）

前期入学試験に合わせての総会兼新春懇親会は、宮城県地域同窓会
の恒例行事となっています。今年は母校の健康科学部事務長の石田さ
んをはじめ、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は今野理事に参加いただきました。ま
た現役の通信教育部在学生の出席もあり、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。
（文責 菅田 賢治）

開催日●2019年2月16日（土）
茨城県地域同窓会
会 場●茨城県県南生涯学習センター（土浦市） 栃木県地域同窓会
「通信教育学生との交流会」 参加者●18名

茨城県地域同窓会の新企画として交流会事業を実施しました。予想
を上回る参加者を得て、活発な意見交換が行われ、設定した時間が短
く感じられる程でした。話し足りない状況だったためか、その後の懇
親会へも15名の方にご参加いただき、引き続き活発な情報交換がな
されていました。地域の中で、共に学び合う仲間を結びつける役割が
担えたと感じ、同窓会のニーズが一つ明らかとなった一日となりまし
た。次年度も継続していきたいと思います。
（文責 谷田部 浩美）

演

千葉県地域同窓会

東京地域同窓会
施設部会

演
講

開催日●2019年5月19日（日）
会 場●バーディーホテル千葉（千葉市）
参加者●43名

題：「親や子も幸せを感じられるように〜子どもの発達を理解して〜」
師：近藤 直子 先生
千葉県地域同窓会の集いは講演・総会・懇親会の3部制とし、講演
では多くの参加者が近藤先生の講
話にうなずきながら聞き入ってい
ました。また飛び入りで同窓生の
山谷さんに弾き語りで新曲を披露
してもらいました。総会では提案
した全ての議案を満場一致で承認
していただき、懇親会は同窓生同
士のほか近藤先生や
東京サテライトの先
生方との交流で盛り
上がりました。
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（文責

小島 恒次）
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開催日●2019年2月2日（土）
会 場●居酒屋てなんご（仙台市）
参加者●14名

開催日●2019年2月16日（土）
会 場●ホテルニューイタヤ（宇都宮市）
参加者●33名

題：
「社会福祉法人の災害時の被災者支援の役割とは
〜災害ソーシャルワークの視点から〜」
講 師：山本 克彦 先生
講演会は母校の山本克彦先生を講師としてお招きして実施しまし
た。同窓生と一般の方を合わせて33名の参加がありました。
交流会では懐かしい思い出話や近況報告、名刺交換等で「輪」が広
がりました。例年2月に宇都宮市内で開催しています。今回参加でき
なかった方、お待ちしております。
（文責 金坂 尚慶）

開催日●2019年2月23日（土）
会 場●（社）武蔵野会「八王子生活実習所」／
「さかなや道場」（八王子市）
参加者●15名

施設部会主催の八王子生活実習所見学会は今回が初めて。東京、神
奈川、埼玉から15人が参加しました。施設は玄関が広く開放的で、
障害、疾病などを考慮し4つの部屋に別れ、部屋ごとに利用者の写真
や作品が飾られ工夫されていました。担当者のレクチャーでは、社会
福祉士、
母親、
地域住民の三つの立場からたくさんの事例が紹介され、
様々な視点をもって運営されていることが分かりました。参加者から
「とても分かり
やすく、もっと
福祉の仲間に見
せてあげて欲し
い」
、
「是非また
企画して欲し
い」と強い要望
がありました。
（文責


長久保 妙子）

同窓 会 開 催 報 告
2019年4月20日（土）
神奈川県＆東京地域同窓会 開催日●
会 場●神奈川県立七沢森林公園（厚木市）
参加者●
25名
「森林セラピー＆ミニ講演」

演
講

題：
「木と森と私と」
師：雨森 孝悦 先生
今年も、恒例の「森林セラピー」を行いました。神奈川・東京・埼
玉・千葉さらに兵庫から総勢25名の参加。お天気にも恵まれ、緑豊
かな七沢の森を、さわやかな春を体験しながら歩きました。豊かな自
然の中で、緑の森のパワーをタップリと浴びて、身も心もリフレッシュ
することができました。通信教育部の雨森孝悦教授に紹介されて始
まった森林セラピーも今年で10回目。今回は第10回を記念してセラ
ピー終了後に森の民話館をお借りして、雨森先生の「木と森と私と」
と題したミニ講演会を行いました。
（文責 杉田 哲也）

神奈川県地域同窓会
演
講

題：
「災害時の安心を支える居住福祉のまちづくり」
師：児玉 善郎 先生
公開セミナー・定例総会を開催しました。公開セミナーでは児玉学
長にご講演いただき、92名の参加となりました。
アンケートで「卒業し
てからもこのように学べ
る機会をありがとうござ
います」というご意見が
複数あり、同窓会として
大変うれしく思います。
もちろん懇親会もそし
て二次会の会場も夜が更
けるまで盛り上がりまし
た。
どこの地域の方でも、
在学生、卒業生問わず参
加をお待ちしております。


長野県地域同窓会

開催日●2019年3月9日（土）
会 場●塩尻市市民交流センターえんぱーく
（塩尻市）
参加者●50名

今年で9年目となる同窓生による実践発表では卒業して間もない同
窓生の報告が多く、特徴的だったのは福祉分野での活躍を目指す学生
へ向けたメッセージも含
めて報告があったことで
す。最後のセクションに
初の試みとして学生と同
窓生との意見交換会を開
いて、学生が実習報告で
は報告しきれなかった思
いを共有するという機会
を作りました。準備段階
で学生とのつながりを作
る機会になればと企画し
ましたが、良い結果につ
ながったと感じています。


（文責

演

開催日●2019年5月12日(日)
会 場●クーポール会館（静岡市）
参加者●84名

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
講演会では精神疾患をもつ人たちの生き方について、現代社会では
誰もが当事者になる可能性があることを事件や事例を挙げてお話しい
ただきました。私たち福祉に従事する立場の者は、限られた制度の中
で、どうにか折り合いをつけるのが仕事ではなく、社会生活の中で不
安を受け止め、共に悩み、寄り添うこと。日常の中のそうした隙間を
少しずつ埋めていくことで社会との関係性を広げていくこと。人とし
て当たり前の事を
改めて考える時間
となりました。講
演・総会の後は交
流会。皆さま楽し
く食べながら情報
交換して、親睦を
深めました。
（文責

（文責

齋木 よしみ）

静岡県地域同窓会
中部支部

開催日●2019年2月3日（日）
会 場●シズウエル（静岡市）
参加者●16名

静岡県地域同窓会の組織力強化を目的として、中部地区メンバーの
近況報告と交流を目的に実施しました。合わせて、メンバーの福祉力
の向上を目的に、今年度も当事者シリーズ「アスペルガーの方をお招
きして座談会」をテーマに勉強会を実施しました。講師の方は19歳
の男子学生。ざっくばらんに人間関係、ゲーム、日常生活のお話をう
かがいました。社会の中で特別な人と捉えるのではなく、同じ視線で
個人と向き合い、関係性を作る大切さを感じました。（文責 藤元 聖一）

丸山 健太）

静岡県地域同窓会



開催日●2019年5月11日（土）
会 場●福祉保健研修交流センター ウィリング横浜（横浜市）
参加者●92名

開催日●2019年5月25日（土）
静岡県地域同窓会
会 場●日本海庄や（浜松市）
「西部／中東遠地区交流会」 参加者●21名

はじめに浜松市障がい者基幹相談支援センターの松井亮さんのミニ
セミナー。障がい児者の地域サポートについて、法人や企業・行政・
医療・教育の壁を越えてネットワークをつくる浜松市の現状を報告し
ていただきました。参加者は障がい者施設、
高齢者施設、児童相談所、
社会福祉協議会、幼稚園の先生、民間企業、そして通信教育部在学生
の皆さま。様々な立場で地域づくりについて考えていただいたようで
す。このような多様性のある中から新しい地域づくりが始まると良い
と思いまし
た。勉強会の
後はお楽しみ
の交流会。旨
い料理を食べ
ながら親睦を
深めることが
できました。
（文責

古橋 誠）

三田 忠男）
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同窓 会 開 催 報 告
開催日●2019年5月11日（土）
三重県地域同窓会
会 場●賛急屋（名張市）
「伊賀地域ブロック交流会」参加者●23名

同窓生の方に気軽にお集まりいただき、昼食を食べながらいろいろ
と話し合って交流を深めていただこうということで、今回は「伊賀地
域ブロック交流会」を名張市の賛急屋にて開催しました。伊賀地域の
みならず、遠方の他の地域からも参加をしていただき、バイオリンや
トランペットの生演奏もある楽しい交流会になったのではないかと思
います。今後も同窓生の方に気軽に参加していただける場を設けてい
きたいと考えています。
（文責 中川 豊）

滋賀県地域同窓会
演

題：「人間が発達するということはどういうことか
〜そのための基盤としての生活の問題と運動の取り組みについて〜」
講 師：近藤 直子 先生
今年度の総会では、
“元気の出るお話を聞こう”と近藤直子先生を
お招きしました。今回はゼミ生だった方の参加も多く（県外からも）
開会前から直子節炸裂⁉そして、ゼミ生の方の手に直子先生からの直
筆ハガキが。卒業しても恩師や仲間たちと繋がっている福祉大のすば
らしさを改めて
実感しました。
勿論、直子先生
の講演に笑いと
元気と感銘をい
ただき、ねらい
通りの総会とな
りました。
（文責


京都地域同窓会

開催日●2019年3月30日（土）
会 場●ホテルセントノーム京都（京都市）
参加者●27名

演
講

開催日●2019年6月2日（日）
会 場●コラボしが21（大津市）
参加者●43名

嶋村 久美子）

大阪地域同窓会
Tea Time 交流会〜第８弾〜

開催日●2018年10月20日（土）
会 場●Cafe Aggre（大阪市）
参加者●23名

題：
「私たちの暮らしと『ふくし』のこれからのために」
師：木戸 利秋 先生
大学院時代に英国に留学されたご経験もある木戸先生から、
「英国
における社会保障の普遍主義（universalism）の揺らぎ」を導入に、
英国での社会保障制度の後退、委託化
の推進、普遍主義を支えていた国民の
連帯感の弱まりなど、国民が貧困状態
になっても労働党の票が伸びない背景
を踏まえた上で、日本の「地域共生社
会」
論について教えていただきました。
また、フィールドにされている佐渡
地域の実践報告もしていただき、佐渡
の文化的な取り組みの中から、地域に
根付いた取り組みが重要であること、
役割や伝統芸能の大切さに気付かされ
ました。地域共生社会と公的責任につ
いて改めて考えるきっかけとなった講
演会でした。
（文責 永田 潤平）

今回のTea Time 交流会では卒業生に加え、現役の通信生の参加も
あり、卒業論文や就職に向けての意見交換、通学生同士の下宿先の思
い出話、育児のことなどで会話が弾み、賑やかに交流ができました。
ビュッフェ形式でスイーツを楽しめたことで参加者に気軽さを提供で
き、子どもさんも楽しめ、雰囲気が良くなったと感じました。各テー
ブルでの交流だけではなく席を移動して交流している姿もみられ、
各々で楽しい時間を過ごせ、新たな同窓生同士の繋がりができたので
はないかと思います。
（文責 久保 瑠美）

大阪地域同窓会

和歌山県地域同窓会

開催日●2019年6月14日（金）
会 場●楽菜 わさびや（大阪市）
参加者●18名

大阪地域同窓会では、趣味嗜好が合う人の集まりとして、日本酒を
楽しみたいという同窓生の集まりを企画しました。純粋に日本酒を飲
もうという同窓生が集い、「わさびや」を借り切って今年も開催しま
した。非売品のお酒などここでしか飲めないお酒あり、大将からのお
酒の説明やそれにまつわるミニ講座あり、美味しくかつ学べる企画で
した。乾杯から
最後まで日本酒
と水だけを飲
み、お酒に合う
美味しい料理を
いただきなが
ら、楽しく交流
できました。大
阪以外、遠くは
三重県からの参
加もありました。
（文責
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江坂 竜二）
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演
講

開催日●2018年10月13日（土）
会 場●和歌山県子ども・女性・障害者相談センター／
温野菜（和歌山市）
参加者●65名

題：
「和歌山県内の児童・障害者虐待の現状と課題について」
師：障害分野：松岡 歩 氏（和歌山県相談支援体制整備アドバイザー）
児童分野：伊藤 尚人 氏（和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 次長）
和歌山県地域同窓会のテーマは、卒業された方々に学習する機会と
交流する機会を提供することです。同窓生の皆さま同士が生涯にわ
たっての繋がりを作っていただけたらいいなあと思っています。今回
は、和歌山県内の児童・障害者虐待の現状と課題について松岡氏と伊
藤氏にご講演をいただきました。現場でのリアルなお話を聞くことが
できました。また、懇親会では懐かしい方とお会いできてとてもうれ
しく思いました。
（文責 吉岡 範通）

同窓 会 開 催 報 告
広島県地域同窓会
県北の集い

開催日●2019年1月19日（土）
会 場●鳥小屋（三次市）
参加者●10名

今年も慣例である県北の集いを開催しました。幹事の原田氏から県
北の同窓生40名にハガキで案内を発送。その結果、例年より多くの
申し込みがあり、久し振りに10名の二けた参加となり喜んでいます。
今回で同じ場所での開催も45回目となり奇遇です。当初は全員が現
役でしたが、現在では参加者も半数は前期高齢者になりました。この
1年間の仕事・家庭生活等の近況報告が続き、今年も福祉大精神を実
践すべく頑張ることを決意しました。欠席された会員の近況報告の中
に、交通事故に遭遇された会員、病気治療中の会員、親の介護で多忙
等生活の変化がありま
した。来年は定例の第
3土曜日である1月18
日（ 土 ）18時30分 か
らの開催を予定し、既
に会場を予約しまし
た。若い同窓生の皆さ
まの参加を大いに歓迎
しております。


（文責

広島県地域同窓会

2018年度も、大学入試で来広された職員の皆さまをお招きし、総
会、懇親会を開催しました。杁中世代や昨年度卒業された方、久しぶ
りにご参加くださる方など幅広い世代の方が集まり、近況報告、意見
交換で時間はあっという間に過ぎました。
今年度も様々な企画を予定しておりますので、今回参加できなかっ
た皆さまもぜひご参加ください。
（文責 池野 明子）

畠山 護三）

高知県地域同窓会

開催日●2019年1月18日（金）
会 場●高知会館（高知市）
参加者●8名

福岡県地域同窓会

7回目の新年会を高知会館で開きました。常連から初参加まで年代
は50代〜70代で男性2名・女性6名。印象的なことは、60代5名が常勤・
非常勤の仕事につき、70代2名も非常勤の仕事についていたことです。
これまでの職業・趣味・資格を生かしての仕事や同窓会活動等が、高
齢期を心身健康に生活していくためのエネルギーになっているなあと
感じた新年会でした。
今年6月開催の児玉善郎学長の講演に向けて、多くの参加者を募る
呼びかけをしていこうということで会を終えました。（文責 小澤 秀子）

演

福岡県地域同窓会

佐賀県地域同窓会

演
講

開催日●2019年2月17日（日）
会 場●JR博多シティ（福岡市）
参加者●48名

題：
「困っている子ども・家庭の実態と支援の方向性」
師：後藤 澄江 先生
福岡県地域同窓会では、福岡オフィスの協力のもと公開講座・交流
会を開催しました。後藤先生からは、「愛知子ども調査」の詳細分析
結果を踏まえて気になったこと、支援の方向性等について講演をして
いただき、地域での実践のヒントを数多くいただくことができました。
また、公開講座後は、障害・高齢・子ども・地域・企業・その他の6
つの職域グループに分かれ同窓生同士で情報交換会を行い、引き続き
後藤先生から多くのアドバイスをいただきました。
福岡県地域同窓会
では2019年度も年2
回の講座・交流会を
開催する予定です。


開催日●2019年2月4日（月）
会 場●とり八本店（広島市）
参加者●24名

（文責

境 寛）

開催日●2018年9月29日（土）
会 場●福岡ガーデンパレスホテル（福岡市）
参加者●37名

題：
「認知症高齢者と共に暮らすまちづくり
〜住民相互の支え合いに焦点をあてて〜」
講 師：児玉 善郎 先生
大学セミナーにあわせて同窓会総会・交流会を開催しました。総会
では役員改選が行われ、これまで永きにわたり同窓会を盛り立ててく
ださった柴田泰博会長が勇退され、新会長に松尾真一さん、副会長に
村井麻木さん、事務局長に多田祐二さんが就任しました。
総会終了後は、障害・高齢者・子ども・地域・企業・その他の分野
に分かれて情報交
換会を行い、交流
会ではバーテン
ダーの方に色とり
どりのカクテルを
作っていただき、
時間いっぱいまで
歓談を楽しみまし
た。 （文責 境 寛）

開催日●2019年5月19日（日）
会 場●グランデはがくれ（佐賀市）
参加者●12名

佐賀県地域同窓会総会・懇親会が佐賀駅近くのグランデはがくれに
て開催され、県内各地から12名が参加しました。
佐賀県地域の特徴は、参加者の年齢層が広く、すべての学部から卒
業生が参加することです。今年は
例年と比べ人数が少ない開催とな
りましたが、こじんまりとした中
でも近況報告や県内同窓生の取り
組み紹介等、交流を深めました。
通信教育部の明星先生にも参加し
ていただき、教え子の方々と当時
の思い出話に花が咲いていました。
次回はもっと多くの同窓生とこ
のような貴重な時間を共有できる
ように事務局も準備をしていきた
いと思います。参加された同窓生
の皆さまありがとうございまし
た。
（文責 唯松 直樹）
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同窓 会 開 催 報 告
長崎県地域同窓会

開催日●2019年1月19日（土）
会 場●長崎県総合福祉センター／
割烹ひぐち浦上本店（長崎市）
参加者●69名

演
講

題：「障害のあるひとの性と生への支援〜思春期・青年期を中心に〜」
師：木全 和巳 先生
2018年度長崎県地域同窓会総会及びふくし学習会が開催されまし
た。同窓生20名、学生4名、一般45名の方々にご参加いただきました。
今回先生には聴覚障害をお持ちの方への配慮もなされた詳しいレ
ジュメを作成していただき、それに沿う形で講義が始まりました。事
例も多く紹介され、参加者の皆さまも、「性の問題」への相談支援の
イメージがしやすかったと思います。
夜は、懇親会へと議論の場が移りました。あいにく木全先生は翌日
のお仕事のご都合のため、早めに長崎を発たれるとのことで、懇親会
へのご参加は叶いませんで
したが、機会がありました
ら、お酒を酌み交わしなが
ら、先生とも「性と生への
相談支援」について討議で
きたらと思います。


（文責

バリア2期生同窓会

開催日●2018年7月7日（土）
会 場●豆家別邸 福福（名古屋市）
参加者●16名

当日は、生憎の雨でしたが当日キャンセルもなく、予定人数の16
人全員が参加してくれました。幹事2人が遅刻してしまうというバタ
バタした始まりでしたが、いざ宴が始まると卒業して6年経っている
にも関わらず当時と変わることなく、皆、お酒を飲みながらワイワイ
ガヤガヤと会話をして盛り上がりました。今回の同窓会開催は、卒業
して期間が長く
空いてしまいま
したが、次回か
らは1、2年に1
回のペースで開
催できたらいい
なと思っていま
す。
（文責

寺澤 佳大）

三谷 亨）

2007年卒長谷川眞人ゼミ
同窓会

開催日●2018年10月27日（土）
会 場●NPO法人こどもサポートネットあいち（名古屋市）
参加者●7名

サイクリング部OB会

開催日●2018年11月3日（土）〜4日（日）
会 場●民宿 彦助荘（美浜町）
参加者●20名

2007年に大学を卒業したゼミ生で長谷川眞人先生を囲んで同窓会
を開催しました。
長谷川先生が代表を務めていらっしゃるNPO法人こどもサポート
ネットあいちにて、卒業生7名とその子どもたち10名が集まりました。
卒業から10年以上経ちましたが、長谷川先生の児童福祉にかける情
熱は変わらず、今も第一線でご活躍されている姿に私たちは元気をい
ただきました。帰る頃には子ども同士が仲良くなり、また集まること
を約束しました。
今回参加できな
かった皆さまも次
回は是非会えます
よう願っています。

愛知県美浜町に於いて第38回のOB会が行われました。今回のメン
バーは初代部長を筆頭に、現役、OB合わせて20名が参加。数年前に
卒業した年代が主だったメンバーでしたが、初代、2代目の方達も参
加されていました。初代部長の音頭で乾杯から始まった宴会では、ビ
ンゴ大会などが行われ、大いに盛り上がりました。中でもそれぞれの
メンバーの近況報告では、現役生が活動の内容をYouTubeに投稿す
る試みを報告したり、結婚や子どもが生まれた報告があったりして、
みんな充実した日々を送っている事が感じられました。翌朝、またの
再会を誓い、幹事の
音頭で一本締めを行
い、OB会 は 締 め く
くられました。

（文責



小林 絵美子）

硬式テニス部OB会

開催日●2018年11月17日（土）〜18日（日）
会 場●美浜キャンパス
参加者●26名

今年も恒例の硬式テニス部OB会を開催しました。OB会の歴史は
40年、
“いりなか時代”から続いています。テニスと懇親会が中心で
OBと在学生の交流がメインです。テニスでは、OBは青春時代にも
どって動かなくなった体に鞭打ちながら、時には在学生とガチで、時
にはハンディを付けたりと楽しく運動していました。総会では、OB
と在学生の関わり方やOB会のあり方まで、まじめに議論したりと、
たいへん活動的で熱い会になっています。
（文責 植木 明浩）
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（文責

夢会

小林 雄二）

開催日●2018年12月22日（土）
会 場●がぶりチキン金山北口店（名古屋市）
参加者●22名

同窓生と現役生を含めた同窓会を12月22日に名古屋で行いまし
た。毎年行っている卒業生と現役生が交流する場。卒業生は大学時代
を思い出しながら、現役生はサークル活動の楽しみや、困っているこ
とを相談しながら、楽しい時間を過ごしました。夢人党も17代目の
メンバーが入り今後も活躍の場を広げてくれそうです。異なる世代が
集まるこの機会をこれから先も続けていけるようにしていきたいです。


（文責

木村 政俊）

同窓 会 開 催 報 告
北海道田中会

開催日●2019年1月27日（日）
会 場●札幌エルプラザ（札幌市）
参加者●10名

1月27日、札幌エルプラザにおいて北海道田中会を開催しました。
年1回恒例の勉強会は5回目をむかえました。今回は田中先生の本「失
敗ポイントから学ぶ PSWのソーシャルワークアセスメントスキル」
にサイン大会！からスタート。その後、今回から参加してくださる仲
間と20年後の可愛い「社会福祉士」（笑）と一緒に田中先生から講義
を受けました。アセスメントは、ソーシャルワーク実践の根幹をなす
もの。クライエントと対等な立場で協働し「その人まるごと」理解で
きるように、常
に更新続けるこ
と。学び続ける
事の大切さを痛
感した勉強会で
した。
（文責

大濱裕ゼミ同窓会

開催日●2019年2月9日（土）
会 場●やまに旅館（美浜町）
参加者●76名

この度、恩師大濱裕先生が28年間にわたる教員生活を終えること
となり、2月9日「退職記念の集い」と題して懇親会を開催しました。
初代である1993年度卒業生から現役生までの総勢76名が全国各地か
ら集まりました。集いでは、卒業生による余興をはじめ、縁ある方々
からのお手紙紹介、サプライズとして最愛の奥様からのメッセージも
贈らせていただきました。最後には大濱先生から、これからの人生に
資する貴重なお話をしていただきました。先生のように、
「ぶれない
生き方」を目指したいと改めて感じる機会となりました。


（文責

石井 孝典）

國安 令子）

Ⅱ部バレーボール部OB会

開催日●2019年2月9日（土）〜10日（日）
会 場●かねもと旅館（南知多町）
参加者●17名

私たちⅡ部バレーボール部のOB会を、2年ぶりに2日に渡り開催
しました。初日は宴会を開催し、年齢の近いOBの方からは近況報告
や懐かしい話を聞かせていただき、卒業してから30年ほど経ったOB
の方からは、友愛の丘や今後のことについてのお話を聞かせていただ
きました。2日目のバレーボール大会では、久しぶりのバレーボール
に戸惑いながらも、OBと在学生が一丸となりバレーボールを追いか
けました。
（文責 横手 匠）

アーチェリー部OB・OG会

アーチェリー部OB・OG会にあわせ犀川バス転落事故の慰霊射会
を開催しました。34回目となる今年も鈴鹿颪が吹き、皆さまの知る
美浜の冬という気候でしたが、無事に執り行うことができました。
午後には懇親会を行い、OB・OG、現役学生双方の交流を通し、
世代を越えたつながりを深めることができました。お子様連れでの
OBの方も増え、アーチェリー部の歴史の長さを感じています。本会
を毎年行えておりますことを、日々お支えいただきアーチェリー部に
エールをお送りいただいておりますOB・OGの皆さまに感謝申し上
げます。
次 回 は2020年
2月9日（ 日 ） を
予定しておりま
す。皆さまの第2
の故郷、知多半島
へぜひお越しくだ
さい。


三重県職員同窓会

開催日●2019年3月1日（金）
会 場●日本料理みやび（津市）
参加者●7名

毎年1回、三重県を退職される方の送別会を兼ねて同窓会を開催し
ていますが、今年は退職される方の出席はなく、同窓会としての開催
となりました。
出席者が昨年と同じで少なかったのは残念ですが、欠席の方にも近
況を連絡していただいており、久しぶりにご参加いただいた方もみえ、
和気あいあいと和やかな時間を過ごすことができ、旧交を温めること
ができました。
現役の方の出席は少なく、退職された方が中心で、年齢層が高くなっ
てきていますが、健康にご留意いただき、元気にご出席していただけ
ることを期待しています。
今後とも、同窓生の方々に気軽にご出席していただき、交流してい
ただける場としていければ有り難いと考えています。 （文責 中川 豊）

開催日●2019年2月10日（日）
会 場●美浜キャンパス
参加者●39名

（文責

吉澤 智文）

沢田清方・飯尾良英ゼミ同窓会

（1998年卒Ⅰ部）

開催日●2019年3月2日（土）〜3日（日）
会 場●かんぽの宿 知多美浜（美浜町）
参加者●10名

私たちのゼミは、約6年ぶりに同窓会を開催しました。前半は、美
浜キャンパス内を散策し、学生時代の思い出話に花を咲かせました。
後半は、かんぽの宿で懇親会を行いました。今回、参加できなかった
メンバーには、LINEで写真を送ったり、メッセージを送り合ったり
して、楽しい時間を共有しました。しばらく会わなくても、お互いに
顔を合わせれば、あっ
という間にあの頃の気
持ちに戻れる素晴らし
い仲間たちです。この
先も、それぞれのポジ
ションで、
日々健康に、
明るく楽しく過ごして
いきましょうね。ゼミ
生の皆さま、また会い
ましょう！


（文責

寺島 和彦）
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同窓 会 開 催 報 告
訓覇スウェーデン
セミナー同窓会

開催日●2019年3月16日（土）〜17日（日）
会 場●東海キャンパス
参加者●46名

森靖雄ゼミナール同窓会

開催日●2019年4月20日（土）
会 場●ザサイプレスメルキュールホテル名古屋（名古屋市）
参加者●11名

毎年3回定期的に開催している訓覇スウェーデンセミナーは、今回
で27回目を迎え46名もの多数の参加がありました。設立当初から継
続して参加している人や、2018年度のスウェーデン研修に参加して
セミナーに興味を持った人まで、参加回数は様々ですが、共に集中し
て真剣に取り組んでいます。講義では、これまでの学習の中で曖昧な
知識を再確認し、頭の中を整理していく時間となりました。その後は
事例を通して、対話形式や役割演技の手法によって、グループスーパー
ビジョンをどのようにするのか、理解を深めました。
また、初参加の原上枝さんからは、「総会の後、講義と事例研究が
2日間ありました。参加者は全国から延べ90人近く、年齢幅もあり、
男性の参加も多くありました。参加者が持ち寄った事例でスーパービ
ジョンがされました。グループで共に考え、悩み、そして『知識を学
び、実践で使えるように』と先
生の導きがありました。先生、
参加者全員が休み時間を惜しん
での充実した『生涯学習』セミ
ナーでした」との感想が寄せら
れました。
（文責 本見 綾子）

この度第12回森ゼミ同窓会を開催しました。毎年4月第3土曜日に
定期開催しております。初回から約12年が経ちました。今年もゼミ
旅行の話など当時のゼミの話題で盛り上がりました。森先生はとても
元気なご様子で、先生にお会いすることを楽しみに遠方から出席され
ている方もみえました。短い時間ではありましたが、参加された皆さ
まの近況も伺いながら楽しい時間を過ごすことができました。来年も
多くのOB・OGの皆さまにお会いできればと願っています。

あいむの会

1976年度卒金田ゼミナール
同窓会

開催日●2019年4月26日（金）
会 場●ホテルトラスティ名古屋栄（名古屋市）
参加者●26名

今年3月に退職された園長先生と新任の園長先生、現役、OGをあ
わせて26名が集まり、交流会を開催しました。平成最後の会という
こともあってか、いつも以上にお一人おひとりが、近況や仕事に対す
る思いなどじっくりとお話しされ、楽しい時間はあっという間に過ぎ
てしまいました。久しぶりに参加されたOGの方からは「あいむの会」
の立ち上げについての思いもお聞きすることができました。母校への
愛情と卒業生同士の深く温かいつながりを感じることができ、これか
らもこの会を大切に育てていきたいと思いました。（文責 丹羽 真樹子）



開催日●2019年5月4日（土）
会 場●居酒屋 三拍子（飯塚市）
参加者●14名

今年で3回目となる「ボタ山の会」の定例会、今年は大型連休とい
うことで、私自身は後の太閤、豊臣秀吉のような、中国大返しではな
く、滋賀県からの近江大返しを果たしての参加となりました。ご多忙
中にも関わらず、14名の仲間が集うことができました。メンバー内
に新婚の方がおり、お祝いすることもできました。しかしながら、私
自身の春は一体、いつ訪れるのか未定ではありますが、現在、絶賛花
嫁募集中です。来年も5月4日開催予定です。皆さまのご参加をお待
ちしております。
（文責 木村 実）
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（文責

開催日●2019年4月28日（日）
会 場●ダイヤパレス御器所（名古屋市）
参加者●16名

坂野 一彦）

2018年卒山口智子ゼミ
同窓会

開催日●2019年5月11日（土）
会 場●個室酒房名古屋コーチン郷（名古屋市）
参加者●9名

2018年卒業生の子ども発達学部山口智子ゼミのメンバーで構成さ
れた同窓会です。食事とお酒を交えながら、近況報告を行いました。
山口智子先生も出席してくださり、仕事の悩み相談もして、参考にな
るお話が聞けました。思い出話にも花が咲き、とても盛り上がりまし
た。ゼミのメンバーは卒業論文で山口先生に大変お世話になった人が
多いので、
「先生のおかげで無事卒業できました！」と感謝の言葉を
伝えていました。
今回のご飯会で学
生の時に戻ったよ
うにみんなと話し
て、とても楽しめ
ました。
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大田 清香）

1976年度卒金田ゼミナールの同窓会を開きました。担当教員の金
田利子先生も出席され、それは楽しい5時間でした。42年ぶりの各自
の活動を報告し、金田先生がそれに応えてくれ、コメントをいただき
ました。また金田先生の発達に関わる活動、現在の活動も合わせて話
していただきました。皆、日福大の卒業生ですネ！福祉関係の仕事に
従事し、今の福祉に関する問題点等を幅広く話されて関心しました。
翌日の午前中は、
現在の美浜キャン
パスを散策しまし
た。とても有意義
な一泊二日でした。


筑豊の大人たち
（ボタ山の会）

（文責

（文責

金森 恵美）

同窓 会 開 催 報 告
チラリ会

開催日●2019年5月20日（月）〜21日（火）
会 場●片山津温泉 ホテル古賀の井（加賀市）
参加者●7名

石川県加賀市の中谷宇吉郎「雪の科学館」で1年ぶりの再会。宇吉
郎の人となりを映像で鑑賞した後、人工雪やダイヤモンドダストの実
験を観察したり、人工雪の研究について取り組んだ姿に感動しました。
夜は各自の近況報告や今後の抱負について夜遅くまで語り合いまし
た。翌日 は、「 北 前
船の里資料館」や「北
前船主屋敷」や「加
佐ノ岬」を訪れ親睦
を深めました。来年
は岐阜県で再会する
ことを約束して解散
しました。


（文責

杁中のロクさん

開催日●2019年5月22日（水）〜25日（土）
会 場●台北市（台湾）
参加者●14名

杁中のロクさん初めてにして最後の海外旅行。台湾へ3泊4日で、
14名でまいりました。5組の夫婦、4名の単独で、日福ならではの参
加者でした。内容は、定番の忠烈祠・国父記念館の衛兵交代、十份で
天燈上げ、九份で千と千尋の神隠しの世界を散策、土林夜市散策、マッ
サージ、そして毎食中華料理、台湾の活気と日本への親日感情を十分
感じとることができました。天気にも恵まれ、みんな懇親を深めて大
満足でした。来
年からは温泉巡
り、紅葉の秋の
有馬温泉に決定
しました。
（文責

黒木 睦郎）

大倉 弘嗣）

また会かい

開催日●2019年5月26日（日）
会 場●福岡オフィス他
参加者●11名

195F同窓会

開催日●2019年6月9日（日）
会 場●東海キャンパス
参加者●18名

認定同窓会として2回目です。懇親会と勉強会を行いました。勉強
会は、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趣旨
での開催です。福岡オフィスのスペースを借り、障害者分野からジョ
ブコーチとして勤務する同級生、医療分野から病院で働く医療ソー
シャルワーカー（私）が発表しました。現場で働く立場から、今困っ
ていること、やりがいな
ど様々な思いを伝え、わ
からないことはざっくば
らんにその場で質問をし
てあっという間に時間が
過ぎてしまった勉強会で
した。懇親会は明星智美
先生を囲み、楽しいひと
時を過ごしました。

最初に宮崎勝博さんが、昨年9月から1 ヶ月半ほど経験した息子さ
んの難病の闘病話をしてくれました。家族の絆と友情の話でした。宮
崎さんはプロの心理カウンセラーで、
私たちの今の位置をユングの「人
生の正午」という表現をして、話題を提供してくれました。それを受
け、参加者一人ひとりが、人生、子育て、親子関係、転機、親、夫婦、
福祉、仕事と責任、病気、成長、自立と依存など、様々な話をして交
流しました。
人生の折り返し地点であり、これから益々熟していく時であり、皆
さまが等身大で、安心感の中で深くて温かく、元気になれる交流がで
きました。
最後は「アイ・ラブ・
ユー」の手話で集合写
真。
ありのままで集い、
つながって、支え合う
場所。来年度の開催と
再会を、健康と支え合
いを誓い合いました。





（文責

俣江 緑）

訓覇スウェーデン
セミナー同窓会

開催日●2019年6月15日（土）〜16日（日）
会 場●名古屋キャンパス
参加者●35名

全国から、35名が集まり第28回訓覇スウェーデンセミナーを開催
しました。
『自我を支えるスーパービジョン』を学んでいますが、訓
覇先生が、私たちの学びを深めるために、愛を持って2日間全力投球
してくださいました。学び続ける場所がある喜びと、共に学ぶ仲間に
会える楽しみもあり、実践につながる明日の活力となる貴重な時間で
した。更に、新しい仲間が加わり、共によりよい人生のため成長し続
けたいと思います。
（文責 松岡 優子）

（文責

葛谷 潔昭）

2019年6月16日（日）
東京和彦グループ（TKG）開催日●
会 場●恋する豚研究所（香取市）
参加者●10名

TKG第2回勉強会は、当グループ副会長の勤務先である社会福祉法
人福祉楽団「恋する豚研究所」で開催！施設見学や事業部長のご講義
から、支援の必要な人という部分にとらわれすぎず、社会の一員とし
てその人らしい生き方を目指すプロセスにソーシャルワークはどのよ
うな視点をもつか。改めて考えさせられる時間となりました。
ランチには美味しい豚しゃぶ定食、デザートにはスイートポテトを
いただき、美味しい勉強会となりました（笑）
後半は場所を同法人の「杜の家なりた」へ移し、施設見学や職員さ
んのご講義、令和元年度の総会を開催。短い時間ではありましたが、
新メンバーも参
加し、とても素
敵な学びとなり
ました。
（文責

鈴木 千鶴）
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同窓生リレーずいそう
最初の卒業生が誕生してから64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。

社会福祉学部

社会福祉学部 1994年3月卒業
長野県伊那弥生ヶ丘高等学校卒

山内 美雪

女子短期大学

部

私の青春時代
まさに美浜で過ごした2年間は、私の青春時代でした。オレンジ屋根のアパートで過ごし
た日々、自転車を走らせ通った大学、サークル（少林寺拳法）の仲間と道着姿で海岸を
走ったこと、思い出いっぱい近直ゼミの時間、
お世話になったバイト先の方々・
・
・たった2年
間でしたが沢山の方々と出会い、様々な勉強と経験をさせていただきました。あれから32年が
経ちました。ここで出会った方々とは今でもSNSや旅行をする等、
ずっとつながっています。
懐かしい話で盛り上がったり、悩みを相談したりと、
それが私の心の充電となっています。
卒業後は保育士16年間を経て、学童保育指導員を続けています。近藤直子先生をはじめ、
日福の先生方の講演を聴くことが多く、
すばらしい環境で学んでいたことを誇りに思います。
正直に言えば、
あの頃もう少し熱心に勉強に励んでいればよかったかなと思うばかりです。
▶ 次回は、後藤 康子さんにバトンタッチします。

充実した美浜町での4年間

経済学部 2002年3月卒業
愛知県立大府東高等学校卒
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▶ 次回は、松尾 綾子さんにバトンタッチします。

★ 岐阜県在住

経済学部

天野 寿紀

私は今、大好きな趣味が一つあれば、
そこから派生していく楽しみがあることを実感してい
ます。長年、私が続けてきた趣味。
それは、
「サザンオールスターズ」
です。
学生時代に行った、初めてのライブの感動は、今でも鮮明に覚えています。子育てが一段
落し、
日本各地のライブに出掛けることが最近の楽しみです。
５月には福岡公演に出掛け、
熊本の友達に再会しました。初めての熊本に感動し、楽しいひと時を過ごしました。
先日、桑田さんが「男はつらいよ」の主題歌を担当したと発表がありました。哲学の講義の
テーマが「男はつらいよ」
だったことを思い出し、学生時代が懐かしくなりました。
昨年は、桑田さん主催のボウリング大会に参加しました。今では家族や職場の同僚と定期
的にボウリングをするようになり、毎回参加者が増えていくことに驚いています。
家族や友人、同僚を巻き込みながら、
これからも唯一の趣味に興じます。

★ 愛知県在住

女子短期大学部 1987年3月卒業
岐阜県立瑞浪高等学校卒

山村 智子

唯一の趣味に興じて

★ 愛知県在住
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キャンパスのある美浜町は、海があり、自然豊かで、大好きな町のひとつです。学生時代は、授業のない日は友達
と海へドライブに行ったり、下宿している友達のアパートに泊まり、夜通しで将来の夢を語り合ったこともありました。
名古屋の実家から通学しており、地元では幼なじみと音楽活動を楽しんだり、アルバイトに明け暮れる日々でした。
入学前は、福祉について特別な想いや関心はありませんでしたが、
４年間、福祉について学び、多くの人に出会い、
様々な体験や経験を重ねていくうちに、次第に「将来は福祉の道に進むんだ！」
という強い気持ちになっていきました。
現在は、学生時代の経験を活かし、
「 誰もが安心して暮らせるまち」や「ふだんの くらしの しあわせ」の実現に
向けて、地域の福祉活動や住民同士の助け合いを推進していくための仕事をしています。仕事柄、同窓生に出会
う機会が多く、よく学生時代の話をします。美浜町へ行く機会は殆どなくなってしまいましたが、思い出話をして
いるうちに美浜町の景色や当時の記憶がよみがえり、懐かしく、
うれしくなります。卒業してから１７年経ちました。
振り返ってみると、本当に充実した４年間だったと思います。貴重な体験をさせてくれた大学、恩師、そして美浜町
に感謝しています。
▶ 次回は、髙橋 幸太郎さんにバトンタッチします。

情報社会科学

部

情報社会科学部 2008年3月卒業
愛知県立天白高等学校卒

安藤 良奈

▶ 次回は、金子 ちひろさんにバトンタッチします。

大学生活の学びから

福祉経営学部 2008年3月卒業
星稜高等学校卒

日福に入学した時に、初めての一人暮らしで、
これからどんな出会いがあるのだろうと楽しみ
だった記憶があります。案の定、友だちは沢山できました。準硬式野球部、同学部、他学部、
バイト先、本当に沢山の出会いがあり、
それぞれの思い出があります。原稿を書きながら、
沢山の友達の顔が浮かび上がってきます。1年生と4年生の時に、一生懸命単位を取りに
いった思い出、空白の2年間で社会人として必要なスキルを学外で学んだと感じています。
現在は、地元金沢で医療機器ディーラーとして営業の仕事についています。脳梗塞や心疾
患など、緊急症例が非常に多い部署で、24時間365日対応しています。辛い部署ではあり
ますが、Dr.に感謝していただけたり、患者さまが快方に向かうと、
とてもやりがいを感じます。
大学生活で学んだコミュニケーションと持ち前の負けず嫌いで、
これからも日福卒業生として
恥じぬ行動をしていきます。
▶ 次回は、尾山 隆俊さんにバトンタッチします。

★ 石川県在住

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
名古屋短期大学付属高等学校卒

渡部 葉子

卒業してから11年が経ちましたが、私は現在、
リラクゼーションサロンに勤務し、
ボディケア
を行うセラピストとして働いています。福祉のフィールドではありませんが、
これまで仕事や日常
生活を送る中で、相手に寄り添う心や、車椅子の操作、視覚障がいのある方へのサポートの
仕方といった大学で教わった多くの事が役立っていることを改めて振り返ると、
日福で学べて
良かったなぁと感じています。そのような経験を経て気付いたことは、
自分が体験する出来事
や出会う人達というのは、後に繋がっていくために意味のある、全て必要で大切なものだと
いうことです。大学時代にお世話になった先生方、今でも会うと学生の時と変わらず笑い合
える友人、大学の環境・経験・学び、通わせて頂いた親、全てに感謝です。
まだまだ未熟者の
私ですが、
これからも一つひとつのご縁や経験を大切にしながら学び、
自分という人間の器を
育て広げていきたいと思います。次は、
ゼミ仲間のちひろにバトンを渡します♪

★ 愛知県在住

福祉経営学部

川口 雄也

ご縁と経験に感謝

いくつもの出会いに感謝して
私が福祉の仕事を始めたのは40代に入ってからでした。早いもので6年目に突入します。
転居先で偶然目にした就労継続支援Ａ型事業所で求人があったことから生活支援員として
働き始めました。利用者様が生き生きと仕事をする姿や多くの笑顔に触れて、共に働く喜び
を感じたことが今もこの仕事を続けている原動力となっていると思います。知識を身につけ、
その方にあった支援ができるようになりたいと通信教育部で学びました。学んだことを基本
に支援を行っても、現実ではうまくいかないことも多く試行錯誤の日々です。そのような中で
スクーリングや実習で知り合った仲間や以前の同僚の方々と、今も相談や悩みを打ち明けら
れる関係が続いていることを心強く感じています。現在、生まれ育った愛知県から夫の出身
地である福島県へ引越し生活支援員として勤務しています。転居したことで新たな人々と
出会うことができました。今後も、多くの人との出会いを感謝し楽しみにしたいと思います。
▶ 次回は、寺端 悦子さんにバトンタッチします。

★ 福島県在住

人と人との繋がりを大切に

大学院

国際社会開発研究科 2018年3月修了

井上 由美子

★ 兵庫県在住

学習塾と習字教室をメインとした会社を運営しています。子ども達の第3の居場所を目指した
教育の場を作ることを目的とし、古民家を活用した事業を始めると同時に大学院国際社会開発
研究科に入学しました。在学中は、地域の方と共に地域のための居場所を構築するヒントを得ながら、
自身の事業を実践していくことができる大変貴重な時間でもありました。
現在、地域の方が集うカフェを併設し、
またネイティブ講師による英語レッスンや親子ヨガの講座も
展開しています。今は日本での事業展開に奔走していますが、大学院で出会った同期生や10年以
上前に携わった国際ボランティアでの繋がりを活かし、今後はケニアのMATUMAINI CHIRDRENS
HOMEやジンバブエのThe Giving Back Foundation Trustの支援を行う予定です。
どちらも、
孤児のための教育や母親を支援するNGO団体です。日本にいながら細くとも国際支援ができること、
それを日本の子ども達に伝え何等かの形で還元できることを更なる目標とし、
これまで出会った人脈を
大切にしながら邁進していきたいと思います。 ▶ 次回は、岩田 章一さんにバトンタッチします。
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健康科学部

健康科学部 2013年3月卒業

豊永 敬右

★ 愛知県在住

部
子ども発達学

子ども発達学部 2018年3月卒業
鳥取県立八頭高等学校卒

丹羽 瞳

大学で学んだ知識を手掛かりに
2013年3月に卒業して、早6年以上経ちました。その間、今務めている会社でずっと営業
関係の仕事をさせてもらっています。
そして、仕事の中で日本福祉大学で学んだ事が役立って
いる事を日々感じています。大学時代には、建築・造園・情報・教育など様々なジャンルの勉強
をしていました。学んでる最中は、
「こんだけ勉強しても、就職してから役立つのは極一部だけな
んだろうな」
と思っていた時もありましたが、
きっと何時か何処かで役に立つだろうと考え、4年間
勉強をつづけました。実際の仕事の内容は小さな建物修繕から始まり、建物の改修提案や
新築の段取り、緑地帯の提案等、幅広く活動しておりますが、大学で学んだ建築・造園の知識
はもちろんの事、情報の知識はパソコン業務において、教育の知識は人への伝え方において、
役立っている事を感じています。
もちろん、大学で学んだ知識だけでは足りない部分もあります
が、
どんな知識であろうと学んだ事がマイナスになる事はないのだ、
と日々実感して更なる努力
を重ねていきたいと思っております。
▶ 次回は、山田 裕樹さんにバトンタッチします。

まだまだこれから！
学生時代、バイトの先輩であった天野さんからバトンを受けました。久しぶりに先輩や友人か
ら連絡が来ると、
とても懐かしく、嬉しくも温かくもなりますね。人の出会いは一生物です！
私は、大学を卒業後、地元の鳥取…には戻らず、東京で保育士をしています。地方に散ら
ばった友人達とはなかなか会える機会が少なく、
「 学生時代は本当に最高だった」
と思う日々
です。
しかし、幸運なことに、学会やゼミ会などで恩師の先生や苦難を共にしたゼミの仲間と
会う機会があり、卒業後もこうして繋がりがあることを嬉しく思います。
大学４年間を振り返ると、
１から１０までを部活動に捧げていたといっても過言ではありま
せん。私は、先輩の姿に憧れてラクロス部に入部しました。時間があれば、壁のあるところを
探し、朝から夜中まで夢中で壁打ちをしていました。今でもその熱は冷めず、時間を見つけては
ラクロスをしに美浜に帰っています。気分はまだまだ学生です！
▶ 次回は、横川 遥香さんにバトンタッチします。

★ 東京都在住

国際福祉開発

学部

国際福祉開発学部 2015年3月卒業
千葉市立千葉高等学校卒

福島 舞花

★ 静岡県在住

キャンパス情報

やさしい心、ふるさと美浜！
大学を卒業して、
５回目の春が過ぎました。今でもよく思い返すのは、
「自分にとっての“当たり
前”は、当たり前でない」
という、異文化理解の初回講義です。社会に出て一番感じることでもあり
ました。同じ日本人なのに、
こんなにも価値観や考え方が違うの？と戸惑ってしまうほど、人のあり方
は十人十色。学生時代とのギャップに何度も悩まされながらも、
この異文化理解の鉄則が、人と
関わる上での柔軟な受け止めかたを思い出させてくれました。
そしてもう一つ、私を支え続けてくれているのが仲間です。学年問わず交流が深く、卒業した今で
も新しいつながりや知識を得られる国際福祉開発学部は私にとって非常に信頼できる仲間ですし、
4年間の大半をともに過ごしたサークルの仲間は、
あの頃と変わらず賑やかな時間を過ごせる大好
きな存在です。
そんな仲間たちとつながり続けられていることに、心から感謝しています。
今でも美浜の海と夕日を見に行きたくなるのは、
この大学生活が私にとって何よりもかけがえのな
いものだったからこそだと、私は思います。
▶ 次回は、南 宗一郎さんにバトンタッチします。

教職員人事異動（退職）のお知らせ

退職者
■教員 ※2019年3月31日付
野村あすか 社会福祉学部 助教 ※2018年9月30日付
蔭山 英順 大学院 心理臨床研究センター 招聘教授
柏倉 秀克 社会福祉学部 教授
大濱
裕 社会福祉学部 准教授
荒深 裕規 社会福祉学部 招聘准教授
高須 和博 社会福祉学部 助教
寺澤 法弘 社会福祉学部 助教
足立
浩 経済学部 特別任用教授
木村 隆夫 福祉経営学部（通信教育） 特別任用教授
川床 憲一 福祉経営学部（通信教育） 招聘教授
田島 誠一 福祉経営学部（通信教育） 招聘教授
池田 真典 福祉経営学部（通信教育） 助教
梅沢 佳裕 福祉経営学部（通信教育） 助教
矢野
亮 福祉経営学部（通信教育） 助教
小濱 芳朗 健康科学部 招聘教授
田原美智子 健康科学部 招聘教授
間瀬 敬子 健康科学部 招聘教授
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野口 泰司
水野 暁子
川田
稔
堤
吉郎
服部 裕子
花房美砂子
林
克次
渡辺 靖敏
山口
正
倉掛
崇
岡本眞理子
梅本 充子
肥田 佳美
渡邉亜紀子
太田美起子
中村 廣隆
野々山敦夫
山㟢ちひろ
今井 理絵

健康科学部 実習教育講師
子ども発達学部 教授
子ども発達学部 招聘教授
子ども発達学部 招聘教授
子ども発達学部 招聘教授
子ども発達学部 招聘教授
子ども発達学部 招聘教授
子ども発達学部 招聘教授
子ども発達学部 招聘教授
子ども発達学部 助教
国際福祉開発学部 特別任用教授
看護学部 特別任用教授
看護学部 准教授
看護学部 准教授
看護学部 助教
看護学部 助教
看護学部 助教
看護学部 助教
看護学部 実習教育講師

今城 昌美
加藤 まり
後藤 七重
髙田みなみ
村上 徹也
松岡 崇暢

看護学部 実習教育講師
看護学部 実習教育講師
看護学部 実習教育講師
看護学部 実習教育講師
全学教育センター 招聘教授
まちづくり研究センター 准教授

■事務職員
茂
大祐 学生課 特別契約職員 ※2018年8月31日付
松下 契仕 通信教育部事務室 ※2018年9月30日付
笹
美穂 学生課 ※2018年10月31日付
関口ゆかり 総務課 ※2018年12月31日付
木俣 卓也 キャリア開発課 ※2019年2月28日付
※2019年3月31日付
佐藤 雅信 研究連携部
藤田 欽也 総務課 特別契約職員
池脇 啓太 教育開発課 特別契約職員
宮園 啓介 キャリア開発課 特別契約職員
田口 淳子 社会福祉総合研修センター 特別契約職員

大学近況

潜在看護職を活用した、災害時にも強い地域ネットワーク構築に
向けた調査・研究事業を本学が実施します。

「潜在看護職を活用した新たな地域包
括ケアと災害にも強い地域ネットワークを
築く調査・研究事業」を課題名として、厚生
労働省令和元年度老人保健健康等増進
事業（老人保健健康増進等事業分）に本
学が採択されました。
知多半島の沿岸部に位置する4市3町
（東海市・知多市・半田市・常滑市・美浜町・
南 知 多 町・武 豊 町 ）の連 携、協 力のもと
2020年3月まで実施します。
本事業は、潜在看護職に対して災害時
の協力意向を把握する意識調査を行い、
協力が得られた方に対して災害時の応急

本事業の推進に係り、東海市役所にて東海北陸厚生局、東海市、
日本福祉大学による
3者共同記者会見を行いました
（2019年7月3日）
（左から 鈴木淳雄 東海市長、新美綾子 看護学部准教授、児玉善郎学長、
堀江裕 厚生労働省東海北陸厚生局局長）

処置や避難所の衛生管理などの研修事業を実施します。この取り組みを通じて、自治体ごとに潜在看護職としての登録
を依頼し、災害時の協力体制を組織化することをねらいとしています。
毎年のように全国各地で豪雨水害をはじめとする災害が多発しています。知多半島では南海トラフ地震の危機感が
高まる中で、大規模広域災害時に外部からの救助が到着するまで時間を要することが懸念されています。このような事
態を想定し、潜在看護職に着目して地域住民による共助のネットワークづくりを試みる本事業は全国で初めての取り組
みです。
本事業からモデルを構築し全国各地へ展開することで、災害時に支え合える
「地域共生社会」の実現が期待されます。
※潜在看護職とは看護師・保健師等の免許を持ちながらも育児や介護等の様々な事情により離職している人々を指す言葉です。

新美綾子

看護学部准教授による事業概要の説明

記者の質問に回答する山本克彦 福祉経営学部
（通信教育）
教授
（写真向かって左側）
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「子ども発達学部」から「教育・心理学部」へ

大学近況

子ども発達学部は2008年に子ども
発達学科（保育専修、初等教育専修）
と心理臨床学科の2学科体制でスター
トしました。それ以来、
「生きる勇気と希
望を育てる子ども発達支援の専門家」
子ども発達学部長 山本 敏郎 の育成を目的として、
とりわけ福祉系
大学にある学部であることを意識し、貧困、虐待、不登校、発達障
害等の福祉的課題に関する知識やスキルを兼ね備えた保育職、
教育職、心理職の養成に力を入れてきました。
2013年度には、初等教育専修を学校教育専修に変更して小
学校と中学校・社会の教員免許が取得できるようにしました。また
特別支援学校の教員免許が取得できることをわかりやすくするた
めに心理臨床学科に障害児心理専修を設置しました。
さて、今回は2019－2020年連続の改革です。教育職員免許法の
改正、
指定保育士養成施設指定基準の変更、
公認心理師法の施行
に対応するために、学科間にまたがっていた取得できる資格を整理
し、保育職、教育職、心理職を養成する単位をわかりやすくするため
に次のように組織を再編します。
①子ども発達学科では、保育専修を保育・幼児教育専修に改称し

大学近況

て、保育士と幼稚園教諭の免許が取得できることを明示します。
②同じく、学校教育専修には、心理臨床学科障害児心理専修の一
部を編入して、小中学校の教員免許を取得できる学校教育コースと
小学校・特別支援学校の教員免許を取得できる特別支援教育コー
スを設置します。
③心理臨床学科には、公認心理養成課程を設置するとともに、2
年次から選択する臨床心理ユニット、発達・福祉ユニット、応用・社
会ユニットを編成し、心理学を幅広く系統的に学ぶことができるよ
う教育課程を編成しました。これにともない学科名称を心理学科
に改称します。
④そして、2020年度より学部名称を、保育職を含む教育職と心理
職を養成する学部という意味で「教育・心理学部」へと改称しま
す。
名称以外は、2019年から教育課程の整備を済ませ、教員も揃
えてリスタートしています。子ども発達学科の創設メンバーから
2019年赴任のメンバーまで一丸となって全力で、
「生きる勇気と
希望を育てる人間発達支援の専門家」
に取り組んでいます。

2018年度 国家試験の結果

（社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、看護師、保健師）

◆ 第31回社会福祉士国家試験

結果

全国の合格者は12,456人、合格率は29.9％

日本福祉大学通信教育部（新卒者）
合格者数 494人 11年連続・全国大学第1位

区分

日本福祉大学通学課程（新卒者）
合格者数 144人 通学課程全国大学第1位

関連リンク  厚生労働省

通学課程
通信教育部
日本福祉大学計
全国大学等計

新卒者
合格者
（人）
144
494
638
4,811

受験者
（人）
299
822
1,121
8,795

合格率
（％）
48.2
60.1
56.9
54.7

新卒者＋既卒者
受験者 合格者 合格率
（人） （人） （％）
930
236 25.4
1,867
743 39.8
2,797
979 35.0
23,589 6,939 29.4

第31回社会福祉士国家試験合格発表（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196349_00002.html

▶▶

◆ 第21回精神保健福祉士国家試験

結果

日本福祉大学通信教育部（新卒者）
合格者数 82人 8年連続・全国大学第1位
合格率 86.3% 通信課程全国大学第1位

日本福祉大学通学課程（新卒者）
合格者数 20人 通学課程全国大学第11位
合格率 95%

関連リンク  厚生労働省

全国の合格者は4,251人、合格率は62.7％
区分
通学課程
通信教育部
日本福祉大学計
全国大学等計

受験者
（人）
20
95
115
1,638

新卒者
合格者
（人）
19
82
101
1,262

合格率
（％）
95.0
86.3
87.8
77.0

新卒者＋既卒者
受験者 合格者 合格率
（人） （人） （％）
35
24 68.6
145
94 64.8
180
118 65.6
2,636
1,464 55.5

第21回精神保健福祉士国家試験合格発表（報道発表資料）
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03970.html

▶▶

第31回介護福祉士国家試験

学部・学科

全国の合格者は69,736人、合格率は73.7％

第54回理学療法士国家試験

全国の合格者は9,845人、合格率は92.8％

健康科学部リハビリテーション学科

第54回作業療法士国家試験

全国の合格者は4,108人、合格率は80.0％

第108回看護師国家試験

全国の合格者は56,767人、合格率は89.3％

第105回保健師国家試験

全国の合格者は6,852人、合格率は81.8％
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看護学部看護学科

  受験者（人）

  合格者（人）

  合格率（％）

28

28

100.0

43

40

93.0

36

36

100.0

100

97

97.0

14

12

85.7

大学近況

認知症啓発を目的とした「にっぷくにこにこカルタ」
を商品化しました

本学社会福祉学部の学生が認知症啓発を目的として2017年に開発したカルタについて、株式会社エヌ・エフ・ユー（本
学100％出資子会社）は2019年3月21日（木）より商品化することを発表しました。開発した学生たちは社会福祉学部正課
科目「地域研究プロジェクト」におけるプロジェクトの1つである「認知症啓発プロジェクト
（指導教員：斉藤雅茂社会福祉学
部准教授）
」
を履修した4名です。
同プロジェクトはこれまでにも認知症の啓発活動に取り組んできました。2017年の開発後、学童保育および高齢者施
設、
また地域のサロン活動などにおいて口コミを通じてその利用が広がったことで、2019年1月には愛知県知多市の認知症
教育にも採用され大きな成果をあげることができました。自治体や社会福祉協議会など多くの方々から要望があり、商品化
することとしました。
【開発者からのメッセージ】
私たちは大学の授業の一環で認知症に優しい地域づくりを考え、
本カルタを制作しました。
「遊び」を通じて将来、自分の身近な人
が認知症になった時に優しい対応ができるようになってほしい、と
いう願いを込めています。
また、小さいお子様が認知症の方への声かけや接し方を考える
きっかけになればと思い、あえて「認知症」
という言葉を使わず、分
かりやすい言い回しに工夫しました。みんなに、にこにこ笑顔になっ

にっぷくにこにこカルタ

てもらえたら嬉しいです。
［日本福祉大学 社会福祉学部 斉藤雅茂研究室］
内村香澄、
天野歩未乃、小木曽茜、駒形和泉
【コンセプト】
かるたという「遊び」を通じて子供から大人までの多くの方々に認
知症を理解してもらい、偏見をなくすこと。
知多市立新知小学校でのカルタ会の様子
（2019年1月）

◎認知症に関するひとことメモつき
■価格／本体価格 1,500円
（税別）
■ご購入方法／くらそっと楽天市場店にて
ご購入いただけます。
■お問い合わせ／株式会社エヌ・エフ・ユー
   TEL：0569-21-0560

ネットショップはこちら ▶︎
https: //www.rakuten.co.jp/nfu-goods/
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2018年度 卒業生の進路・就職結果
2018年度（2019年卒採用）の全国大卒の有効求人倍率は1.88倍と高く、特に300人未
満の中小企業では9.91倍と過去最高でした。法人等の採用意欲は引き続き高く、2018年度

【2018年度卒業生の
就職先業種・職種】

の新卒採用状況は好調に推移しました。企業の活動活発化や、少子高齢社会を背景とした高い

その他 6.0％

福祉・医療・教育分野のニーズを受け、幅広い分野から多数の求人をいただいています。

公務・教育
委員会
13.4％

2019年度から同窓会と大学の共同事業として「Uターン就職支援制度」を始動しました。
地方出身学生のUターン就職活動に係る費用の一部を援助します。一人でも多くの学生が将来
につながる就職・進路を決定できるよう支援を行っていきます。

医療法人等
16.5％

【2018年度卒業生と過年度卒業生の就職実績】 【2018年度卒業生の学部別就職実績】
年度

2016年度

2017年度

2018年度

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

1,148名

1,107名

1,100名

学部

就職希望者数 就職者数

1,155名

414

406

98.1%

1,061名

1,104名

経済

131

129

98.5%

1,093名

1,056名

1,091名

国際福祉開発

36

35

97.2%

40名

22名

22名

子ども発達

271

269

99.3%

95.2%

95.4%

94.5%

健康科学

157

157

100.0%

99.4%

99.5%

98.8%

看護

95

95

100.0%

98.7%

97.4%

96.4%

本学全体

1,104

1,091

98.8%

保育職 6.8％
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人

数
2
0
1
4
1
0
0
0
1
3

区 分
埼 玉
千 葉
東 京
神奈川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
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人

数
7
4
118
17
2
16
18
13
2
40

区 分
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和歌山

人

数
70
42
604
37
3
6
44
4
0
1

区
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
高
福

分
取
根
山
島
口
島
川
媛
知
岡

人

数
1
1
4
4
2
0
1
0
0
5

区 分
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿児島
沖 縄
海 外

人

数
0
1
1
1
2
2
6
0

医療職

（PT・OT・看護師等）

15.3％

職種

近畿
5.3％

0.5％

北海道 0.2％
四国 0.1％

北信越
8.3％
関東
13.7％

一般職

42.3％

相談職
12.7％
介護・支援職
16.1％

東北
中国 1.1％
九州・沖縄 1.6％

地域

その他 0.9％

教員 5.8％

【2018年度卒業生の就職先都道府県
（本社都道府県）
】
区 分
北海道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬

42.0％

福祉法人・
社会福祉協議会
22.2％

業種

就職率

社会福祉

企業

（福祉系企業含む）

東海

69.0％

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

●軟式野球部

●たんぽぽ

こんにちは。軟式野球部です。
我々は現在、選手48名、マネージャー2名の計50名で活動して
います。
『楽しく、仲良く、かっこよく』をモットーに日々の練習に取り組み、
試合に臨んでいます。 選手、マネージャー共に仲が良く、学年を
超えた強い団結力が持ち味であり、1番の武器です。
春、秋に行われる、東海学生軟式野球連盟リーグ戦において、
昨年度は思うようなプレーができず、なかなか勝つことができません
でした。この結果を受け止めると同時に、反省点をチーム全員で
話し合い、練習内容を見直し、チーム内の意識改革を行いました。
それを受け、今年度は全国大会優勝という高い目標を掲げ、その
目標の実現のため、
日々精進していく所存です。
今後とも、OB、OGさんが築き上げてきた伝統を大切にし、
さらにより良い伝統を築いていけるよう頑張ります。ご声援の程
よろしくお願いいたします。

こんにちは、ボランティアサークルたんぽぽです。
私たちは月に1.2回、小学部から青年部まで幅広い年齢のダウン
症など障がいをもつ方たちと名古屋市を中心に一緒に遊び、交流
する活動をしています。
小学部では「全ての活動を楽しく、思い出に残るもの」を、中高
部では「 子どもたち一人ひとりがその子らしくのびのびと楽しく
活動し、活動を通し学生と共に成長していくこと」を、青年部では
「 休日の余暇活動となるよう1つ1つの活動を楽しんでいただく
こと」など各学部での目標を胸に、 学生一同子どもたちや青年
さんが楽しんでいただく姿を思い浮かべながら、日々企画や創作
などの活動を行って
います。
私たちが今活動を
続けることができて
いるのは、卒業され
た先 輩 方 や 活 動に
ご 協 力してくださる
方々のおかげであり
感謝しております。
今後ともご支援の
ほど、よろしくお願
いいたします。

大学祭情報
7月6日
（土）に、半田キャンパスの「第21回七夕祭」
（テーマ：七夕祭 The seventh night of July
～星の光に照らされて～ )が開催されました。お越しいただきました皆さま、
誠にありがとうございました。

11月2日（土）に、
美浜キャンパス
「第67回福祉大学祭」
（テーマ：飛翔 新しい時代高く飛く翔び、

七夕祭

新たな一歩を踏み出し福祉大学祭を最高の舞台へ）、

12月7日（土）には、
東海キャンパス祭が開催されます。
詳細が決まりましたら、日本福祉大学ホームページで随時ご案内いたします。皆さまの
ご来場をお待ちしています。

犀川スキーバス事故

2020 年現地法要及び追悼集会のお知らせ

事故の教訓と亡き学友・先生の遺志を継承していくために、
2020 年も現地での法要及び学内追悼集会を執り行います。
同窓生の皆さまもご一緒にご参列をいただければ幸いです。
日程等は次の通り予定いたしておりますので、ご案内申
し上げます。
お問い合せ先
日本福祉大学 理事長・学長室
TEL：0569 -87- 5225 E-mail: rg@ml.n-fukushi.ac.jp

訃 報
古賀 正則先生
野口 一重先生
藤井 保憲先生
山崎
怜先生
川野 修司さん
落合美恵子さん
森井 幹男さん
松田 房子さん
氏家
彰さん

⃝追悼集会
日時：2020 年 1 月 28 日（火）12 時 40 分より
場所：美浜キャンパス 友愛の丘
⃝現地法要
日時：2020 年 1 月 28 日（火）９時 30 分より
場所：正源寺、現地慰霊碑

いずれも詳細につきましては 11 月に HP 等でお知らせいたします。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

元国際社会開発研究科教授／2018年9月ご逝去
看護学部教授／2019年4月ご逝去
元情報社会科学部教授／2019年7月ご逝去
元情報社会科学部教授／2019年7月ご逝去
1967年社会福祉学部／2017年11月ご逝去
1969年社会福祉学部／2019年3月ご逝去
1969年社会福祉学部／2017年11月ご逝去
1971年社会福祉学部／2019年2月ご逝去
1972年社会福祉学部／2019年7月ご逝去

石黒きぬえさん
高松
聡さん
船田 義博さん
山口
主さん
西出 俊一さん
清水 好市さん
貴島日出見さん
安藤 照美さん
鈴木 規子さん


1975年社会福祉学部／2019年1月ご逝去
1975年社会福祉学部／2019年3月ご逝去
1979年社会福祉学部／2018年6月ご逝去
2001年社会福祉学部／2019年1月ご逝去
2007年経済学部／2018年10月ご逝去
2005年社会福祉学研究科／2019年2月ご逝去
2007年社会福祉学研究科／2018年11月ご逝去
2009年通信教育部福祉経営学部／2018年10月ご逝去
2011年通信教育部福祉経営学部／2018年11月ご逝去
（卒業年次順）
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日本福祉大学

兄弟・姉妹・両親・祖父母が本学の在学生・卒業生が対象！入学検定料の減額もあり！
日本福祉大学同窓会推薦入学試験（11/17）を実施します。
同窓会推薦入学試験は、兄弟・姉妹・両親・祖父母が本学の在学生・卒業生である方が対象となります。
同日実施の一般推薦入学試験等とは別に定員枠を設け、検定料についても、1出願5,0 0 0円（一般推薦入学試験等の場合
25,000円）です。
また、第3学年同窓会推薦編転入学試験も実施します。なお、同窓会推薦入学試験以外の入学試験を受験される場合、検定料の
減額制度を利用することができます。
※詳細は同封資料をご確認ください。
同窓会推薦入学試験をはじめ、本学の入学試験や学生生活などについての個別相談会をオープンキャンパス内で開催します。過去問題集など
もお渡しします。申し込みは不要ですので、開催時間内に直接会場へお越しください。

10月 6日（日）
10月20日（日）

11：30〜15：00
11：00〜15：00
11：00〜14：40

●日本福祉大学 美浜キャンパス
●日本福祉大学 東海キャンパス

本学独自の奨学制度

選考基準は「成績」ではなく、
「挑戦する意欲」と

経済援助学費減免奨学生制度

入学前に確定する

※詳細は2020年度「経済援助学費減免奨学生」募集要項をご確認ください。

兄弟姉妹

奨学生

4年間の授業料 半額減免

東京、富山、松本、豊橋、大阪、岡山、福岡）において、随時ご相談に応じます。
※地域オフィスにお越しの場合は、事前にご連絡をお願いします。

半田キャンパス

「くらしの状況」。日本福祉大学ならではの奨学制度です。

A

その他、本学美浜キャンパス（入学広報課）および地域オフィス（山形最上、

70

名

奨学生

兄弟姉妹同時在学中に限り

2名以上が本学在学中に内1名の授業料 半額減免

同窓会
推薦入学試験
も対象

若干名

お問い合わせ先

日本福祉大学 入学広報課

平日9：30〜17：00（土曜日は12：00まで）

〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6

日本福祉大学通信教育部（福祉経営学部

TEL：0569-87-2212

FAX：0569-87-5849

医療・福祉マネジメント学科）のご紹介

第31回（2018年度）社会福祉士国家試験結果において、11年連続第1位となる743名（新卒：494名

既卒：249名）の合格者

が本学通信教育部から誕生しました。これは全国の全ての社会福祉士養成校の中で第1位となる実績です。
また、2018年度新卒者の合格率においても60.1％と全国平均（29.9%）を大きく上回りました。資格取得はひとつのゴールですが、
現場で社会福祉士として活躍するスタートラインに立ったとも言えます。本学では「資格取得後」も見据えた現場で活躍するための
専門職養成を心掛けています。これから資格取得をめざす方は、ぜひ志の高い仲間と一緒に本学で学んでいただきたいと思います。

■ 日本福祉大学通信教育部の特徴！
① 学歴に応じた学年からの編入が可能です。
② 過去に本学で修得した単位は一部科目の個別単位認定が可能です。※1
③ 相談援助業務の実務経験が1年以上ある方は社会福祉士・精神保健福祉士ともに
現場実習の免除が可能です。※2
④ インターネット学習とスクーリングの組み合わせで自分のライフスタイルに合わせて
単位修得が可能です。
⑤ オンデマンド科目はタブレットPC・スマートフォンでも視聴が可能です。
⑥ スクーリングは忙しい社会人の方に合わせ、北海道から沖縄まで全国各地で
土・日の2日間に開講します。

24時間好きな時間に受講でき、何度も繰り返し
視聴できるオンデマンド学習

※1 個別単位認定は科目内容の審査が必要なため、認定を希望する場合は出願前に「個別認定申請書」をお取り寄せいただき、出願書類とあわせてご提出ください。
※2 出願時に「実務経験証明書」の提出が必要になります。詳しくは『出願手続要項』をご覧ください。
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日本福祉大学大学院
【通 学 課 程】
［夜間開講］

【通 信 課 程】

医療・福祉マネジメント研究科 医療・福祉マネジメント専攻 修士課程

社会福祉学研究科

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

●課程内容
開講形態：通信教育（標準修業年限2年）／授与学位：修士（社会福祉学）

●課程の特徴
◇相互理解の視点、コミュニケーション能力育成のため多職種連携
教育 Inter Professional Education（IPE）を導入。
◇働きながら修学できるよう、平日夜間［月～金18：25〜21：35］の
開講のほか、土日の集中講義を多数開講。
◇「社会人入学試験」、
「社会人特別推薦入学試験」で出願し、入学した
方を対象とする減免制度を実施。
［最大2年間、授業料（年額）から10万円を減免］

●課程の特徴
◇講義・演習は、
インターネット上の掲示板を中心に開講し、
現職社会
人も、
時間を有効活用しながら修学可能。
◇社会人が学びやすいよう、年6回、週末を利用したスクーリングを実施。
◇質の高い修士論文執筆に向けたきめ細かな指導体制を整備。
◇医療・福祉・教育分野を中心に、20〜70代まで幅広い年代の方が在学。
◇全国に広がる在学生・修了生のネットワーク。

●医療・福祉マネジメント研究科
（入学相談会同日開催）
「模擬講義」
開催日

担当教員

2019年10月12日（土）
2019年12月14日（土）

末盛

開催時間

慶

綿

▪公開企画
13：00～13：50
▪入学相談会
14：00～16：00

2019年
10月26日
（土）

藤森 克彦

会場：日本福祉大学
名古屋キャンパス

2020年01月11日（土）

開催日

野口 定久

▪模擬講義
13：00～13：50
▪入学相談会
14：00～16：00

2019年 9月28日
（土）

修士課程
（通信教育）

●社会福祉学研究科社会福祉学専攻（通信教育）
（入学相談会同日開催）
【要事前予約】
「研究計画への誘い」

開催時間

2019年 8月24日
（土）

社会福祉学専攻

祐二

会場

担当教員

【東京】
日本福祉大学
東京サテライト

青木 聖久

【大阪】
新大阪丸ビル
新館

田中千枝子

篠田 道子

医療・福祉マネジメント研究科では、正課のほか履修証明プログラム制度及び科目等
履修生制度を開講しています。
□履修証明プログラム制度：https://www.n-fukushi.ac.jp/gs/info/academic_certificate/
□科目等履修生制度：https://www.n-fukushi.ac.jp/gs/info/credited_auditor/

▼

申込みはコチラから https://www.n-fukushi.ac.jp/gs/shakai/tusin/kenkyu/

お問い合わせ先

日本福祉大学大学院 大学院事務室

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

〒460-0012 名古屋市中区千代田5-22-35 TEL：052-242-3050

日本福祉大学中央福祉専門学校（介護福祉士科

E-Mail：injim@ml.n-fukushi.ac.jp

社会福祉士科 夜間課程・通信課程

言語聴覚士科）

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

■日本福祉大学中央福祉専門学校の特徴

❶様々な国家試験対策で高い合格率を達成！
第31回社会福祉士国家試験合格率は（※全国平均29.9％）
【夜間課程】

78.8％

【通信課程】

67.4％

第21回言語聴覚士国家試験合格率は（※全国平均68.9％）
【言語聴覚士科】

76.5％

社会福祉士科通信課程は 2018年度から
1年6か月に修業年限が変わりました !
・4月に入学し、翌年の 9月末で修了します。
・10月からは国家試験準備に集中、対策メニューも充実！
・本校全ての学科・課程が専門実践教育訓練給付金の
指定講座となりました。
（最大で学費の70％受給）

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

■募集学科／定員

◦介護福祉士科（昼間 2年／100名） ◦社会福祉士科 夜間課程（1年／80名）
◦社会福祉士科 通信課程（1年6か月／300名） ◦言語聴覚士科（昼間 2年／40名）

お知らせ……同窓生ご自身が受験されたり、同窓生のご紹介によ

る受験の場合、
検定料免除
（社士科通信課程 15,000円、
左記以外の学

科 20,000円）
の特典が受けられます。
詳細は資料をご請求ください。

資料請求・お問い合わせ先

日本福祉大学中央福祉専門学校
TEL：052-339-0200

FAX：052-339-0201

〒460-0012
名古屋市中区千代田 3-27-11

E-mail chuo@ml.n-fukushi.ac.jp
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社会福祉学会（学内学会）

活 動 案 内

●第 51回大会について
6月１５日
（土）～１６日
（日）、美浜キャンパスにおいて、
日本福祉大学社会福祉学会（通称：学内学会）第５１回
大会が開催されました。
「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～」をテーマに、学会設立当初
より関心を持ち続けてきた内容の一つである「社会福祉労
働」について取り上げ、今日の社会福祉の現場の労働の
実態について考えるとともに、これからの社会福祉実践の在
り方について語り合い、学び合いました。
初日前半は、堀場純
矢氏（日本福祉大学）に
よる基調講演を行いまし
た。
「社会福祉労働と職
員の確保・育成：社会的
養護の視点から」という
テーマで、日本の社会福祉の現場において、唯一、措置制
度が残っている児童養護施設を取り上げ、今日の社会福
祉の現場の労働問題について考えました。堀場氏は、講演
の中で、社会福祉労働は「利用者の生命・健康・生活を支
えること」であるとし、現場の職員の雇用・労働条件、措置
費・職員配置基準は、利用者支援の質に大きく影響すると
述べられ、労働環境の問題提起、改善の重要性を説かれて
いました。今後の課題として、①社会の仕組みと関連づけ
て問題の本質や職員自らの立ち位置を捉えること、②ディー
セントワーク( 人間らしい働きがいのある労働 )の重要性、③
支援の受け手と担い手双方の人権保障、④職員の「キャリ
ア教育」の課題、⑤労働組合の意義と組織化、⑥制度の
改善や社会の変革を目指すソーシャルアクションの重要性
などを提起されました。
後半は、伊藤文人氏
（日本福祉大学 ）をコー
ディネーターに、辻和美氏
（ 学校法人特別支援学
校 聖母の家学園）
、池谷
鉄兵氏（山陰労災病院）、楢府憲太氏（ふじみ野市役所
障がい福祉課）の3名によるシンポジウムが行われました。
今回のシンポジウムは、大会テーマを基に、社会福祉の仕
事を始めたいと思ったきっかけ、仕事におけるやりがいや苦
労などそれぞれの立場から語られました。
初日のプログラム終了後、知多奥田駅高架下のお店
「COPAN」において懇親会、そして、キャンパス付近の民宿
「海浜館」において宿泊交流会
（事前予約者のみ）
が行われ、
いずれもアットホームな雰囲気の中、参加者の方たち皆、
それぞれの立場を越え、親睦を深めていました。
2日目は、①貧困・低所得、②児童の福祉、③障害者・

問い合わせ先

児の福祉、④高齢者の福祉、⑤教育・実習・研修、⑥優生
思想と社会福祉の６つの分科会に分かれ、議論が行われま
した。第５分科会では、各現場で活躍する学会の若手会員
２名による対談形式で、社会福祉の仕事のやりがいや苦労
などを共有し合い、実践者としての成長について考えたり、
第6分科会では今、社会全体として向き合うべき重要課題
である「優生思想」について重点的に考えたりするなどの取
り組みが行われました。
分科会終了後、各会の参加者が一同に集まり、全体会
が行われました。全体会では、各会の参加者から「勉強になっ
た。今後に活かしたい」、
「難しかったけども、有意義だった」
など様々な感想や意見がありました。
最後に、当学会運営委員である伊藤文人氏
（日本福祉
大学）
の挨拶があり、学内学会の存在意義とこれからの期
待と展望が述べられました。
今年の大会は、
２日間合わせ約１００名以上の参加者が
集まりました。参加者それぞれが現場で抱えている課題や、
社会福祉実践への思いなど共有することができ、新しい発
見ができ、次につなげていけるような２日間でした。
学内学会は、実践と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す。多くのご入会と来年
の大会のご参加をお待ちしております。
本大会において慈照館賞並びに学術奨励賞の授賞式
が行われ、
３名の会員の方が受賞されました。
学内学会では、毎年、社会福祉の現場の実践と研究の
一層の発展を図るため、会誌「福祉研究」に優秀な実践記
録や研究論文を投稿した会員に対し、それぞれ慈昭館賞と
学術奨励賞の２つの賞を授与しています。
●慈昭館賞
･ 荒井和樹氏
（社会福祉学部2005年卒／社会福祉学研究科2017年修了）
「子どもの貧困対策事業におけるアウトリーチ普及への課題と展望」
･ 辻和美氏
（社会福祉学研究科2014年修了）
「教育権保障としての教育年限延長の意義と課題」
●学術奨励賞
･ 長𥔎龍樹氏
（通信教育部福祉経営学部2009年卒／
医療・福祉マネジメント研究科2011年修了）
「中途視覚障害者の早期発見に関する研究
ーイギリスにおける先駆的支援モデルに着目してー」

日本福祉大学社会福祉学会 事務局

受賞された3名の皆さま、おめでとうございます。
（文責：松原 賢）

〒470-3295 愛知県知多郡美浜町奥田 日本福祉大学内

TEL：0569-87-2211 内線1180（受付時間：金曜日の10時〜13時） FAX：0569-87-1690 E-mail：gakkai@n-fukushi.ac.jp
F a c e b o o k 公 式 ペ ー ジ： https://www.facebook.com/n.fukushi.gakunaigakkai/
fuxi 公式コミュニティーサイト： https://nfu.jp/sns/?m=pc&a=page_c_home&target_c_commu_id=1230
※fuxi利用は同窓会よりIDの取得が必要
Facebook、fuxiともに「日本福祉大学社会福祉学会」で検索
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表紙の紹介

男子ソフトボール部全日本大学選手権大会5年連続出場

ソフトボールと云えば女子のスポーツとイメージされやすいのですが、現在の大学登録チーム数
や地域のチーム数は女子チームより男子チームの方が多く活動しています。
国際大会においても
参加国は男子の方が多く、
世界大会では今年度は2位の成績をあげております。
諸先輩方に築いていただいた男子ソフトボール部は今年で創部29年を迎えることとなり、
過去にも2005年に東海地区大学秋季リーグ戦で初優勝、
2年連続での全日本大学選手権大会
（インカレ）
への出場も果しております。
現在に至るまでに、男子部は2部降格での低迷時期もありましたが、2014年に強化を図るべく活動、2015年には東海地区春季リーグ2部優勝、そし
て1部へ昇格後、
インカレ最終予選会で残り1枠を獲得し、
10年ぶり3回目の全国大会出場でベスト８まで勝ち上がることができました。
その後も東海地区では常に上位成績をキープし、今年で5年連続の全日本大学選手権大会
（インカレ）出場ができるようなチームに生まれ変わり、3位
入賞まで手の届く位置まで成長してまいりました。
現在、
ベスト8の壁を早く乗り越え皆さま方に良いご報告ができるようにと日々練習に汗を流しております。

チーム指導方針： 社会に通用する人材の育成！「ソフトボールを通しての心を磨き、人として日々成長を!! 」
をスローガンに日々学業と練習に取り組んでおります。
現在、こうして活動をさせていただけます事の幸せを胸に、日本福祉大学ＯＢ・ＯＧの皆さま方へ
感謝の気持ちを忘れないようにして日々精進してまいります。
今後とも応援よろしくお願いいたします。
2019年度 ・東海地区大学春季リーグ戦（愛知県刈谷市） ：
・インカレ最終予選（三重県桑名市）
：
・第16回 北信越大会（福井市）
：
・第51回 西日本大学選手権（広島県御調）
：
・第54回全日本大学選手権（富山市）
：
・東海地区大学秋季リーグ戦（静岡県浜松市） ：

活 動 日 誌

月

5

優勝旗と共に
（第16回北信越大会）

網掛けは本部事項

5

25
（土）
25
（土）
25
（土）

6

月

月

4

2019年3月~2019年6月

三重県職員同窓会
西三河／西尾地域同窓会 同窓生の集いと総会
千葉県地域同窓会 中野学園施設見学会＆交流会
長野県地域同窓会 中信支部の集い・総会・セミナー・懇親会
大分県地域同窓会 交流会
経済学部同窓会 関東地域官公庁等職員交流会
日本福祉大学 学位記授与式
看護学部同窓会 設立総会
岩手県地域同窓会 物好き者の集い
関東ブロック「第8回卒業を祝う会in関東」
北信越ブロック「卒業祝賀会＆交流会・懇親会」
近畿ブロック「卒業お祝い式＆交流会in関西2019」
中国ブロック「卒業お祝い記念 中国ブロック交流会」
長崎県地域同窓会「プロジェクト事業『語り合おう会』」
九州・沖縄ブロック「卒業お祝い記念大交流会in九州」
岐阜県地域同窓会東濃東部支部 総会
静岡県地域同窓会東部支部 交流会
京都地域同窓会 講演会・総会・交流会
四国ブロック「卒業を祝う会 四国ブロック交流会」
神奈川県&東京地域同窓会共催「森林セラピー＆ミニ講演」
森靖雄ゼミナール同窓会
社会福祉学部春季セミナー
「ようこそ先輩」
１９７６年卒金田ゼミナール同窓会
第4回常任理事会
筑豊の大人たち
監事監査
神奈川県地域同窓会 公開セミナー・総会・懇親会
三重県地域同窓会 伊賀地域ブロック交流会
2018年卒山口智子ゼミ
茨城県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
静岡県地域同窓会 講演会・総会・交流会
第3回理事会
佐賀県地域同窓会 総会・同窓生の活動紹介・懇親会
千葉県地域同窓会 講演会・ミニライブ・総会・懇親会
大阪地域同窓会 てんしばBBQ大会
チラリ会
杁中のロクさん
あしあと
認定同窓会代表者交流会
岡山県地域同窓会 国立療養所長島愛生園フィールドワーク

月

月

3

1（金）
2（土）
9（土）
9（土）
9（土）
10（日）
16（土）
16（土）
23（土）
23（土）
23（土）
23（土）
23（土）
23（土）
24（日）
24（日）
29（金）
30（土）
30（土）
20（土）
20（土）
21（日）
28（日）
2（水）
4（土）
11（土）
11（土）
11（土）
11（土）
12（日）
12（日）
18（土）
19（日）
19（日）
19（日）
20（月）
・21（火）
22（水）〜 25（土）
23（木）
25（土）
25（土）

1部3位
3位（インカレ第3代表）
優勝（3年ぶり3度目）
2019年8月2日～ 5日
2019年9月5日～ 9日
2019年9月末～ 10月

27
（月）
1
（土）
・2
（日）
2
（日）
8
（土）
8
（土）
8
（土）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
9
（日）
14
（金）
15
（土）
15
（土）
15
（土）
15
（土）
・16
（日）
16
（日）
16
（日）
16
（日）
・17
（月）
18
（火）
21
（金）
22
（土）
22
（土）
22
（土）
・23
（日）
22
（土）
・23
（日）
23
（日）
29
（土）

埼玉県地域同窓会
サービス付き高齢者向け住宅ゆうあいホーム見学会
香川県地域同窓会 新会員歓迎交流会・学習会
静岡県地域同窓会
西部／中東遠地区交流会＆卒業生歓迎会
また会かい
オニヤンマの会
滋賀県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
きららネットワーク
第4回理事会
代表者会議
代表者・事務局長合同会議
学園・大学役職者と同窓会役員との情報・意見交換会
第1回北海道地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回東北地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
東北ブロック 東北地域Uターン就職相談会
第1回関東地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回北信越地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回東海地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回近畿地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回中国地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回四国地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
第1回九州・沖縄地域ブロック代表者会議・事務局長合同会議
195F同窓会
大阪地域同窓会 日本酒を楽しむ会
福井県地域同窓会 公開講演会・総会・懇親会
鳥取県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
兵庫県地域同窓会 ゆるつな日福ひょうご
訓覇スウェーデンセミナー同窓会
日本福祉大学 退職教職員の会
東京和彦グループ
昭和44年度卒社会福祉学部Ⅰ部
愛知県私立大学同窓会連合会
2019年度理事会・総会・懇親会
山梨県地域同窓会 通信学生・卒業生大交流会
秋田県地域同窓会 総会・懇親会
高知県地域同窓会 講演会・総会・懇親会
近藤直子ゼミ1992年度卒業
1978年度卒業大泉ゼミナール
岐阜県地域同窓会飛騨支部 総会
東京地域同窓会 講演会・総会・懇親会

NIHON FUKUSHI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NEWS No.123

38

日本福祉大学同窓会会報

NO． 123

発行日：2019年8月15日
発 行：日本福祉大学同窓会
http: //nfudousou.auy.jp/
〒460-0012 名古屋市中区千代田5丁目22番32号
TEL（052）242-3051 FAX（052）242-3052

編集後記

前号122号で、浅尾拓也さんのサインボールプレゼントコーナーを設けたところ、185名の同窓生、

在学生の方から応募をいただきました。同窓会事務局スタッフ総出で抽選し、10名の方に、
ボールをお送りしました。
当選者の感想は、
同窓会ホームページに掲載しています。一部抜粋してご紹介します。
「素晴らしいプレゼントに感謝で
す。私が通信教育部で学んでいた頃と、硬式野球部が一部昇格を目指していた時期が少しですが重なっていたことを
懐かしく思い出します」
「中日ドラゴンズで最後の重要な場面で仕事をする浅尾くんには本当に勇気をもらいました。同
窓として誇りに思います」
「浅尾先輩がドラフト会議で指名を受けられたとき、
マスコミの方もいらして賑わう学内に驚い
たことを懐かしく思い出しました。
ボールを大切にします」。素敵なメッセージをお寄せいただきありがとうございます。

