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映画「37セカンズ」ベルリン国際映画祭オープニングセレモニーでのレッドカーペットにて。
後方左から大東駿介さん、神野三鈴さん、HIKARI監督。前方に、主演の佳山明（かやまめい）
さん。
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福祉系大学のミッションを考える
～福祉系大学経営者協議会10周年を迎えて

学校法人日本福祉大学

丸山

悟

理事長

全大学の約1割。私立大学と公立大学が担っている福祉系大学
福祉系大学とは、広義には、学生に社会福祉士の国家試験受験資格を付与する（他に精神保健福祉士および介護福
祉士の受験資格を出すことを含む）学部などを持つ4年制大学（以下「大学」）のことを言います。狭義には、
「福祉」
と深く関連する学問分野の学位が出せる学部などを持つ大学のことを言い、ここではその趣旨を鮮明にする観点から、
「福祉」という名称の入った学部を持つ大学のことを言うことにします。
この狭義の解釈に立った福祉系大学は、2018年度において国立大学1、公立大学13、私立大学60の合計74校存
在しています。2018年度の大学数は、国立大学86、公立大学93、私立大学609の合計788校ですから、狭義に解釈
した福祉系大学の大学全体に占める割合は約1割（9.4％）、ということになります。国立大学の1校は大分大学福祉
健康科学部のことですが、
「福祉」に関わる専門的な教育研究を推し進める大学は、国立大学には大分大学以外には
なく、私立大学および公立大学に大きく依存している構造が見てとれます。

福祉系大学の学募の回復基調。見えてきた「複合化」への拘りの必要性
「リクルートカレッジマネジメント」
（Vol.216 May-Jun,2019）によれば、
「福祉」は「再成長予兆期」にあるよう
です。これまで減少していた「福祉学」系統の志願者は2017年度から増えてきており、2018年度に大きく飛躍しま
した。この間の「福祉学」系統志願者の前進は、
「○○」と「福祉」といった、
「複合」型の学科系統が人気を呼んで
いることの影響と言えます。
看護師などの「業務独占」資格の養成校が台頭する中で、福祉人材の専門性の焦点が希薄化しているように見えた
ことや、
「福祉」＝「介護」のイメージで、
「福祉学」を狭く解釈されてきたことが、この系統志願者の減少傾向が長
く続いてきた要因と考えられています。しかし、
「福祉学」は決して固定した狭い分野を扱うものではありません。
福祉人材は専門性と同時に高い社会性や汎用性を持ち、
「業務独占」型専門職が単独では担えない複合化した「生活」
課題や、専門職間の「すき間」に当たる問題事象への対応など、多様な場で活躍できるスペシャリストであり、その
能力証明に当たるものが社会福祉士などの名称独占資格である、と広く認識されてきています。

2040年＝（肩車社会）、これからの時代の福祉系大学の課題は何か
2040年とは、団塊ジュニアが65歳に到達し始め、労働力人口が大幅な減少に向かう年で、現役世代（生産年齢人口）
と高齢者（老齢人口）の割合が1対1.5になる「肩車」
（ 重さを表現すれば「重量挙げ」）社会の到来を象徴する年です。
肩車社会に向かうこれからの時代、福祉系大学はどのような役割を果たすことが求められているのでしょうか。
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福祉系大学の果たす役割

福祉系大学経営者協議会設立10周年記念講演会（2019年6月14日）

福祉系大学経営者協議会

福祉系大学経営者協議会は、福祉系大学の経営に携わる責任者（理事長・学長）が一堂に会し、社

会福祉専門職の社会的地位の向上、社会福祉についての社会的認知の向上、日本の社会を支える社
会福祉人材養成教育の発展などを推進することを目的とした協議会です。設立は2009年6月29日。
2019年4月現在の会員校は26大学です。現在、本学の丸山悟理事長が会長を務めています。

AI の進化に伴う働き方の変化、インフラの再整備に伴うまちづくり課題の複雑化（利害調整・合意形成の複雑化
を含む）
や外国人労働者を含むコミュニティの変化などが顕著に進んで、問題のさらなる複雑化や複合化が進みます。
サービスの包括化も進んで、地域での課題解決がますます重要になっていきます。ソーシャルワークの機能を各方面
に拡張し、地域や職場に根ざしながら、マネジメントや技術革新に係る知見・技能も習得した専門家として、行政や
他の専門職、市民の取り組みを調整・リードして、複合化した問題の解決に責任をもって当たれる人材を育成してい
くことが福祉系大学の役割になると思います。児童などの分野ごとの“尖った”専門性も鍛える必要もあるでしょう。
また、離職者・退職者の学び直しを含むリカレント教育に対するニーズの拡大、留学生の受け入れや外国人労働者
の日本語教育などの「グローバルな課題」にも対応していく必要があります。それらには福祉的アプローチが必要で、
福祉系大学が先陣を切ることが求められています。

「福祉教養」の提供 ･ 社会実装への貢献。福祉系大学のミッション
肩車社会に向かうこれからの時代、上記のような役割を担う福祉人材の需要はますます高まると予想されます。こ
れに大学全体の約1割を占め、志願者のシェアで言えば1％程度に留まる福祉系大学だけで対応することは困難です。
福祉系大学をさらに大きくしていくことが課題になると同時に、ソーシャルワークの理論や技法を磨いて、それを「暮
らし」や、ノーマライゼーションやダイバーシティが進む「地域」や「職場」の様々な場面で活用できる「福祉教養」
として、他大学などに提供することが必要になってきます。
また、大学が軸となって「生涯活躍のまち」
（ 日本版 CCRC）や、AI 技術を有効に活用した農福連携や産福連携に
よる「働き手を増やし、働き方（生産性）を改善する」事業の創造といった社会実装の取り組みを進め、それをモデ
ル化して全国、世界に発信していくことが求められます。環境はどんどん変化していきますので、福祉教養も社会実
装のモデル化も決して枯渇することはなく、常に進化させていく必要があります。
そういう継続的な取り組みを、福祉系大学が一体となって進めていくこと、それが、これからの時代の福祉系大学
のミッション、と言えるのではないでしょうか。

略 歴
丸山
悟（まるやま・さとる）
1954年、長野県生まれ。78年早稲田大学法学部卒業。79年学校法人法音寺学園（現・
学校法人日本福祉大学）職員に採用。企画広報課長、学園企画部長、企画・事業局長を
経て、企画局長。2009年総合企画室長、常任理事。13年4月から現職。全日本ソフトボー
ル連盟副会長、東海地区大学ソフトボール連盟会長。
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Research

紹 介

Introduction

生活に寄り添う
機器・道具・テクノロジー
はじめに
私の専門はリハビリテーション工学です。障害のあ
る人や高齢の人（以下、利用者）の生活とさまざまな
活動を支援するために、アシスティブテクノロジー（支
援技術）に関する研究開発や実践活動に、20年以上に
渡り携わっています。利用者が暮らす地域や特別支援
学校等に出向き、福祉用具のフィッティング相談やテ
クノロジー活用に関する相談にも応じながら、役立つ
支援機器、アプリケーション、支援サービスの構築等
を考えています。今回は、私の研究と実践活動の例と
して、ICT（情報通信技術）を活用した取り組みを紹
介したいと思います。

健康科学部 教授

渡辺 崇史

チパネル操作が難しい場合、その操作を助ける補助具
です。使用する情報端末のサイズ、利用者の手指機能
や利用するアプリ等に応じて、各部の寸法や穴の位置
や数を変更してデザインし、3Dプリンターで製作する
ことができます。
図3は鍵回し補助具です。関節リウマチ等により鍵を
つまんで操作することが難しい方に便利な自助具です。
握り部のサイズや取付ける鍵の向きや角度等を決める
必要がありますが、利用者の意見や支援者の経験に基
づいた各部の寸法決定の指標が付加されているため、
利用者個々の手指の関節変形や握り方に合わせた製作
改造が行えます。

デジタルファブリケーションを活用した
支援機器開発と提供システムに関する研究
福祉用具を含む支援機器は、一人ひとりの多様な生
活やニーズに対応するために、利用者の身体状況等に
合わせて選定され必要な調整をした上で提供されます。
また、より個別性に合わせるための改造や専用の支援
機器製作も、しばしば行われます。「製作・改造」によ
る対応は、リハビリテーション関連施設、介護実習・
普及センター、障害者ITサポートセンター等の他に、
自助具やパソコン支援に関わるNPOやボランティア団
図1 開発しているデータベース（SS-AT）
体等がその役割を担っている地域もあります。
しかしながら、「製作・改造」による支援機器の提供
場面では、「継続的かつ、利用者の変化に対応するタイ
ミングのよい支援が求められる」こと、「製作品の再現
性の難しさ、一品製作や試作の繰り返しによるコスト
アップ」等の課題を抱えながら行っており、加えて、
支援に関わる者の経験知や技能といった、特定の個人
や地域資源に依存する影響が大きいのが現実です。
そこで私は、利用者の暮らす地域で、より個々の身
図2 タブレット・スマホ用キーガード
図3 鍵回し補助具
体状況やニーズに応じた支援機器提供ができるように、
デジタルファブリケーション（デジタルデータを元に
したものづくり技術）を活用した連携協同型の支援シ
地域でデジタルものづくりができる
ステム構築に関する研究をしています。このシステム
支援者養成プログラムの開発と体験講習会の開催
構築のための取り組みを2つ紹介します。
デジタルファブリケーションの利点を活かした活動
が継続的に展開されるためには、利用者が暮らす地域
協同型支援機器データベース（SS-AT）の開発
で支援機器の「製作・改造」対応ができる人材育成が
必要です。そこで本研究では、支援者養成プログラム
さまざまな支援機器のデジタルデータを閲覧・共有
の立案とそのプログラムに基づいたワークショップ型
できるデータベース（Support System for Assistive
講習会を試行的に実施しています（図4）［2］。
Technology、以下、SS-AT［1］）を開発しています（図
講習会では実際に3Dプリンターを操作して自助具を
1）。デジタルデータはダウンロード可能なので、離れ
造形したり、3DCADを使って自助具をデザインしたり
た地域に住んでいても3Dプリンターさえあれば、国内
等の体験をしながら学びます。 2018年度は地域包括ケ
外問わず同じ支援機器を何度でも製作できます。さら
アシステムの推進の1つとして愛知県半田市にて実施し、
に、そのデジタルデータを加工することにより、より
利用者に合うように再設計し造形することも可能です。 2019年度は滋賀県（滋賀県社会福祉協議会協力）と、
沖縄県（沖縄県障がい者ITサポートセンター協力）で
図2はタブレット・スマートフォン用のキーガードで
実施しました。
す。手指に不随意運動等による肢体不自由があってタッ
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いずれの講習会も、地域で活動する医療・福祉関連職、
特別支援学校教員、自助具ボランティアグループ等の
支援者、そして支援機器の利用者等を対象にして実施
しています。今後も全国各地で講習会を実施していき
たいので、興味のある方はぜひ、お声かけください。

図4 デジタルものづくり講習会の様子

ICT活用した活動支援に関する研究
私は、ICTを活用した学習や就労、日常生活支援に
関する研究にも取り組んでいます。ICT利用において
大切なことは、活動場面での個々人の困難さをICT利
用によって補うとともに能力を拡張して、活動に参加
できるようにすることです。私が関わったプロジェク
トでは、接客支援用アプリや会計アプリ等を開発し、
知的に障害のある高等部生徒の喫茶営業にタブレット
型端末を利用しました。その結果、ICT活用は本人の
達成感や自己有用感を高めキャリア発達を促す効果が
あることを実証しました［3］。
また最近は、印刷物障害（Print Disability）という
言葉を聞くことが多くなりました。紙の印刷物にアク
セスすることが困難な人や状態を指します。印刷物障
害は、紙の情報をICT機器で利用できる電子媒体（デ
ジタルデータ）とし、その困難さをもつ利用者が扱える、
あるいは、理解できるメディアに変換することで、そ
の状態をなくすことできます。私の最近の実践研究で
も、障害状況の異なる複数の大学生にデジタルデータ
化した教科書をタブレット型端末に入れて導入したと
ころ、学習活動に効果的な結果を得ることができまし
た。ICTを利用した印刷物障害に対する取り組みは、
修学支援における合理的配慮の1つとしてさらに実践的
な研究が進み、大いに活用されていくでしょう。

おわりに 〜よりよいテクノロジー利用のために
求められる視点〜
「ICTや機器はどうも苦手、できれば避けたい」と感
じている方もいらっしゃるかもしれません。ただ、そ
のような支援者に出会った利用者は、ある意味とても
不運であると思います。なぜなら、その利用者の今後
の生活における可能性が極端に狭められてしまうかも
しれないからです。「ICTや機器は苦手」、という支援
者も、とにかく自らが使ってみてほしいと思います。
最初は機器の仕組みや動きが分からず、途中で投げ出
したくなるかもしれません。しかし、そこで投げ出さず、
いろいろと試してみてほしいと思います。時間経過と
ともに自分が思うように操作できるようになり、とて

も面白くなってくるでしょう。と同時に、その機器を
使うことで利用者の生活にどのような変化をもたらし
うるのかを実感して欲しいと思います。例えば、わず
かな身体の動きを使ってスイッチが使えるようになれ
ば人や生活と繋がり、社会参加の第一歩にもなること
でしょう。
ICTや機器が効果的に利用されることで、利用者が
見通しを持つことができ、希望が生まれ、それが次へ
の動機付けにつながり、さらに生活の幅が広がること
願っています。
［1］SS-AT（機能評価版）は広く利用していただけるよ
う に 試 作 版 を 公 開 し て い ま す。http://ss4at.
nanalabo.co よりアクセスできます。また、各支
援機器データへのコメントの書き込み、データの
アップロード／ダウンロードが可能です。開発や
活用に協力いただける方を募っていますので、興
味ある方はご連絡ください。
［2］本取り組みは、「地域でデジタルものづくりができ
る支援者養成プログラムの開発 〜3Dプリンター
を用いた支援サービス活動のために〜」として、
日本福祉のまちづくり学会第22回全国大会（2018，
東京）にて発表し、大会優秀賞に選ばれました。
［3］
「卒業後の自立までの見据えたキャリア発達を促す
ICTツールの開発」として、ICTを利用した喫茶
サービスキャリアマネジメントハンドブックとし
てまとめています（ http://www.pef.or.jp/school/
grant/special-school/gunjyo/ ）。

日本福祉大学 健康科学部 教授

渡辺 崇史

Takashi Watanabe

博士（工学）立命館大学
■研究分野

リハビリテーション工学、アシスティブテク
ノロジー（支援技術）、福祉用具、アクセシブル
デザイン、障害（児）者福祉、障害学生支援
■プロフィール
1987年
1997年
2005年
2005年
2008年
2017年

ホシザキ（株）技術開発職として勤務
名古屋市総合リハビリテーション事業団 リハビリテーション工学技師として勤務
日本福祉大学福祉テクノロジーセンター 助教授
なごや福祉用具プラザ 嘱託相談員、現在に至る
日本福祉大学健康科学部准教授を経て、現在に至る
日本福祉大学健康科学研究所（福祉テクノロジーセンター長兼務）所長、現在に至る

■最近の主な著書
⃝『調べよう！バリアフリーと福祉用具』
（全5巻），ポプラ社，2019年4月
⃝
『福祉用具プランナーテキスト』，共著，第10版，テクノエイド協会，
2019年4月，第23部 社会参加関連用具，第24部 コミュニケー
ション関連用具，第26部 構造とメンテナンスを執筆
■最近の主な著書
⃝生活を支援するICT活用の視点，単著，
『さぽーと』日本知的障害者
福祉協会，748，17-19，2019.
⃝肢体不自由学生におけるデジタルデータおよびタブレット型端末
利用の有用性に関する調査」，共著，第4回大会発表抄録集，114，
全国高等教育障害学生支援協議会（AHEAD JAPAN），2018.
⃝Proposal for Collaborative Assistive Technology Provision with
Digital Fabrication, 共著，The 15th International Conference of
AAATE, S52, Bologna, Italy, 2019.
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荒木 潤一さん
株式会社ホテルマネージメントジャパン 運営本部長
兼
神戸メリケンパークオリエンタルホテル 社長
1964年、大分県生まれ。1986年3月、日本福祉大学経済学部を卒業し、株
式会社ダイエーに入社。1998年よりホテルセントラーザ博多へ出向となり、
宿泊部門全般を中心にブライダル、マーケティングの部門長などを歴任した
後、副総支配人、総支配人に就任。2006年5月からはオリエンタルホテル広
島（旧 広島ワシントンホテルプラザ）のリブランディングを担う開業責任者、
2006年10月より総支配人に就任。2015年1月、神戸メリケンパークオリエン
タルホテル兼オリエンタルホテル広島の総支配人として着任。現在は、株式
会社ホテルマネージメントジャパン 運営本部長（2018年1月～）、神戸メリ
ケンパークオリエンタルホテル社長（2019年1月～）として尽力。

↓

―大学卒業後は、どのような仕事に就かれたのですか。
ケンパークオリエンタルホテルなど国内に20のホテルを運営
地元で就職したいという想いがあり、スーパーマーケット
する株式会社ホテルマネージメントジャパンの運営本部長も
の全国チェーンで一大企業であった株式会社ダイエーに入社。 務めています。グループホテルの総支配人たちに助言を行う
宮崎県に着任し、紳士服の販売に携わりました。ダイエーは
ため、全国を飛び回っている毎日です。
人を育てる風土が根付いていて、充実した研修・社内試験制
度に加え、上司やパートさんなどベテランの方のサポートが
手厚かったんです。その環境のおかげで、入社から3年間での
成長は自分でも驚くほどで、精神的にもかなり鍛えられました。
そして管理職試験に合格してすぐの頃、ダイエーの傘下だ
った「ホテルセントラーザ博多」への出向が決まりました。
業界は違えども、お客様を大事にするホスピタリティの精神
は同じ。ホテル勤務でも「こうしたらもっと良くなるのでは」
―神戸メリケンパークオリエンタルホテルに着任以来、精力
と感じたら積極的に提案しました。それらを周囲の協力を得
的にリニューアルを手がけていらっしゃいますが、印象的
ながら実現する中で、頼られたり、認められたりすることが
な出来事を教えてください。
増え、自ずと結果が付いてきたと思います。その頃にはホテ
着任時のホテルの印象は一言でいうとロケーションの良さ
ルの魅力にどっぷりハマっていましたね。
が生かされていなく、“もったいない”と感じたことです。そ
―職場が、スーパーマーケットからホテルへ移り、現在に至
こで、私は「従業員が大切な人に自信を持って薦められるホ
るまでの歩みを教えてください。
テルにしよう」と決心しました。そうして手掛けた一つが、
38歳の時、オリエンタルホテル広島のリブランディングを
最上階にあるBARの全面改装です。山側のルーフトップバル
牽引する開業責任者に抜擢。この時にお仕事させていただい
コニーを改装してオープンエアでもベイエリアの夜景が楽し
たのは、日本を代表するインテリアデザイナーの内田繁氏や
めるようにし、こだわりのカクテルも揃えました。
フランス料理界の重鎮である小沢貴彦シェフなど錚々たる
270度を海に囲まれた絶好のロケーションを最大限に活か
方々。通常では出会えない方たちと新しいホテルを一から創
しただけでなく、機能面にも手を加え、神戸のライブハウス
り上げました。
「チキンジョージ」の協力で音楽イベントも開始。若手から
他にも、お客様視点のサービスを提供するために上顧客の
ベテランミュージシャンまで出演してくださり、お客様に大
方の声も伺いながら具現化していきました。ホテルマンより
変好評いただいています。さらに、広島で知り合ったDJの方
もさまざまなホテルに滞在し、あらゆる体験をしていますか
に協力いただき、ディスコパーティーも定期的に実施してい
ら、経験値が高く説得力がありますよね。この経験で外部の
て、面白い取り組みだとマスコミに紹介され注目を浴びまし
方々と接する力と、これまでやって来たことに対する自信が
た。
つきました。ホテル業界は意外と視野が狭くなりがちで、総
また、正面玄関でお客様を出迎える鬼瓦は、阪神・淡路大
支配人の立場でも外部との接点がなかなかないのが実情。そ
震災で全壊した旧オリエンタルホテルから受け継いだ“守り
の中で、自分は運やタイミング、そして人に相当恵まれてい
神”です。旧オリエンタルホテルは神戸開港時に建てられ、
たと思います。
神戸の発展を見てきた宝。震災を乗り越えた「鬼瓦」は当ホ
その後、神戸メリケンパークオリエンタルホテルに移り、
テルの倉庫に厳重に保管していたのですが、2017年の神戸開
2018年1月からはオリエンタルホテル広島をはじめ神戸メリ
港150年を機に玄関に設置しました。神戸の平和を守り続け

仕事の面白さを多くの人に伝
ホテルマンの地位向上、ホテ
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周囲270度を海に囲まれている「神戸メリケンパークオリエンタルホテル」

るシンボルとして、そして当ホテルも神戸とともに歩んでい
きたいという願いを込めています。神戸の文化を支え、世界
中から訪れる人々にPRし、まちに貢献する―それがある
種の公益性をもった存在であるホテルの役割だと考えていま
す。鬼瓦を見るたびに、今後も地域発展のために愛されるホ
テルづくりを進めなければと身が引き締まる思いです。
―大学時代はサークル活動に没頭されたそうですが、その経
験は仕事にどう活かされていますか。
もともと身体を動かすのが好きで、スポーツ研究会に入部
しました。先輩の半数以上が社会福祉学部の学生だったため、
福祉の観点で子どもにスポーツを通じて健康になってもらう
ことを目的とした会でした。バレーボールやバスケットボー
ルなど毎年種目を変えて実施するスポーツ研究会主催の球技
大会をはじめ、水泳合宿、スキーツアーとイベントづくし。
地域の子どもたちや学内の他サークルの学生が参加するので、
↓

え、
ルの存在価値向上に努めたい。
いつも大所帯でした。なので、大人数の参加者をまとめた経
験は今の仕事に活きていますよね。しかも、イベントではほ
とんどが初対面の人とのコミュニケーションでしたから。社
会人になった時に転勤に抵抗なく、全く知らないコミュニテ
ィでも力を発揮できたのは、この賜物だと思います。サーク
ルに入っていなかったら、親しい友人だけの限られたコミュ
ニティの中だけで過ごしただけで、こういう考えにはならな
かったかもしれません。また、活動を通じて人に教える難し
さや嬉しさを実感し、
「もっと上達させるにはどうしたら良
いか」とよく考えていましたね。水泳指導員の資格を取得す
るなど、自分ができることはすぐ行動し、活かす習慣が身に
付いたように思います。現在の「お客様のために」
、
「地域の
ために」という視点は、大学時代に培ったものと言っても過
言ではないです。
―2020年東京オリンピックを目前にホテルの建設ラッシュが
続いていますが、ホテル業界および観光産業の将来をどう
お考えですか？
ホテル業界の未来は非常に明るいと思います。理由の一つ
が外国人旅行者の増加です。外国人旅行者数の世界トップで
あるフランスは約8,600万人。日本はその3分の1程度ですが、
追いつく日が来てもおかしくはありません。そんな中、私は
より日本らしさを求める外国人旅行者が増えると考えていま
す。日本は中国、台湾、韓国などアジア圏からの旅行者が大
半で、買い物が一番の目的のような印象もありますが、ヨー

ホテル正面玄関に鎮座する「鬼瓦」は、高さ180㎝×幅160㎝と存在感たっぷり

ロッパから来た方たちは味噌汁を飲むなど日本ならではの食
事や名所を楽しむことに重きを置いています。なので、ホテ
ル側は伝統ある日本食やお土産を充実させ、外国の方が気付
いていない日本の魅力を提案することが求められているので
はないでしょうか。
また、課題としてはホテル業界の人手不足が挙げられます。
ホテルを新設しても働き手がいない。それはホテル業界の地
位の低さが原因かもしれません。ホテルマンの地位向上、ホ
テルの存在価値向上が進めば、大きく変わると思います。私
はホテルマンほど楽しい仕事はないと感じています。ビジョ
ンに沿ったアイデアを実現させ、成功すれば好循環していき
ますから。しかも、ホテルには多彩なジャンルの職業に就く
お客様が訪れ、その数は膨大。これらをネットワークと捉え
れば、非常に魅力的で面白いことが実現可能です。ホテル業
界はチャンスに溢れていることを、今後も多くの人に伝えて
いきたいと思っています。
―同窓生、在学生にメッセージをお願いします。
私が青春時代を捧げたスポーツ研究会のメンバーとは、先
輩や後輩も含めて今でもつながっています。広く考えれば、
日本福祉大学の学生、同窓生、教員、職員の皆さんも、私た
ちと同じホスピタリティをお持ちだと思います。人が好きで、
社会に貢献することが好きという方が多いでしょうから。
2020年11月には、当ホテルで大学セミナーを開催していただ
くことが決まっています。皆さんには、ぜひこの機会にセミ
ナーにお越しいただき、会場からの素晴らしい眺望をご覧い
ただきたいですね。

◆◆◆◆ お知らせコーナー ◆◆◆◆
あの頃にお帰りなさい！

神戸メリケンパークオリエンタルホテルで会いましょう
！
多くの方々のご参加をお待ちして

います。詳しくは日本福祉大学
同窓会ホームページで紹介して
いきます。
日本福祉大学同窓会設立65周年記念

第３２回 日本福祉大学社会福祉セミナー
in ひょうご・ＫＯＢＥ

〈日本福祉大学・日本福祉大学後援会・兵庫県地域同窓
会・近畿地域ブロック同窓会共催〉
日時：2020年11月21日（土）
場所：神戸メリケンパークオリエンタルホテル
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町5-6
公式HP https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/
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佳山 明さん
1994年10月14日生まれ。大阪府出身。
生まれた時に、脳性麻痺となる。2013年4月日本福祉大学社会福祉学部へ
入学し、2017年3月同学部を卒業。社会福祉士の国家資格も取得。映画
「37Seconds（サーティセブンセカンズ）」において、身体に障害を持つ女性
たちを日本全国で一般公募し、約100名の応募者の中からHIKARI監督に見
出され主役に抜擢。本作が演技初挑戦となる。

（2020年1月 東京都内にてインタビュー）

―日本福祉大学に進学した理由を教えてください。
子どもの頃から福祉に携わりたいという思いと、進学にあ

フの方とお話をさせていただきましたが、どのくらいの時間
だったかは緊張していて覚えていません。受かるとは思って

たって、福祉を学ぶなら専門大学がいいという思いから、入

いなくて、本当にまさか自分がという感覚でした。

学を決めました。中学時代から寮生活をしており、既に親元

―映画では佳山さん自身の境遇が一部エピソードとして描か

を離れていました。進学することでさらに遠距離になること

れているそうですね。

に不安はありましたが、どちらかと言えば希望の方が大きか

もともとは交通事故による脊髄損傷の女性の物語でしたが、
↓

ったと思います。
―学生時代はどのように過ごしていましたか。

悩 め る 日 々 、 そ れ で も
何 か を 見 つ け る こ と が

大学生活は、とても濃く楽しい日々でした。社会福祉士の
資格取得に向けた勉強をしたり、スクールソーシャルワーク
の課程を履修したり。生活していくことに一杯一杯で大変な
こともたくさんありましたが、友人にも恵まれ、学びを深め
ていく過程自体がとても楽しかったのを覚えています。また、

脳性麻痺である私のさまざまを汲み取ってくださり、監督が

ヘルパーサークルに所属し、障害のある方やヘルパーの方と

脚本を書き直してくださいました。そうした自分のエピソー

交流したり、ほかにも学習支援の活動や災害ボランティアに

ドが盛り込まれることはありがたいという思いと、一方で気

も参加したりしました。

恥ずかしさもありますね。演技については、小学生の頃の朗

災害ボランティアは、東日本大震災の被災地へ2度行きま

めてです。それでも制作期間中は、リハーサルや役作りなど、

支援。傾聴ボランティアとして現地を訪問し、被災状況を目

皆さんがとても丁寧に教えてくださり、初めての私に、温か

にしたり、生の声を聞かせていただいた時はとても胸が苦し

く、ときに熱く接してくださいました。そうした共演者の皆

くなりました。でもその一方で、障害がある私でも、少しで

さんに支えていただきながら、とにかく必死についていきま

も被災された方の力になれるのであればという気持ちもあり、

した。

「話を聞いてくれてありがとう」と迎えていただけた時は

演じるということが、何がどこまでかということを考える

嬉しかったですね。ボランティアで集まった全国各地の学生

とわかりませんが、自分としてどこまでできただろうかと作

たちと交流を持てたことも大きな経験でした。

品を観て反省もしたりします。観るたびにいろいろな思いを

―「37Seconds」のオーディションに参加されたきっかけ、

抱きますが、それでも、役を演じている自分も結局は自分で、

オーディションの様子を教えてください。

共演者の方から、
「ユマはメイであり、メイはユマなんだよ」

参加することで「何か見えてくるものがあったらいいな」

と仰っていただいたことは、今も心に残っています。

という思いが一番大きかったですね。参加条件は障害があり、

7

読や中学生の文化発表会くらいで（笑）
、本格的な演技は初

した。2013年の「いわてGINGA-NETプロジェクト」の復興

―映画作りや表現を通して、自分の中で変わったことはあり

車椅子ユーザーだったと思います。オーディションは書類

ますか。

選考と一部台本をいただいてのアクティング。監督やスタッ

役作りだけでなく、皆さんと一緒に出掛けたり、人生につ
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共感していただけるのではないでしょうか。学生時代、私は
大学で、
「福祉は普段の暮らしの幸せ」と学ばせていただき
ましたが、この映画にもそうした幸せやさまざまな生き様が
描かれていると思います。
私自身、いろいろなことを悩みながら生きてきました。生
きづらさも感じてきました。それでもたくさんの方に支えて
いただいて、ここまで生きてこられたと思っています。日本
福祉大学には障害のある学生さんや何かしらの当事者である
方も多いと思います。その抱えるものは人それぞれですが、
大きな不安要素だったりすることもあるでしょう。障害のあ
る方であれば、それだけもがくこともあるし、社会に出れば
すごく不安を感じるのも正直なところです。でも、なんて言
ったらいいのかな、それでも“大丈夫” って言いたいですね。
福祉ってすごい温かくて素敵なものなので。私自身がまだ悩
映画「37セカンズ」撮影現場にて。

みの途上にあって安易なことは言えませんが、でも、行動す
れば新たな人との出会いがあります。悩みながらでも歩みを

いて語り合ったり、そうして過ごした時間のすべてがとても

止めなければ何かが見えてくるということは、自分自身に言

貴重で印象深く、皆さんからたくさんの学びをいただきまし

い聞かせています。

た。それらの日々は、演じるということも含めて、自分をす

―今後の目標、夢を教えてください。

ごく見つめてきた過程でもありました。うまく言葉で表現し

今は壮大な経験をさせていただいている真っ最中で、まだ

きれませんが、本当に大きく変わったんです。それはまさに

はっきりと答えられませんが、これまでの福祉の学びや、今

現在進行形で変化していて、壮大で、毎日が珠玉のような

回の経験などを踏まえて、自分ができることをしていきたい

日々の連続だったなと感じています。ベルリン国際映画祭で

という思いが強いです。その上で、広い視野や視点を持って、

も、まさか自分がこのような機会をいただいて、こんな経験

グローバルに活躍できる人になれたら、とも思っています。

ができるとは思ってもいなかったので信じられない気持ちで

自分の中にはいくつか興味のある分野はあります。もっと学

したし、上映後に観客の皆さんが立ち上がって、万雷の拍手

びを深めたい、大学院で研究もしてみたい、留学してみたい…。

をいただけて感無量でした。2つの賞（ベルリン国際映画祭

今回のような表現についても機会をいただけたらありがたい

↓

かな、とも思っています。そんな自分の学びや経験を通して

歩 み を 止 め な け れ ば
で き る は ず 。

得た福祉や芸術、表現などに強い関心を持っている感じ
です。

◆◆◆◆ お知らせコーナー ◆◆◆◆
のパノラマ観客賞・国際アートシアター連盟賞）をいただけ
たのも、必死に皆さんと制作した過程があったからこそで、
産みの喜びってあるんだなと振り返ったりします。
―この映画を通して、皆さんにどのようなことを伝えたいで
すか？
この映画は、障害のある主人公を実際に障害のある当事者
が演じた物語であり、いろいろな背景を持った多様な人々が
登場している物語でもあります。そうした多様な人と人との
出会いや関わり合いの中で成長していく過程が描かれている
作品で、障害や社会のあり方を考えていただくきっかけにな
ればいいなと思っています。また、障害の有無に関わらず、
いろいろな人の生き様や人の心の中にある温かさなど、観て
いただいた方に、何かしらの共感が生まれる物語だとも思っ
ています。さらには、観ていただいた方にとって、この作品
がポジティブなパワーやエネルギー、希望の光になったら嬉
しいですね。

『37 Seconds（サーティセブンセカンズ）
』
第69回ベルリン国際映画祭

パノラマ部門 パノラマ観客賞・国際アートシアター連盟賞

ダブル受賞

生まれた時に37秒 間 呼 吸が止まっていたことが原 因で
脳 性 麻 痺となった23
歳 の 貴 田 ユマ。親 友
の 漫 画 家 のゴーストラ
イターとして働き、シン
グルマザーで異 常なま
でに 過 保 護な母 の 恭
子との生 活に息 苦しさ
を感じていた ユ マは、
ある出 会 いをきっかけ
に自らの力で“新しい世
界”を切り開いていく。

―同窓生、在学生の皆さんにメッセージをお願いします。
この映画は、福祉につながる作品だと思っているので、日
本福祉大学の同窓生や在学生の皆さんにはいろいろな場面で

～絶賛上映中～
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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

−2019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。

●千葉刑務所見学会

●災害ソーシャルワーク入門

●綿ゼミ in 中部

◇ 2019年度に開催された地域学習会
地域学習会日程
2019年6月15日
（土）
・16日
（日）

名古屋市

企画名
第28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〜

2019年 6月24日（月）

千葉市

2019年 7月13日（土）

名古屋市

2019年 7月13日（土）

大阪市

災害ソーシャルワーク入門

2019年 7月27日（土）

大阪市

大人の発達障碍・精神障碍のある人との関わり方

2019年 8月31日（土）

大阪市

高齢者・障がい者を地域で支える 〜犯罪を防ぐために福祉職にできること〜

2019年11月2日
（土）
・3日（日）

名古屋市

2019年11月 2日（土）

東京都

帝京大学とともに児童養護施設の訪問を通して子どもたちの未来を考える

2019年11月 3日（日）

福岡市

本当はおもしろい！ 国試科目の学び方、いかし方（地域学習会IN福岡）

2019年11月 9日（土）

大阪市

障害児者の親なき後の地域生活設計について 〜ライフステージ毎の課題〜

2020年 1月 4日（土）

名古屋市

2020年 1月18日（土）

福井市

事情 抱えた児童と社会的養護 〜安心して生活していくために〜

2020年 2月 3日（月）

千葉市

矯正施設の現状 触法障害者の社会復帰と福祉支援を考える

2020年 2月27日（木）

大阪市

高齢者・障がい者を地域で支える 〜犯罪を防ぐために福祉職にできること〜 事前学習会後の大阪刑務所見学

2020年 2月29日（土）

東京都

地域包括ケアにテクノロジーが必要な理由

2020年 3月 7日（土）

東京都

福祉における分身ロボットの活用方法を考える 〜オリヒメと社会的弱者〜

2020年 3月 7日（土）

東京都

論理的な文書作成の方法を学ぶ

2020年 3月 8日（日）

9

開催地域

綿ゼミin中部「人材が育つ職場環境とは」

第29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〜

精神・発達障碍のある人の「きょうだい」のストレングス、しんどさ、そして、自己実現

中国・四国 司法福祉におけるソーシャルワーカーの役割

2020年 3月14日（土）

東京都

2020年 3月14日（土）

名古屋市

日本福祉大学同窓会会報 124号

千葉刑務所見学会 再犯防止と円滑な社会復帰へと繋げる支援を考える

社会福祉法人・施設の地域貢献と、施設におけるテクノロジー活用を現場で学ぶ
親亡き後を「専門職」がどう支援するか 〜制度を使うべきなのかどうか〜

「スウェーデン研修」公開講座 2020 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：2020年6月6日（土）13：30 〜15：30（開場 13：00 〜）

※講座終了後の15：45 〜、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（〜16：30終了予定）。

◯ 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： 70名
◯参加費：無料
◯会場： FORUM8（フォーラム8）773会議室（東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル） ☎ 03-3780 -0008
JR「渋谷」駅ハチ公口 徒歩5分 ／ 東京メトロ線「渋谷」駅1、2番出口 徒歩3分 ／ 井の頭線「渋谷」駅 徒歩3分

◯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：6月1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

koukaikouza@ml.n-fukushi.ac.jp ／ ☎ 0569 - 87-2932

日本福祉大学大学院社会福祉学専攻（通信教育）同窓会について
日本福祉大学大学院社会福祉学専攻（通信教育）では同窓会が運営されています。2019年度も総会および大学院（現役
生）との合同企画を行いました。
●2019年度総会（第13回）
日時：2019年8月31日（土）
場所：日本福祉大学名古屋キャンパス北館6階

●大学院との合同企画
日時：2019年8月31日（土）
場所：日本福祉大学名古屋キャンパス北館6階

来賓として大学院社会福祉学研究科長田中千枝子先
生、大学院社会福祉学専攻（通信）主任青木聖久先生
より祝辞をいただきました。議案の審議を行い、同窓
会役職者が新しくなったため引継ぎを行っています。
また、実情に合った同窓会のあり方を検討しています。

「社会福祉とは何か－歴史、人権、共生、運動性の視点
から問う」をテーマとして永岡正巳先生に記念講演をし
ていただきました。その後には研究と実践に役立てるた
めのグループディスカッションを行い、各分野から現状
を報告し全体で共有しました。
合同企画後に現役生、修了生、教職員参加の懇親会
も開催されています。

訃 報

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

平田稲次郎さん

1955年中部社会事業短大／2019年4月ご逝去

庄司 秀夫さん

1980年社会福祉学部／2017年11月ご逝去

武田 善臣さん

1956年中部社会事業短大／2019年9月ご逝去

中村 節子さん

1988年社会福祉学部／2019年8月ご逝去

室田

1958年中部社会事業短大／2019年4月ご逝去

紫

1989年社会福祉学部／2019年2月ご逝去

平山 桃子さん

1958年中部社会事業短大／2019年10月ご逝去

本郷 正教さん

2013年通信教育部／2019年1月ご逝去

植松

守さん

1969年社会福祉学部／2019年11月ご逝去

石立 道彦さん

2013年通信教育部／2019年4月ご逝去

米本 圭子さん

1971年社会福祉学部／2019年10月ご逝去



清さん

典子さん

（卒業年次順）
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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。
昨年11月には、日本福祉大学東海キャンパスにて業界研究セミナー講演会が開催され、併せて経済学部同窓会総会が行
われました。総会では過去3年間の活動報告がなされ、
併せて第5期の新役員が選ばれました。今後更に新役員一丸となって、
同窓会活動を盛り上げて行きたいと思います。今後におきましても、卒業生の皆さまのネットワークが広がり、同窓生ひとり
ひとりが「参加してよかった」と思える活動、また在学生の皆さまに少しでもお役に立てる活動を行うことができるよう、様々
な企画を行っていきますので、ご支援の程宜しくお願い致します。

S TAG E

経済学部同窓会 会長

仲原 幹夫

1

本年度の活動報告
● 2019年11月9日（土）
浜松DEふくしと企業関係の同窓生をつなぐ集い〜静岡県地域同窓会との共催〜
場所：ダイニングバー+カフェボイド（静岡県浜松市）
● 2019年11月16日（土）
〜日本福祉大学、経済学部との共催〜
第1部：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」
		
講師：清水 哲太 氏（トヨタホーム株式会社 顧問）
第2部：経済学部特別講義「産業関連と経済学」
		
講師：日本福祉大学 西村 一彦 教授
第3部：経済学部同窓会 総会
第4部：懇親会
本学卒業生25名が経済学部の在学生と共に講演会に参加し、その後の総会において新役
員が選任されました。
経済学部同窓会としては、第4部において在学生徒の業界研究会・情報交換会を行い、
今後就職活動に取り組む在学生と有意義な交流を図ることができました。
● 2020年2月1日（土）
セミナー＆名刺交換懇親会
第1部：セミナー「学童保育に木の家を」〜同窓生の経験からセカンドキャリアを考える〜
		
講師：鈴木 建一 氏
		
（大宝運輸株式会社 取締役営業推進本部長）
		
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
		
場所：気晴亭
本学卒業生でもある鈴木さんから、学生時代のお話や社会人としての経験、「板倉の家」へ
の想いを語っていただきました。社会人として学んだ“物から物ではなく人から人を繋ぐ”という学
びの経験が、現在の社内起業の検討や社会課題の解決に繋げていこうとする意欲になってい
ると感じ、そのベンチャー精神に感銘を受けました。

S TAG E

2

第5期経済学部同窓会役員が決まりました
昨年11月の経済学部同窓会総会にて、下記役員が選任されました。
会

11

長：仲原 幹夫

理事：近藤 宏和

理事：南 直樹

理事：田邉 雄一郎

副会長：遠山 桂

理事：仁木 俊二

理事：川端 正人

理事：石川 愼也

副会長：平松 幸夫

理事：佐橋 道広

理事：鳥居 文孝

理事：村田 敏顕

顧問：井上 隆志

事務局長：荒木 保正

理事：鈴木 健吾

理事：近藤 英夫

理事：上林 哲史

顧問：二村 雅章
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理事：中村 洋介

4

4

4

4

4

4

あんしんして いきいきと ちいきで ふつうに くらせる しゃかい
２０４０年の超少子高齢社会をみつめて

豊富な事例と
多ジャンルの
専門家の知見が
一冊に

愛知県社会福祉協議会会長 日本福祉大学名誉総長

大沢 勝 編著

日本が抱える超少子高齢社会に向け、すべての人が普通に暮らせる社会をめざす「あ・い・ち・ふ・
く
・
し」
シンポジウム
（主催・愛知県社会福祉協議会）
での専門家の提言を１冊にまとめました。書下ろしに加え、
同協議会・大沢勝会長と女優・いとうまい子さん、杉浦記念財団・杉浦昭子理事長との対談も収録。
2019年5月21日発行

B5判変型・並製256頁 定価／本体1,800円＋税
発行：愛知県社会福祉協議会 発売：中日新聞社

※書店・中日新聞販売店・アマゾン等でご購入いただけます。

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。

長野県地域同窓会
「ふくしを合言葉に、つながりを大切に…」 「宝」だと感じます。卒業後の活動を自ら振り返りまとめ、
1966年に設立された日本福祉大学長野県地域同
窓会は、同窓生同士の親睦・交流と、大学や在校生
に対する貢献活動を目的に活動しています。
長野県内4つのエリアごとの活動もありますが、全
県でのイベントも行い、そのつながりは温かなお互い
をリスペクトしあう関係だと感じます。
役員会では毎回近況報告を行いますが、これが
一番お互いを知り、学び合える交流の時間です。福祉、
医療、行政や一般企業など所属は様々ですし、通信
卒の方もいて、幅も奥も深い内容ばかりです。プライ
ベートな報告に笑いあり涙あり…この時間が楽しみで
参加される役員もいる位です。
毎年総会後に開催している同窓会セミナーでは、
同窓生や大学の先生を講師とした講演会、同窓生に
よる実践報告会・研究発表会、在校生によるソーシャ
ルワーク実習長野クラス実習報告などを内容として
開催しています。実践報告や研究発表は「論集」と
してまとめ2019年度で第10号の発行となりました。
この「 論集 」は長野県同窓会が積み上げてきた

長野市でのボランティア活動

伝えていくことは、まさに日福で学んだ力なのでしょう。
先輩諸氏に交じって若い同窓生の発表も輝いています。
2018年度からは、新たな試みとして、セミナー最後
に同窓生と在校生でのグループワークの時間を設け
ています。お茶とお菓子を広げリラックスした雰囲気
で、学生たちが実習現場で感じたり悩んだり、何だか
変だな！と疑問に思った事を、実習指導者とは違う立
場で意見交換しました。学生さんのまっすぐな意見
に、背筋を伸ばさなくてはと刺激を受けた同窓生が
いたのではないでしょうか。きっかけは、松本オフィス
の「実習後の学生たちの声から、消化しきれない実
習の悩みがある事」という報告からです。いいつなが
りになりました。
長野県は愛知県に隣接することもあり、現在3,793
名の卒業生がいます。1985年の犀川スキーバス事
故の際は、声を掛け合い、救援活動を行い、昨年の
台風19号では、被災地支援のボランティア活動も行
いました。これからも、
「ふくし」を合言葉に「つなが
り」を大切にした同窓会でありたいと願っております。

同窓生と在校生のグループワーク

（文責：東條 知子）

長野県地域同窓会セミナー

次回は福岡県地域同窓会です。
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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

北海道 北海道地域同窓会

岩手県地域同窓会

開催日（2020年）

9月26日（土）

3月28日（土）

会場

未定
矢巾町活動交流センター
「やはぱーく」

東北

⃝「物好き者の集い」
⃝講演会
演題：
「スケッチブック〜供養絵をめぐる物語〜について
（仮）
」
講師：ちば るりこ 氏（小川未明文学賞受賞、作家）
⃝会員近況 ⃝卒業を祝う会 ⃝懇親会

山形七日町ワシントンホテル

⃝総会
⃝学習会
演題：
「未定」
講師：日比 眞一 氏（東北公益文科大学准教授、同窓生）
⃝懇親会

ラ・プラス青い森

⃝講演会

7月4日（土）

青森県地域同窓会

8月29日（土）

関東ブロック
地域同窓会

主婦会館プラザエフ7階
3月28日（土）
「カトレア」

東京地域同窓会

4月18日（土）

国立ハンセン病資料館／
国立療養所多磨全生園

⃝施設見学会

神奈川県＆東京
地域同窓会

4月25日（土）

神奈川県立七沢森林公園

⃝森林セラピー

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：
「認知症の当事者から学ぶコミュニケーションとケアの方向」
講師：中島 民恵子 先生（福祉経営学部〈通信教育〉准教授）
⃝総会 ⃝懇親会

ホテルシーズン

⃝講演会
演題：
「子どもの貧困をめぐる状況と今後の課題
〜親から子どもへの貧困の連鎖を断ち切るために〜」
講師：後藤 澄江 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝総会 ⃝懇親会

茨城県地域同窓会

5月9日（土）

5月10日（日）

⃝総会

⃝懇親会

⃝卒業を祝う会 in 関東
⃝懇親会（この企画はすでに募集終了しております）
⃝懇親会

関東

千葉県地域同窓会

5月17日（日）

ハロー貸会議室千葉駅前

⃝講演会
演題：
「地域共生社会の理想と現実
〜次世代型の福祉実践；Diversity and Inclusion〜」
講師：綿 祐二 先生（福祉経営学部長、教授）
⃝総会 ⃝懇親会

東京地域同窓会

6月20日（土）

鉄道弘済会 弘済会館

⃝講演会
演題：
「パラリンピックの楽しみ方」
講師：藤田 紀昭 先生（スポーツ科学部長、教授）
⃝総会 ⃝懇親会

7月11日（土）

さいたま市内

⃝総会
⃝講演会
演題：
「環境問題と生物多様性保全〜知多半島での活動を中心に〜」
（予定）
講師：福田 秀志 先生（副学長、健康科学部教授）
⃝懇親会

群馬県地域同窓会

8月29日（土）

群馬県社会福祉総合センター／
鳥魚炉

⃝講演会
演題：
「きょうだいという『もうひとりの当事者』
〜障がいのある人の家族である前に自らの人生の主人公として〜」
講師：青木 聖久 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝総会 ⃝懇親会

東京地域同窓会

9月26日（土）

北信越ブロック
地域同窓会

3月28日（土）

埼玉県地域同窓会

東海
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内容（講師所属は2020年3月現在のものです）

⃝コンパしますⅡ

山形県地域同窓会

神奈川県地域同窓会

北信越

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。

Beステーション凛
（就労継続支援B型）

⃝施設見学会

⃝懇親会

富山オフィス／
富山駅周辺

⃝卒業祝賀・交流会

⃝卒業記念懇親会

静岡県地域同窓会

5月17日（日）

クーポール会館

⃝講演会
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）
⃝総会 ⃝交流会

北尾張地域同窓会

5月23日（土）

名古屋キャンパス

⃝講演会
演題：
「対人援助サービスに活かす回想法」
講師：来島 修志 先生（健康科学部助教）
⃝総会 ⃝交流会

三重県地域同窓会

5月24日（日）

みやま亭

⃝交流会

西三河／碧海
地域同窓会

5月30日（土）

ベジトルノ

⃝懇親会（KATCH 同窓会 in May）

岐阜県地域同窓会
飛騨支部

6月28日（日）

高山市総合福祉センター／
高山市内

⃝総会

⃝高山街歩き（ガイド付き）

名古屋地域同窓会

7月11日（土）

名古屋キャンパス

⃝総会

⃝講談寄席

東海ブロック

7月11日（土）

名古屋キャンパス

⃝第2回公務員同窓生の集い
⃝総会
⃝講演会
演題：
「児童虐待をめぐる現状と課題

〜A児童相談所の調査研究から〜」
講師：渡邊 忍 先生（社会福祉学部教授）
⃝懇親会

西尾張地域同窓会

8月16日（日）

尾張一宮駅前ビル（iビル）

東海ブロック・
あすなろ会

8月22日（土）

浜松市福祉交流センター（予定）
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⃝親睦懇親会

「第5回東海4県教職員 静岡県の集い」
⃝講演会 ⃝実践報告 ⃝交流会

ブロック ブロック・地域同窓会・認定同窓会

近畿ブロック
地域同窓会

開催日（2020年）

会場

3月28日（土）

梅田スカイビル タワーイースト
36階スカイルーム1・2

内容（講師所属は2020年3月現在のものです）

⃝卒業お祝い式＆交流会 in 関西2020

近畿
中国

大阪地域同窓会

4月11日（土）

大阪サテライト

⃝医療ソーシャルワーカーの集い

大阪地域同窓会

5月17日（日）

肉炉端ロバート

⃝てんしばBBQ大会 2020

6月20日（土）

彦根勤労福祉会館

⃝講演会
演題：
「ライフステージを繋ぐサービス利用について
〜社会福祉の現場実態に即して〜（仮）」
講師：綿 祐二 先生（福祉経営学部長、教授）
⃝総会 ⃝懇親会

兵庫県地域同窓会

7月25日（土）

神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル

⃝総会
⃝講演会
演題：
「人生100年時代に向き合う〜新たな生き方暮らし方〜（仮）
」
講師：藤森 克彦 先生（福祉経営学部〈通信教育〉教授）
⃝同窓生実践報告 ⃝懇親会

中国ブロック
地域同窓会

3月29日（日）

日本生命岡山第2ビル
新館地下1階会議室／
居酒屋 どどど

⃝卒業お祝い記念 中国ブロック交流会

岡山県地域同窓会

5月23日（土）

倉敷・酒津公園

⃝異業種交流会（バーベキュー）

鳥取県地域同窓会

米子市福祉保健総合センター
6月20日（土） 「ふれあいの里」／
肉炉端 弁慶米子店

滋賀県地域同窓会

朝日訴訟記念展示室

⃝朝日訴訟記念展示室見学会

3月28日（土）

にぎたつ会館「桂の間」

⃝卒業を祝う会 四国ブロック交流会

高知県地域同窓会

6月27日（土）

高知会館

⃝講演会
演題：
「子どもの貧困とスクールソーシャルワーカーの役割」
講師：野尻 紀恵 先生（社会福祉学部教授）
⃝総会 ⃝懇親会

九州・沖縄ブロック
地域同窓会

3月28日（土）

福岡オフィス／
Water site.OTTO

⃝卒業お祝い記念大交流会 in 九州

鹿児島県地域同窓会

7月11日（土）

鹿児島県社会福祉センター

⃝講演会
演題：
「パーソナリティー障害について理解と対応の仕方」
講師：早川 すみ江 先生（子ども発達学部准教授）
⃝総会 ⃝懇親会

宮崎県地域同窓会

8月8日（土）

ホテルメリージュ

⃝講演会
演題：
「未定」
講師：大神 のりえ 氏（インド国際子ども村「ハッピーベリー」代表）
⃝総会 ⃝懇親会

7月4日（土）

東海キャンパス

⃝総会＆ホームカミングデー

パシフィックホテル沖縄

⃝交流会

岡山県地域同窓会
四国

四国ブロック
地域同窓会

10月10日（土）

⃝講演会
演題：
「子どもたちが自分らしく居られるためにできること
〜ジェンダー・セクシュアリティの多様性〜」
講師：吉野 真紀 先生（子ども発達学部准教授）
⃝総会 ⃝懇親会

九州・沖縄
認定
同窓会

学部等 看護学部同窓会
昭和46年度卒
社会福祉学部Ⅰ部
同期同窓会

5月11日（月）
・12日（火）

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。

2020年度 日本福祉大学セミナー・講演会のご案内
※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

6月21日
（日）

名古屋市

7月12日
（日）

岐阜
（岐阜市）

7月12日
（日）

三重
（四日市市）

7月18日
（土）

会場

登壇講師

名古屋ガーデンパレス

未定

岐阜グランドホテル

渡辺 崇史（健康科学部教授）

プラトンホテル四日市

山口 桂子（看護学部 学部長）

福岡
（福岡市）

オリエンタルホテル福岡博多ステーション

川名 紀美（客員教授）

8月2日
（日）

岡山
（岡山市）

ホテルグランヴィア岡山

小林 洋司（社会福祉学部准教授）

8月22日
（土）

長野
（長野市）

ホテルメトロポリタン長野

中村 信次（学長補佐） 新美 綾子（看護学部准教授）

8月23日
（日）

富山
（富山市）

オークス・カナルパークホテル富山

9月12日
（土）

山形
（山形市）

ホテルメトロポリタン山形

末永 和也（福祉経営学部助教）

9月13日
（日）

東京
（千代田区）

主婦会館プラザエフ

尾林 和子（福祉経営学部教授）

9月19日
（土）

大阪
（大阪市）

法音寺大阪支院

原田 正樹（副学長）

9月20日
（日）

静岡
（浜松市）

オークラアクトシティホテル浜松

金澤 泰子・金澤 翔子

神戸オリエンタルホテル

未定

11月21日
（土）

兵庫県
（神戸市）

（予定）堀 美和子（子ども発達学部准教授）

NIHON FUKUSHI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NEWS No.124

14

予 告

「日本福祉大学社会福祉セミナー2020 inひょうご・ＫＯＢＥ」
〈日本福祉大学同窓会設立 65周年記念事業〉

「神戸からひょうごから、そして日福から！日本そして世界へ！」
～チャレンジする人々へのメッセージ～
今回で32回目となる日本福祉大学社会福祉セミナーを、
神戸市で開催いたします。11月、三連休初日となる
秋の神戸へ、皆さまのご参加をお待ちしています！
日

時 ： 2020年11月21日
（土）13：00～16：45

会

場 ： 神戸メリケンパークオリエンタルホテル

参 加 費 ：無料（どなたでも参加いただけます）
※セミナー後、
同会場にて同窓会設立65周年記念事業を兼ねた懇親会（有料）を開催いたします。
兵庫県地域同窓会、大阪サテライトを中心に実行委員会を結成し、詳細を検討中です。次回同窓会会報
（８月発行予定）にてあらためてご案内いたしますが、Facebook ページでは随時、進捗をお知らせして
います。FaceBookをご利用の方は、ぜひ「いいね！」とご登録ください。
専用 Facebookページ ＞ https: //www.facebook.com/nfu2020.kobe/ ▶▶▶

日本福祉大学同窓会設立65周年を祝い、記念事業に集いましょう！
日本福祉大学同窓会は、
「夢・知恵・元気を育むヒューマン・ネットワーク同窓会」として、全都道府県に57地域同窓会
（愛知県は10地域同窓会）が設置され、学部・学域等の同窓会と同期、ゼミ
・サークル等の認定グループ同窓会を合わ
せて、年間 200件を超える事業が各地で行われています（同窓会ホームページをご覧ください）。
5年後の70周年には、10万人の同窓生が活き活きとつながり、同窓生の活躍と、社会、母校の発展を支える同窓会
づくりを目ざしています。
このたび、日本福祉大学、日本福祉大学後援会、兵庫県をはじめとする近畿ブロック地域同窓会の皆さまのお力添えに
より、日本福祉大学同窓会設立65周年記念事業としても、上記セミナーが開催されます。
全国の同窓生の皆さま、お誘い合わせの上、11月21日
（土）
のご参集をご予定ください。

公
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示

日本福祉大学同窓会

2020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：2020年6月13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 1．2019年度事業報告について
2．2019年度収支決算について
3．2020年度事業方針・事業計画について（案）
4．2020年度収支予算について（案）
5．その他

○開催日：2020年6月14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
1．2020年度地域ブロック事業計画の意見交換等
2．
その他
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※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。

第31回

日本福祉大学社会福祉セミナー in山形

開催報告

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〜

2019年11月16日
（土）
に山形市の「山形国際ホテ
ル 富士東の間」において、
「日本福祉大学社会福
祉セミナー in 山形」を開催しました。当日は同窓生
や地域の方々141名にお集まりいただきました。振り
返ると、山形県地域同窓会は存続の危機にあった
時代を経て、再建を目指し、同窓生が皆でアイデアを
出し合ってきました。それが、大人の修学旅行と称し
た美浜の大学訪問、思い出の DVD 作成、総会時
の面白集合写真等に表れています。
また、山形県の同窓会便りでは、同窓生のリレー
形式の職場紹介、同窓会員を講師とする学習会等
を企画し、楽しく、有意義な会として定着しつつあり

第2部のシンポジウムでは、遊佐町で社会福祉士

ます。そんな時、同窓会本部の水野氏より「大学セミ

事務所代表を務める菅原千佳氏は、成年後見活動

ナーを山形でやってみないか」との話がありました。

を通して、本人の思いを大切に、支えの一人としてつ

これをきっかけに、同窓会員の絆を深め、学習の場と

ながることの大切さを語っていただきました。南陽市

するには絶好の機会と思い、お引き受けすることにな

社会福祉協議会地域包括支援センター長の長谷部

りました。テーマは、
「新時代における地域共生社会

宏行氏は、認知症カフェを活用した孤立を解消する

への取り組み」としました。当初、東北では、日本福

実践報告をしていただきました。山形県地域同窓会

祉大学の知名度はあまり高くなく、集客のため、著名

メンバーで長井市在住の重吉正文氏は、自治会役

人による文化講演会のような形式も検討しましたが、

員として地域共生社会の一翼を担えるのか、自身へ

具体的な学びの場にしようと母校の教授陣による基

の問いかけがありました。最上町長の髙橋重美氏

調講演と、異なる4つの地域圏の代表者によるシンポ

は、町民が主役となる健康な福祉のまちづくり推進

ジウムが妥当ではないか、
との結論に至りました。

についての提言がありました。最後に、4名の登壇者

第1部では原田正樹先生による「地域共生社会

の報告を小松理佐子先生にまとめていただきました。
第3部では藤森克彦先生から、リスクの高い一人

の実現に向けて」という演題で、具体例を挙げなが
らご講演いただきました。

暮らしの増加に対してどのような地域社会を築いて
いくかとの報告をいただき、三世代同居率の高い山
形県でも関心が高いテーマでした。
懇親会では、8種の地酒の飲み比 べ、山形県地
域同窓会の “ あの日へタイムスリップ ” の DVDを上
映しました。その後は、参加者全員での花笠踊りで
盛り上がりました。懇親は二次会まで及び、夜通し語
り合いました。私たち実行委員会がワンチームとなり、
参加された皆さんに “ やまがた愛 ” が伝わったことも
確信できました。次回は兵庫県で是非お会いしましょう。



（文責：第31回社会福祉セミナー実行委員長

新関 正啓）
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同窓 会 開 催 報 告
青森県地域同窓会

開催日●2019年8月31日（土）
会 場●ラ・プラス青い森（青森市）
参加者●17名

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
2019年8月31日（土）に青森市で公開講座を開催しました。厳し
い現状がありながらも、ゼミの卒業生が各地で奮闘している姿を講演
で伝えていただき、大変元気の出る公開講座となりました。懇親会で
は、福祉大で学び過ごした学生時代を思い出すとともに、福祉大卒業
生でよかったと
しみじみ感じら
れた同窓会とな
りました。
 （文責

開催日●2019年6月22日（土）
会 場●駅前あっちゃん（秋田市）
参加者●17名

今年度の総会が開催されました。福島から参加した今野ブロック担
当理事からは、代表者会議の内容について報告があり、また山形最上
オフィスからは、11月16日に山形で開催される大学セミナーの内容
について紹介がありました。地域同窓会としてはセミナーに3名以上
の参加を目指すことや役員改選も承認されました。懇親会には、久し
ぶりの同窓生や札
幌から秋田に転入
したばかりの同窓
生も加えて、お互
いの健康や情報交
換などの話に花を
咲かせることがで
きました。
（文責

「岩手の復興を願いつつ！定期総会開催」
被災後8年となり、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2019年度定期総会が開催されました。会員6名と
委任27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、本年度卒業生を祝う会を開催することを決めま
した。また、同窓会役員の改選を行い、新会長他が選ばれました。


（文責

米谷 恭一）

山形県地域同窓会

鹿野 俊彦）

群馬県地域同窓会
演
講

開催日●2019年8月31日（土）
会 場●群馬県社会福祉総合センター／
鳥魚炉（前橋市）
参加者●22名

題：
「職場におけるコミュニケーション」
師：本間 萌 先生
今年度の総会企画は、本間先生の講演会でした。演題について、な
ぜ難しいと感じるか、フロアから意見がたくさん出て、日頃の関心の
高さがうかがえ有意義な講演となりました。千葉・山梨を除き、関東
各県から参加があり、つながりを強く感じた総会でした。懇親会は、
いつも変わることなく鳥魚炉です。大いに盛りあがり、最後に校歌を
全員で高らかに歌い、会を閉じました。
（文責 今井 芳明）

日本福祉大学同窓会会報 124号

開催日●2019年7月6日（土）
会 場●山形七日町ワシントンホテル
（山形市）
参加者●18名

昨年鶴岡で総会をやった成果か、
庄内から多数の参加がありました。
Oさんは6月18日の日本海沖地震で被災されたにも関わらず駆けつけ
てくれ、同窓会はこうした熱意に支えられているのだと感じました。
学習会は本学の小松理佐子先生に「新時代における社会福祉の課題」
という講演をお願いしました。小松先生は15年以上学生を連れ最上
町でフィールドワークをされてきた実績があり、具体的でわかりやす
い講演でした。フロアからは「個人情報保護法」によって地域活動が
やりにくくなった
等の質問や意見が
多く出されまし
た。なお、写真は
11月16日 の 山 形
セミナーのスロー
ガン“山形愛”を
集合写真で表わし
たものです。
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開催日●2019年8月24日（土）
会 場●矢巾町活動交流センターやはぱーく（矢巾町）
参加者●9名

今 二史）

秋田県地域同窓会



岩手県地域同窓会

（文責

新関 正啓）

埼玉県地域同窓会
演
講

開催日●2019年7月7日（日）
会 場●カルタスホール（さいたま市）
参加者●62名

題：
「貧困の現在、未来のソーシャルワーク（社会福祉）」
師：藤田 孝典 氏（NPO法人ほっとプラス代表理事）
藤田先生からは、
現在の日本においては福祉サービスが細分化され、
その隙間に生きづらい人が多く存在する事や、ソーシャルワーカーが
アクションを起こし社会を変えていかなくてはいけないという内容の
講義で、福祉現場で働く者にとって非常に重要な視点を示していただ
きました。会場内も大変な盛り上がりで、90分では物足りないとい
う声も多く寄せられました。
（文責 湯澤 剛）

同窓 会 開 催 報 告
東京地域同窓会

開催日●2019年6月29日（土）
会 場●公益財団法人鉄道弘済会 弘済会館（千代田区）
参加者●51名

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
公開セミナーは社会福祉学部の横山由香里先生をお招きしました。
先生は東日本大震災で被災した地域住民の健康調査に従事。その体験
を通して災害後の地域で学んだ「人とのつながりと健康」の大切さを
実感。社会格差（所得や教育年数の差等）が「命の格差」や「健康の
格差」を拡大すること、地域とのつながりや社会参加が、健康寿命の
延伸および認知症や寝たきりになっても、安心して暮らせるまちにつ
ながるとまとめられました。総会では年10回の事業計画等を承認し
ました。被災者
救援募金として
21,831円 の 寄
付が寄せられま
した。
（文責

開催日●2019年7月20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●19名

駒木野病院見学会は、関東各県から19人が参加しました。緑が豊
かで高尾山の麓という素晴らしい立地環境のもとで、利用者さん、ス
タッフの皆さまがみな明るく、地域
を大切にし、地域の皆さまが気軽に
訪れ、利用者さんが自信をもって社
会生活ができるようスタッフ全体で
応援する素敵な病院でした。最初に
2班に分かれて病院見学、次に病院
の概要説明、メイン企画としてミニ
講演会、最後に参加者全員が感想を
述べ合いました。
「心
のこもった、質の高
い精神医療」を目の
当たりにし、感動し
た病院見学会でした。
（文責

杉田 哲也）

東京地域同窓会

開催日●2019年10月26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●13名

国営昭和記念公園バーベキューガーデンで「コスモスまつりで
BBQ交流会」を行いました。久しぶりの秋晴れの下、箱根駅伝2020
予選会とも重なり、ものすごい人出にビックリ。多くの家族連れやグ
ループ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
ガーデンは予約人数1600人で、あちこちでジュージュー、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。昨年に続
き2回目の企画に
なりましたが、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
ごしました。


開催日●2019年7月14日（日）
会 場●主婦会館プラザエフ（千代田区）
参加者●25名

東京地域同窓会が初めての「通信教育部在学生と同窓生の相談・交
流会」を開催しました。在学生14人、同窓生10人と川口真実先生も
参加。自己紹介後、3グループに分かれて、日々の勉強方法をはじめ、
試験や実習のこと、国試対策など様々な問題意識が出され、先輩から
のアドバイスや学生同士の情報交換も活発に行われました。ざっくば
らんな雰囲気で大いに話が盛り上がり、熱心なディスカッションがあ
ちこちで。
「これからも先輩や同僚との福祉大ネットワークを構築し
ていきたい」との嬉しい感想が寄せられました。
（文責 杉田 哲也）

杉田 哲也）

東京地域同窓会医療部会



東京地域同窓会

（文責

東京地域同窓会 施設部会

開催日●2019年9月28日（土）
会 場●睦月会Beステーション凛（大田区）
参加者●35名

綿祐二先生が理事長をされている社会福祉法人睦月会は、都内4エ
リア26事業所を展開する法人です。先生方2名のほか関東各県から
33名が参加しました。綿先
生 か ら「 障 害 者 福 祉 領 域 の
ソーシャルアクション」と題
して障害者施設福祉のはじま
りから、「重度障がい者の地
域生活」
「多様性」
「地域協働」
への挑戦、
「高齢化・重度化」
への対応を進める睦月会の
ソーシャルアクションについ
て講演を受けました。その後
施設見学を経て、1階の「ふ・
く・し食堂RIN」で懇親会を
行いました。皆さま素敵な笑
顔で楽しく交流する姿が印象
的でした。 （文責 杉田 哲也）

東京地域同窓会

開催日●2019年11月9日（土）
会 場●高尾山・薬王院（八王子市）
参加者●6名

小春日和の高尾山は紅葉まつりの真っ盛り、登山客の数が半端じゃ
ない！外国からのお客様もあちらこちらに。そんな中
「国試合格祈願・
高尾山参拝ツアー」を行いました。台風19号の傷跡の残る登山道を
登り、高尾山薬王院本殿、本社、奥之院で3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。残念
ながら陽気が良すぎて富士山は霞んでいました。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）

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●2019年11月30日（土）
会 場●主婦会館プラザエフ（千代田区）
参加者●228名

11月30日全国精神保健福祉会連合会（みんなねっと）と東京地域
同窓会とのコラボ企画「精神
障がいと社会的孤立」講演・
シンポジウムを初開催しまし
た。この企画には、同窓生、
在学生はも ち ろ ん、 み んな
ねっと、一般の方も含め228
人が参加。第1部は青木聖久
先生の講演「精神障がいと社
会的孤立〜本人や家族との
32年間追体験を中心に〜」、
第2部はシンポジウム「家族
は家族である前に自らの人生
の主人公」をテーマに当事者
の親の立場、〝きょうだい〟
の立場からそれぞれの想いが
リアルに語られました。


（文責

杉田 哲也）

神奈川県地域同窓会

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。
アンケートの中に「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。
（文責


開催日●2019年7月20日（土）
会 場●東北料理とお酒 北六（横浜市）
参加者●23名

神奈川県地域同窓会は、7月20日（土）の20時〜22時まで通信教
育学生と李先生を囲んでの親睦会を横浜で開催しました。
スクーリング後の遅い時間にも関わらず、李先生やゲスト講師の小
島先生をはじめ、在学生、卒業生など合わせて23名が参加しました。
在学生の通信教育にかける一人ひとりの思いが聞けてとても良かった
です。
（文責 片倉 博美）

演
講

開催日●2019年11月17日（日）
会 場●福祉保健研修交流センター ウィリング横浜（横浜市）
参加者●131名

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〜」
師：金澤 泰子 先生（書家・日本福祉大学客員教授）
先生からは、翔子さんが生まれた当時の喜びとダウン症と告げられ
た時の悲しみ、二人で死を覚悟した時の心境、書家として娘と向き合
い、個展を開催したことをきっかけに様々な人から翔子さんの書が認
められるようになったことなどを話していただきました。一度は絶望
の淵にいた二人が、光を見出した瞬間、「闇の中にこそ、光がある」
と確信したと。
講演会当日はサプライズで翔子さんが現れ、楽しく一人暮らしをし
ていることを笑顔で語ってくれました。また、マイケル・ジャクソン
の曲に合わせて踊りを披露してくれました。
（文責 片倉 博美）

齊木 よしみ）

神奈川県地域同窓会

題：
「障害者福祉とソーシャルワーク」
師：川口 真実 先生
通信教育学生との相談・交流会を開催しました。ミニ講演は川口真
実先生にお願いしました。相談会は7つのグループに分かれて、学習
の仕方や実習の履
習、試験対策、国試
対策、卒業後の進路
などについて活発に
話し合われました。
交流会は中華料理店
で 行 い43名 が 参 加
しました。在学生か
らは「知りたい情報
が聞けて良かった」
「卒業しても参加し
たい」などの感想が
多数寄せられました。
（文責

日本福祉大学同窓会会報 124号

片倉 博美）

山梨県地域同窓会
演

開催日●2019年9月14日（土）
会 場●ホテルやまなみ（笛吹市）
参加者●61名

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
山梨県地域同窓会では母校より綿祐二先生をお招きして、市民公開
講演会および総会・大交流会を開催しました。市民公開講演会では綿
先生の世界に惹きつけられ、英気を養う時間となりました。また、大
交流会は親睦を図り交流の輪を広げる機会となりました。県内をはじ
め県外からも多
くの卒業生、大
学関係者の皆さ
まにご参加いた
だき盛大に開催
できたことにお
礼申し上げます。
（文責
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開催日●2019年8月25日（日）
会 場●第二米林ビル（横浜市）
参加者●53名

演
講



神奈川県地域同窓会

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

篠原 貴志）

同窓 会 開 催 報 告
富山県・石川県地域同窓会
スクーリング公開講義と懇親会

開催日●2019年7月6日（土）〜7日（日）
会 場●金沢市文化ホール／びって！！（金沢市）
参加者●公開講義：3名、懇親会：10名

今年度、富山では通信教育部のスクーリング開催がなかったので、
石川県地域同窓会と共催で、7月6日・7日に行われた金沢でのスクー
リング講義を公開していただきました。テーマは「国際開発と貧困問
題」
。3名が参加し、熱心に受講。興味深い話を聞くことができました。
1日目の講義終了後にはスクーリングを担当された斎藤千宏先生に
もご参加いただき、懇親会！楽しい時間を過ごすことができました。
参加してくださった皆さま、ありがとうございました。


（文責

福井県地域同窓会

田森 万理恵）

開催日●2019年6月15日（土）
会 場●福井県社会福祉センター（福井市）
参加者●32名

演
講

題：
「身体障がい者・高齢者の地域リハビリテーション」
師：山中 武彦 先生、小嶌 健一 先生
公開講演会では、山中武彦先生と小嶌健一先生のお二人を講師とし
てお招きし、地域リハビリテーションについて、身体障がい者と高齢
者の視点からお話しいただき、地域共生社会や地域包括システムにつ
いて学びを深めました。
本人が望む生活を具現化にする為に何が必要になるのか、人との関
わりも含めて事例を通して考えることができました。
講演会の後は総
会を行い、そのあ
との情報交換会ま
であっという間で
したが、こうした
交流を続けていく
ことで、
幅広く「ふ
くし」を広げてい
きたいと思います。


（文責

開催日●2019年9月21日（土）
会 場●富山オフィス／魚民 富山南口駅前店（富山市）
参加者●19名

令和元年最初の総会は、富山福祉短期大学教授の北澤晃先生をお招
きして、臨床美術体験！美味しそうなリンゴを題材に描きました。手
順に沿って描くので、誰でも描けます！書き終わったら、先生が全員
の絵の解説をしてくださいました。同じ題材なのに、それぞれの個性
が出ます。初体験の方がほとんどでしたが、皆さまとても楽しそうで
した。
その後、場所を移して総会＆懇親会。通信の在学生も参加してくれ
て楽しい時間を過ごしました。
（文責 田森 万理恵）

福井県地域同窓会

開催日●2019年11月30日（土）
会 場●福井県社会福祉センター（福井市）
参加者●19名

2019年11月30日、県社会福祉センターにおいて、19名の参加を
得て開催しました。
春の総会に続いて、秋のつどいは同窓生との情報交換会を行いまし
た。福井大学付属病院小児科の病棟保育士・HPS（ホスピタル・プ
レイ・スペシャリスト）と同病院の院内学級（病弱特別支援学校分教
室）教諭が報告しました。
特にHPSは今後の充実強化が望まれる新しい職種であり若者の熱
意やエネルギーが感じられました。報告後の懇親会は、初めての参加
者や若い同窓生
を囲んで盛り上
がりました。若
い同窓生が3名
加わり、少し若
返ったつどいと
なりました。
 （文責

中津 宏）

黒㟢 啓悟）

岐阜県地域同窓会飛騨支部
演
演

開催日●2019年6月23日（日）
会 場●高山市総合福祉センター（高山市）
参加者●16名

題：
「落語＆おもしろ四方山ばなし」
者：丸遊 さん
（中川 淳一 氏 日福大落語研究会第13代会長 現高山市社協職員）
総会審議が滞りなく終了した後、丸遊さんによる落語とおもしろ話
が披露されました。社協職員で
あり同窓会支部役員でもある彼
の落語は福祉施設等への出前高
座が評判で、その巧みな話術に
会場には笑い声が溢れました。
今回の総会には岐阜県東濃東
部支部の青山事務局長、日福大
豊橋オフィスから石川愼也さん
のご参加もあり、その後の茶話
会では貴重なご意見もいただき
ました。
来年度はプロガイドによる
「高山の街歩き」を予定。


富山県地域同窓会

（文責

静岡県地域同窓会東部支部

開催日●2019年3月29日（金）
会 場●ほうずきや（伊豆市）
参加者●8名

今回は普段開催地が遠く参加できないという声に応え、伊豆箱根鉄
道の終点である修善寺駅近くで懇親会を行いました。
参加者は、1960年代の女子短期大学部の方から今年通信を卒業し
地域包括で働くことが決まった方までバラエティに富み、参加者それ
ぞれの現状や学生時代の話で盛り上がりました。
また、参加者家業の庶民的な温泉民宿に、亡くなる半年前の樹木希
林さんが、講演主催者用意の高級旅館を断り宿泊した話が感動的でし
た。
（文責 内野 寿人）

松井 孝喜）
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同窓 会 開 催 報 告
静岡県地域同窓会東部支部

開催日●2019年8月3日（土）
会 場●三島駅近隣居酒屋（三島市）
参加者●12名

静岡県東部地区の交流会を三島駅近くの居酒屋にて開催しました。
伊豆市・三島市・沼津市・富士市在住の方に加え、大学豊橋オフィ
スの石川愼也さん（同窓生でもある）が参加しました。石川さんから
は、大学受験者数の推移や各地域同窓会の話などを聴くことができま
した。
また、今年卒業したばかりの方や現役学生、昭和50年代に卒業さ
れた方など様々な年代の方々で、各時代の思い出や情報交換が活発に
なされ、記念撮影後に日本酒の利き酒などをし、三次会まで話は続き
ました。
（文責 内野 寿人）

静岡県地域同窓会

大学セミナー文化講演会には、
静岡県内から同窓生、
在学生保護者、
教育関係者など約100人の参加があり、子ども発達学部の堀美和子先
生をお招きし、発達障害を持つ方の青年期の特性、支援の進め方につ
いて分かりやすくご教授いただきました。
その後の交流会には23人
ほどの参加となりましたが、
堀先生の講演を踏まえ、近況
や発達障害との関わりを語り
合い、
意見交換を行いました。
最後の懇親会は、世代に多
少の違いはありましたが、学
生時代の思い出などで大変盛
り上がりました。


名古屋地域同窓会

開催日●2019年7月7日（日）
会 場●名古屋キャンパス
参加者●49名

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
今年の名古屋地域同窓会は、1部 総会、2部 講演会、3部 コンサー
ト、4部 親睦懇親会と4部制で行いました。飯嶋さんは、卒業生で手
話アーティストとして、これまで800回を超えるコンサートや講演を
されてきた講演のベテランで、出席者も参加する歌・手話を交えた楽
しく福祉大学大好きがほとばしる講演でした。コンサートは、学生時
代のフォークグループ「馬酔木」の仲間で結成している「みなみ風」
の皆さんの出演。手拍子をとり一緒に口ずさみ余韻の残るコンサート
となりました。懇親会はケータリングで行い、少しグレードの高い料
理とサーバーからの
生ビールが特に好評
で、名刺交換もあち
らこちらで行われ良
い懇親・交流の場と
なりました。


（文責

（文責

高木 徹也）

西三河／碧海地域同窓会

開催日●2019年9月21日（土）
会 場●碧南海浜水族館（碧南市）
参加者●19名

演 題：
「碧南海浜水族館のさかなたち」
講 師：森 徹 氏（碧南海浜水族館 館長）
第1部 総会（2018年度事業報告、決算報告等）
第2部 水族館、バックヤードの見学
第3部 懇親会（自己紹介、歓談、名刺交換等）
〈アンケート〉
・館長さんの講話が分かりやすかった。
・バックヤード
での餌やりが見学でき楽しかった。
・家族で参加でき、多くの魚がい
て楽しかった。
水族館の職員
の方々が温かく
迎えてくださ
り、参加者が楽
しく過ごせ良い
思い出になりま
した。
（文責

木内 正範）

水野 孝安）

東三河地域同窓会

開催日●2019年7月12日（金）
会 場●ポカラ豊橋駅前店（豊橋市）
参加者●21名

新卒会員の歓迎会と既存会員の近状報告を兼ねて久しぶりの同窓会
を開催しました。
社会的に重責を担う同窓会役員が多く、なかなか同窓会活動に時間
が取れませんでしたが、新元号に合わせて再スタートを切ろうと、2
年ぶりに開催しました。
新卒者の加入と全員の情報交換の場として有意義な時間を過ごしま
した。
また同時に役員の負担軽減に向け新しい役割分担と、時代に沿っ
た連絡網（名簿）の作成にQRコードを導入する2案を、全員一致で
承認いただきました。
（文責 中西 利博）

東三河地域同窓会
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開催日●2019年12月6日（金）
会 場●ビアホール独逸（豊橋市）
参加者●23名

夏より再始動をはじめ、いろいろと報告事項や検討事項があったた
め、忘年会を兼ねて開催しました。
今回は、通信教育部に在学の学生4名の参加があり、取得資格をど
のように仕事に生かしているか、また、仕事場の雰囲気など、具体的
な情報交換をしていました。
忘年会の開催前には、今年度の活動についての協力や総会開催の協
力をお願いしました。
QRコードによる連絡網の整備効果もあり、夏より参加者が増えた
ことは、嬉しく思います。引き続き登録の促進をしていきます。
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開催日●2019年10月27日（日）
会 場●中島屋グランドホテル（静岡市）
参加者●40名

（文責

中西 利博）

同窓 会 開 催 報 告
瀬戸・尾張旭・長久手
地域同窓会

開催日●2019年10月27日（日）
会 場●パルティせと（瀬戸市）
参加者●34名

北尾張地域同窓会

開催日●2019年11月30日（土）
会 場●春日井市総合福祉センター（春日井市）
参加者●33名

演
講

題：
「高齢者が安心して暮らせる地域にするために」
第12回目の開催の総会とつどいになりました。今回の会場は、春
師：小松 理佐子 先生
日井市でした。総会に引き続き交流会を開催しました。いつもご参加
今年の市民公開の文化講演会は、小松理佐子社会福祉学部長を迎え、 くださる方、
今日初めて参加してくださった方と様々でしたが、近況、
高齢者の暮らせる地域に目を向けた講演をいただきました。参加者か 仕事など含め交流ができたと思っています。
（文責 若杉 賢司）
ら「自己分析ができ、現状整理ができた」「道路など街造りの大切さ
を感じた」などの声が聞かれました。
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
けチラシを配布
し、新聞にも取り
上げていただきま
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）

西尾張地域同窓会

開催日●2019年11月9日（土）
会 場●美浜キャンパス、東海キャンパス
参加者●12名

西尾張地域同窓会では、2019年度事業として11月9日（土）に「美
浜・東海キャンパス見学会」を開催し、12名の方に参加していただ
きました。天候にも恵まれ、懐かしい美浜キャンパスや新しく設置さ
れた看護学部のある東海キャンパスを見学し、太田川での昼食も含め
て楽しいひと時を過ごすことができました。ご参加いただいた皆さま、
ありがとうございました。
（文責 大崎 敬介）

南尾張地域同窓会
演

題：「シニア世代が直面するトラブル
〜消費生活相談員の経験から感じた高齢者生活リスクと対処法〜」
講 師：遠山 桂 氏（遠山行政書士事務所 行政書士）
「シニア世代が直面するトラブル」と題し、遠山氏に講演を行って
いただきました。昨年は名古屋での開催でしたが、今回は地元の津島
市文化会館での実施となりました。当地域には約700名を超える卒業
生がいらっしゃいます。今後も海部地域を中心にみなさんに参加いた
だけるような企
画をしていけれ
ばと考えていま
すので、卒業生
同士の交流の場
として、皆さま
ぜひご参加くだ
さい。
（文責

美浜キャンパス

三重県地域同窓会

開催日●2019年11月30日（土）
会 場●津島市文化会館（津島市）
参加者●11名

仲原 幹夫）

東海キャンパス
開催日●2019年11月30日（土）
会 場●ホテルグリーンパーク津（津市）
参加者●42名

日本福祉大学セミナーに合わせて、総会・交流会・懇親会を開催し
ました。
交流会では、数納同窓会会長にもご参加いただき、仕事内容等いろ
いろなことを情報交換し、交流を深めることができました。また、懇
親会では、サックスの生演奏や近況報告などで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していただける同窓会を開催してい
きたいと思います。
（文責 中川 豊）

近畿ブロック地域同窓会

開催日●2019年7月6日（土）
会 場●KICHIRI 茶屋町阪急駅前店（大阪市）
参加者●52名

山本克彦先生のスクーリングに合わせて開催した懇親会は過去最高
の参加者で盛会に終了しました。乾杯を山本先生に行っていただきま
した。教員5名とサテライト職員1名の
参加もあり、今年の入学生が中心でした
が、同窓生も多く参加してくれました。
参加者が多すぎて自己紹介もままならな
い状況でしたが、それぞれの場所で積極
的な交流が図られていたと思います。
通信生の熱、思い、を感じる機会にな
りました。また、それぞれの在学生がこ
れからの同期を
得られる機会に
つながってくれ
ると嬉しく思い
ます。
（文責

江坂 竜二）
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同窓 会 開 催 報 告
大阪地域同窓会

開催日●2019年8月10日（土）
会 場●大阪サテライト／居酒屋サンバッシュ（大阪市）
参加者●61名

2年ぶりの総会は、前回と同様に日本福祉大学セミナーと同時開催
でした。ミニ企画として、子どもの参加を想定した「ドローン操縦体
験」を開催しましたが、意外と大人の方が盛り上がっていました。角
野栄子氏の特別講演やカウンセラーの宮崎勝博氏による記念講演も皆
さん熱心に聞き入っておられ、首が縦に動く方が多かったです。大変
勉強になったとの声も聞いています。
総会では、この2年間の活動報告と今後2年間の活動計画・予算計
画が承認されました。役員改選もあり、全員の再任と通信出身同窓生
が2名新任されました。
懇親会は、児玉学長
に乾杯発声をいただ
き、大阪以外から参加
いただいた同窓生も交
じって「にっぷく」の
輪を皆さんで共有でき
る時間になったと思い
ます。（文責 江坂 竜二）

開催日●2019年10月19日（土）
大阪地域同窓会
会 場●洋食喫茶店 エンゼル（大阪市）
「Tea Time 交流会〜第9弾〜」 参加者●18名

今回で9回目となるTea Time 交流会では、何度かご参加いただい
ている卒業生に加え、初めてご参加いただく現役の通信生の方もおら
れました。各々のテーブルで会話が弾んでおり、終始和やかな雰囲気
で交流会を行えました。通信生からの国家試験対策の質問や、日々の
業務の中で感じるジレンマや思いを語るなど、活発な意見交換、情報
共有ができました。またお子さん同士が遊ぶ姿が見られ、Tea Time
交流会のテーマである「お子さんと一緒に参加できる交流の場」が作
れていると感じました。今後も日福の輪を幅広く繋げていけるよう継
続していきたいと思います。
（文責 久保 瑠美）

大阪地域同窓会

「泉州地域における大規模災害の『備え』
を考えるセミナー」

岸和田市社会福祉協議会地域福祉課主任の青山織衣さんを講師に、
2018年の台風21号被害から1年を迎え、「地域力を活かした被災者へ
の支援活動」について学びました。また、同窓生等3人による実践報
告を行い、当時の被災経験や支援活動を振り返りました。参加者から
は、
「当時の思いが蘇った。今後の『備え』を考えてみたい」との声
がありました。今後の災害に備えて、改めて日頃からの「つながり」
が大切との思いを共有しました。
（文責 御坊谷 隆）

大阪地域同窓会
大阪サテライトCAFE

演
講

開催日●2019年7月15日（月）
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●50名

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〜」
師：野尻 紀恵 先生
前日までの雨天が嘘のような快晴の下、神戸メリケンパークオリエ
ンタルホテルにて兵庫県地域同窓会総会が開催され、今年度は野尻紀
恵先生にご講演いただきました。先生の穏やかながらも熱いトークに
一同感動をいたしました。児玉学長による大学近況報告では母校の安
定運営に皆から思わず拍手が沸き上がりました。今年度も大いに盛り
上がりました！参加者も、杁中、美浜、通信とバランスの良いところ
が兵庫の自慢です。皆さまも機会があれば是非！！ （文責 高階 和洋）

日本福祉大学同窓会会報 124号

辻坂 衣美）

和歌山県地域同窓会
演
講

開催日●2019年10月5日（土）
会 場●和歌山県子ども・女性・障害者相談センター／
かごの屋（和歌山市）
参加者●59名

題：
「地域で安心して暮らすために〜実践の中での現状と課題」
師：岩橋 秀樹 氏（障害）
・三木 佳菜子 氏（児童）
・
沼田 成登 氏（高齢者）
コーディネーター：前原 壮行 氏
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ために、
毎年この時期に学習会と総会、懇親会を開催しています。同窓生の皆
さん同士が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
「地域で安心して暮らすために〜実践の中での現状と課題」をテー
マに障害分野、高齢者分野、子ども分野三者の方にご講演いただきま
した。それぞれの現場で
の実践と想いの込もった
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
てとても嬉しく思いまし
た。皆さまありがとうご
ざいました。
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開催日●2019年11月30日（土）
会 場●大阪サテライト（大阪市）
参加者●10名

参加者は全員女性ということもあり、会話が盛り上がり2時間の予
定時刻をオーバーして終了。勉強の仕方や実習前の学習、仕事の話な
ど田嶋先生を囲み午後のひと時を楽しみました。
初企画イベントにていろいろな不備もあったと思いますが、無事に
第1回を終了する事ができ、今後も大阪サテライトの活用ができる企
画イベントに繋げていけたらと思います。皆さまご参加ありがとうご
ざいました。
大阪地域同窓
会ではいろいろ
なイベントを年
間を通して企画
しております。
日時が合えば、
お気軽にご参加
ください。
（文責

兵庫県地域同窓会

開催日●2019年9月7日（土）
会 場●岸和田市立福祉総合センター／
三代目鳥メロ岸和田駅前店
（岸和田市）
参加者●38名

（文責

吉岡 範通）

同窓 会 開 催 報 告
鳥取県地域同窓会

開催日●2019年6月15日（土）
会 場●県民ふれあい会館／炉端かば鳥取駅前店（鳥取市）
参加者●33名

演
講

題：
「我が事・丸ごと地域共生社会の実現に向けた取り組み」
師：綿 祐二 先生
講演会は現役学生の参
加もあり一緒に「ふくし」
を学びました。総会後の
懇 親 会 で は、75歳 大 先
輩、 学 生、30代 社 会 人
と幅広い年齢層の参加で
学生時代の思い出や仕事
の様子を語り合い親睦を
深 め ま し た。 次 回 は
2020年6月20日（ 土 ）
に米子市で開催します。


（文責

濱本 義則）

島根県地域同窓会
演
講

題：「災害時に備え安心して住み続けられる居住福祉のまちづくり」
師：児玉 善郎 先生
令和最初の研修会では、学長の児玉善郎先生を迎え、居住福祉、災
害時の安心を支える住まい、コミュニティによる支え合いの重要性等
について学びました。昨今島根県でも水害が多く発生しており、講演
で話されたことを基にグループワークを行いました。そして地域の要
援助者に対する災害時の問題点、対応策等についても熱心に議論し、
最後は学長から
総評をいただき
ました。本同窓
会においては、
初の学長来県と
なり、学長の講
演を真剣に聴く
同窓生の姿が多
くみられました。
 （文責

岡山県地域同窓会

第5回国立療養所長島愛生園フィールドワーク
〈日本福祉セミナーin岡山2011継承型〉

開催日●2019年5月25日（土）
会 場●国立療養所長島愛生園（瀬戸内市）
参加者●22名

県内外から邑久駅に集合し、長島愛生園へ出発しました。遠くに小
豆島を眺めながら最初に歴史館にてハンセン病の病理と歴史を教わり
ました。
次に収容桟橋、収容所、監房等の歴史回廊を職員の説明を受けなが
ら歩いて学びました。そして、万霊山納骨堂にて哀悼の意を表し献花
しました。最後に、自己紹介や感想、近況を情報交換しました。
岡山県地域同窓会と
しては5回目のフィー
ルドワークとなりまし
た。今後も継続的にハ
ンセン病の正しい認識
を広めるべく人権学習
に取り組んでいきます。


（文責

米田 宣和）

（文責

池野 明子）

開催日●2019年9月28日（土）
会 場●第一セントラルビル1号館／又来軒岡山駅前店（岡山市）
参加者●25名

演

題：
「大規模災害時の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
岡山県地域同窓会では、2年ぶりにセミナー、総会並びに懇親会を
開催しました。
セミナーでは、福祉経営学部医療マネジメント学科の山本 克彦先
生よりご講演をいただき、これまでの災害支援を振り返る機会となり
ました。
また、総社市社会福祉協議会事務局次長の中井 俊雄氏より、「西日
本豪雨災害 総社市の被災状況とボランティアの活躍」と題して報告
をいただきました。
総会では、①事業・
会 計 報 告、 ② 役 員 改
選・役員会にかかる旅
費支給、③事業計画・
予算等について協議
し、承認されました。
（文責

米田 宣和）

高知県地域同窓会

開催日●2019年10月27日（日）
会 場●尾道市内
参加者●8名

広島県地域同窓会で2年に1回開催しているレクリエーション企画
ですが、今回は寺のまち・坂のまち・映画のまち「尾道」で開催しま
した。広島市や福山市、三原市から集まった参加者8名で、尾道駅か
ら千光寺公園まで歩いて上がり、文学のこみちを通り千光寺へ。楽し
く話をしながら、少し汗をかきながら、おのみち映画資料館、おのみ
ち歴史博物館を見学し、最後に尾道ラーメンを食べ解散しました。


林 政彦）

岡山県地域同窓会



広島県地域同窓会
尾道散策

開催日●2019年10月26日（土）
会 場●島根県立産業交流会館 くにびきメッセ（松江市）
参加者●31名

開催日●2019年6月22日（土）
会 場●高知会館（高知市）
参加者●36名

演
講

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」
師：児玉 善郎 先生
2019年社会福祉講演会と総会、懇親会を開催。学長就任以来のラ
ブコールに応えていただき、児玉善郎先生にご講演いただきました。
先生の研究は恩師の早川和男先生との出会いから始まり、子どもたち
の教護院生活の住環境に2週間寝泊まりされたところから始まったと
いう貴重な研究の歴史を語っていただきました。その後の阪神・淡路
大震災での体験、高齢ご両親のお話と自己開示しながら、講演してい
ただきました。現在は知多市で地域活性化も図りながら住民との連携
で新しい活動をされ
て、先進的な取り組み
をされている実情もお
聞きしました。身近な
人を知り、声を掛け合
う仕組みづくりを小さ
くても地域で行ってい
きたいと思いました。


（文責

小澤 秀子）
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同窓 会 開 催 報 告
九州学ゼミ

2019年5月18日（土）
医療問題研究会「黄昏会」開催日●
会 場●ANAホリデイ・インリゾート宮崎（宮崎市）

開催日●2019年5月1日（水）
会 場●門司港レトロなど(北九州市)
参加者●9名

参加者●13名

今回の大人の社会科見学は、明治から昭和初期にかけて建築された、
趣のある歴史的な建物が残っている門司港レトロ。最初にクルーズ船
で心地よい海風にあたりながら、関門海峡の雄大な景観を堪能。出光
美術館で芸術に癒され、鉄道博物館では懐かしい電車に大興奮。門司
港名物焼カレー、地元民はレストランでは食べないそうでビック
リ！！歩き疲れながらも、頑張って集めたスタンプラリーの景品がペ
コちゃんキャンディー
1本 で し た。
（笑）こ
れからも日福を愛する
仲間同士、貪欲に学び
続けたいものです。


（文責

村井 麻木）

あしあと

（1970年入学Ⅰクラス）

（文責


開催日●2019年5月23日（木）〜24日（金）
会 場●アウィーナ大阪（大阪市）
参加者●11名

第8回は大阪。それもミナミでの開催です。上本町に宿をとって、
地元のモンキチとユーさんの案内でグリコの看板でおなじみの道頓
堀・心斎橋界隈を、翌日は通天閣周辺を散策しました。とにかく凄い
ところでした。看板はすべて目を見張るようなハイテンション。枕く
らいの大きさの20人分とい
うオムレツ。やはり20人分
というバケツプリンなど刺激
的で圧倒される思いでした。
冷静さを取り戻し、普通にた
こ焼きを頬張り、お好み焼き
の昼食をいただきミナミを満
喫したのであります。来年は
名 古 屋 開 催 で す。 お 元 気
で！！
（文責 水野 誠）

昭和44年社会福祉学部
1部卒業

開催日●2019年6月16日（日）〜17日（月）
会 場●岐阜市内
参加者●14名

卒業後50年という節目の年にあたり、久しぶりに1泊2日コースの
懇親と観光を中心とした同期会を開催しました。残念ながら、前回の
名古屋、前々回の広島に比べ参加者は大変少数でした。企画は、初の
岐阜の地での開催でしたので、長良川鵜飼い鑑賞そして金華山・岐阜
城および戦前の日本を思わせる懐かしい？（私たちは戦後生まれ）ノ
スタルジックな味わいのある河原町散策コースでした。懇親では、現
況を語るとともに、学生時代の思い出に花が咲きました。同期会参加
は今回が最後になるかも
しれないと考え参加した
という方から、まだ現役
で頑張っている方まで
様々でしたが、次はいつ
になるか分からないが、
どこかの地域で開催しよ
うよ。それまで元気でい
ようということで散会し
ました。（文責 水野 孝安）
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今回の「黄昏会」には、山梨・静岡・愛知・兵庫・長崎などから
13名が宮崎市に参集し、楽しく交流しました。卒業以来50年ぶりに
4名の仲間と再会した初参加の会員は、「昔に返ったようで、懐かし
かった。次回も必ず参加する。
」
と宣言。全員からの近況報告では、
「家
族の介護や孫の養育援助などに追われながらも、時間を作って旅行や
温泉に行きリフレッシュしている。
『黄昏会』に参加するのを楽しみ
にしていた。
」などという報告もありました。次回の開催地は中部地
方に決まり、元
気に再会するこ
とを約束し合っ
て散会しました。
内倉 八千代）

1969年卒
女子短大保育科同窓会

開催日●2019年5月30日（木）
会 場●知恩院和順会館（京都市）
参加者●15名

2年前の千葉からバトンタッチ。今回京都東山めぐりで三十三間堂・
清水寺・知恩院（一部パス）と杖の必要な方もいましたが、70歳を
過ぎても元気で歩きました。
お寺のホテルは早朝の法要・法話があり、良い体験でした。懐石料
理を食べながらの近況報告は、子ども食堂の立ち上げ、小学生の登校
の見守り、老人デイサービスのボランティア、障害児の食事介助、人
形劇で劇団「うりんこ」との合同上演、お母さんコーラスで全国大会
出場等、地域活動から多彩な趣味の紹介で感嘆の声しきりでした。福
祉大精神健在です。
（文責 津田 洋子）

近藤直子ゼミナール
（1992年卒業生）

開催日●2019年6月22日（土）〜23日（日）
会 場●なごや花亭美よし（名古屋市）
参加者●15名

直子ゼミに入りたい！と強く願ってこのゼミの仲間になったあの
時、とても嬉しかった！先生は、どういう思いでこのメンバーを選ん
だか話してくださるし、日福生たちがホントにカワイー！と言ってく
ださる！何て幸せな私たち。
令和元年の年度末には、全員50歳以上になります。親の介護もそ
ろそろ、家族や子どもたちのこと、私たちの老後のこと、もうひとが
んばり仕事のこ
と、みんなで語り
あって、ちょっと
楽になって、また
来 年、 再 会 し ま
しょう！


（文責

今井 千佳）

同窓 会 開 催 報 告
1978年度卒
大泉ゼミナール同窓会

開催日●2019年6月22日（土）〜23日（日）
会 場●かんぽの宿 知多美浜（美浜町）
参加者●12名

たちばな会

開催日●2019年7月6日（土）
会 場●楽蔵うたげ名駅4丁目店（名古屋市）
参加者●8名

卒業して40年、久しぶりに知多美浜に集まりました。60歳を過ぎ、
定年を迎えたそれぞれの退職後の生活や仕事の話など、大泉先生の
「北
海道家庭学校の留岡清男の生活教育論」「日本の子ども研究」のお話
など、夕食のあと、場所をロビーに移し22時過ぎまでゼミ会は続き
ました。
退職後に始めた趣味の話、農業、野菜作り、家族の問題、介護、孫
とのこと、健康づくりなど多彩な話にあっという間に時間は過ぎまし
た。そうした話を大泉先生は「定年まで頑張って、そのあとをどう生
きるか、『端境期』の時期にいる。端境期の5年、10年、やるべきこ
とは簡単に決められない。秋にまいた種は霜で浮くと根が枯れる。麦
踏みをするとよく実る」と私たちの
今を麦踏みに例えてまとめてくださ
いました。
美浜の温泉でゆっくりと充実した
時間を過ごし、次回の再会を誓って
解散しました。
（文責 西村 京子）

たちばな会の総会・新規採用を祝う会に、県内特別支援学校教職員
8名が集まりました。令和元年度初の総会では、たちばな会会則、役
員案の審議・承認、平成30年度会計報告が行われました。次に新規
採用を祝う会が行われました。本会には参加できなかった新規採用職
員が、
今年度も各特別支援学校で在職しているとの報告がありました。
その後、学生時代の話に花を咲かせたり、それぞれの特別支援学校の
現状について情報交換をしたりしました。話の種が尽きず、あっとい
う間に時間が過ぎました。諸先輩方の各勤務校での御活躍を知り、刺
激を受けるとともに、明日からの糧として一層努力していこうと強く
思える会となりました。
（文責 中神 芳和）

ソフトテニス部
OB・OGの集い

きららネットワーク

開催日●2019年8月24日（土）〜25日（日）
会 場●かじかの湯（長野県阿南町）
参加者●11名

ソフトテニス部のOB ／OGが声かけあって11名、長野県JR飯田
線「秘境の駅田本（たもと）」の近くにてラケット、ボールなしの一
泊での半世紀ぶりの合宿の再現をいたしました。63年卒の平田、65
年卒の中田、66年卒の柴田（旧姓 都築）、67年卒は安立以下8名全
員（内女子4名）
、もとソーシャルワーカー、教員、会社員等々、職
種は各々違いはあるものの学生時代に戻る時間は瞬時でした。翌日は
天竜峡の船下りを楽しんで再会を約し、名残を惜しんで別れました。


（文責

平田 昭幸）

様々な職種の方々とつながり、
学びを深めるため、
きららネットワー
クが主催して、なごや☆きららネットワーク学習会を開催しました。
「不登校・引きこもりからの第一歩〜就学前からできること、成人後
からでもできること〜」という講演テーマで学び合いました。伊藤
二三郎先生から、不登校・引きこもりについての現状、考え方、課題
などをお聴きし、様々な演習を通して参加者同士学び合うことができ
ました。
「なごや☆きららネットワーク」は名古屋を中心に働く教員、福祉施
設関係者、教育機関関係者、保護者などのメンバーで構成されていま
す。参加者同士が日々の実践や活動に取り組む中での難しさや課題を
グループで交流
し合う場面も見
られました。
（文責

1977年入学
Ⅰ部1年Mクラス同窓会

開催日●2019年9月7日（土）
会 場●酢重ダイニング（名古屋市）
参加者●15名

41年ぶりにMクラス同窓会が実現し、北海道から九州まで懐かし
い顔ぶれが名古屋駅に揃いました。杁中キャンパス跡地を記念した時
計台「福祉の礎」を見学し、喫茶店マウンテンで一休みしたのちに、
ドキドキしながら会場に集合。あっという間に入学時にタイムスリッ
プして、キャンプセミナーの写真などを見ながら近況を語り合いまし
た。参加者アンケートでは、「2年に1回は会いたいね」という結果と
なり、今回参加できなかった人も「次回はぜひ」との声が寄せられ、
早や2年後の再会を心待ちにしています！
（文責 守谷 淳子）

開催日●2019年9月7日（土）
会 場●名古屋キャンパス
参加者●27名

鉄井 史人）

全社ゼミ関係者同窓会

開催日●2019年9月8日（日）〜9日（月）
会 場●かんぽの宿 奈良（奈良市）
参加者●15名

全国学生社会福祉ゼミナールに結集し、
活動したかつての青年たち。
我々は2年に一度、9月第二日曜から一泊で同窓会を開いています。
今回は、奈良市で開催。1968年卒から78年卒までと年代層も広い15
名が集いました。昼間は二日間かけ、阿修羅像で有名な興福寺など古
刹を巡り何体もの国宝を拝観しました。宿舎はかんぽの宿を利用。夕
食交流会では、近況や学生時代の思い出ー中には「今だから話せる秘
話」もー遅くまで語り合いました。
（文責 平井 克昌）
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同窓 会 開 催 報 告
1992年度卒
二木ゼミ同窓会

開催日●2019年9月14日（土）
会 場●とんかつ気晴亭（名古屋市）
参加者●8名

昨年度から、二木先生が開塾された『医療・福祉研究塾（通称二木
ゼミ）
』後に、大学学部時代の二木ゼミ7期の同窓会を開催しました。
今回は、前週台風15号直撃で甚大な被害があった千葉県と、
山口県、
愛知県内から、二木先生のもとに7名が集まりました。
二木先生が私たち7期生を受け持ってくださったのが、先生が44歳
の時で、それから29年という時間の経過、私たちの人生もほぼ半世
紀に迫ってきたことに驚きを隠せません。
毎回恒例の『1分間スピーチ』で、盛り上がり、お互いの近況を確
認できました。
（文責 安藤 一成）

1981年竹村ゼミ同窓会

4年ぶりの再会。今回は名古屋市のホテル。山形県から九州まで、
全国から11名中9名が集まりました。前回の大阪の時は卒業してから
30年以上経っていたので、皆、おじさんおばさんでしたが、今回は4
年前と変わらず楽しいおしゃべりで、気持ちは皆、学生時代のまま。
あっという間の2時間、しゃべり足りないので近くのお店でお茶を飲
みながら談笑。今後
いつ何があるかわか
らないので次回は2
年後に九州で、日時
も決めました。ほぼ
全 員 でLineが で き
るようになり嬉しい
限り。翌日は有志で
名古屋城を見物しま
した。


Five Flags同窓会

開催日●2019年9月22日（日）〜23日（月）
会 場●料理民宿旅館はしもと（内海町）
参加者●23名

Five Flags同窓会は、日常的にはSNSなどで交流・情報交換して
います。そして4年に一度は総会を開いて集まっています。今回はそ
の総会で全国から卒業生が集まりました。総会では、会長があいさつ
とこの間の報告を行いました。そのあと参加者が一人ずつ仕事や職場
のこと、福祉・医療をめぐる状況、近況などを報告しました。卒業後
30年くらいたちますといろいろと状況に変化があり話が弾みました。
さらに参加できなかった方の近況などもわかる範囲で報告しました。
なかには総会中に電話をかけてきて報告した方もいました。そのあと
役員の改選を行い総会を終えました。
その後は懇親
会。中には卒業以
来32年 ぶ り の 方
もおり、懐かしく
交流しました。翌
日は近隣に出かけ
交流しました。


（文責

開催日●2019年9月28日（土）
会 場●箱根強羅 深山（神奈川県足柄下郡）
参加者●11名

児童文化部77年度入部者同窓会を箱根で開催致しました。
全国から11名の同窓生が参集、久しぶりの再会はいつもうれしい
もの、中には卒業以来というメンバーも、そんな数十年の空白もなん
のその、会えば一瞬で学生時代に逆戻り。
互いの近況を話し合い、ほぼ還暦すぎとなるメンバー達がまだ第一
線で活躍していることに大きな勇気と励ましをもらうとともに、箱根
観光もおおいに楽
しみました。
今 年 の10月 に
は愛知県で4年に
一度となる「大同
窓会」も開催致し
ます。そこでより
多くの仲間、そし
て感動に出会える
ことを期待してや
みません。
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（文責

（文責

塩原 弘子）

1971年社会福祉学部Ⅱ部
Cクラス同窓会

開催日●2019年9月25日（水）〜26日（木）
会 場●アイリス愛知（名古屋市）
参加者●11名

久しぶりに名古屋で集まろうと開催した同窓会でした。集まったの
は11人。会った途端、話に花が咲き、夜の宴会でも思い出話や近況、
人生、来られなかった同級生の様子などを交流し、大いにしゃべり合
いました。在学中は観光する暇もなかったという人もおり、2日目は
名古屋城本丸御殿と徳川美術館をじっくり見学しました。少々歩き疲
れましたが、有意義なひと時を過ごしました。今回病気や介護、仕事
など様々な理由で参加できなかった人とも会える機会を作れるといい
ねと話し合い、解散しました。
（文責 粥川 節子）

佐藤 俊隆）

日本福祉大学児童文化部
同窓会BBS赤とんぼの会



開催日●2019年9月14日（土）
会 場●ルブラ王山（名古屋市）
参加者●9名

仕切 友史）
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昭和44年卒吉岡進ゼミ
同窓会

開催日●2019年10月6日（日）〜7日（月）
会 場●ホテルドーミイン秋田など（秋田市）
参加者●5名

3年ぶり70代最初の同窓会。何故か話題が変ってきました。学生時
代の施設実習について「あの子達にとってあれでよかったか？」との
反省に続き「5人中一番長生きだと誰にも見送ってもらえない」の声。
二次会へと席を移しました。翌日は、やがてに備え「後見の実際」を
学びました。
「自分にお声が掛かった時は、眉に唾を塗って身構える
こと」と理解できればそれでよしという勉強会でした。次回の3年後
は「後期高齢者」に祭ら
れる身のため「次は来れ
るかなあ？」の言葉に続
き「集まろう！」の声で
散会しました。


（文責

服部 勲）

同窓 会 開 催 報 告
昭和37年度卒
社会福祉学部Ⅰ部同期会

開催日●2019年10月9日（水）
会 場●漣（三重県鳥羽市）
参加者●18名

昭和37年度卒社会福祉学部Ⅰ部同期会を10月9日、鳥羽市の「漣」
で開催しました。当日は18名が参加し、食事をしながらの交流を深
めました。会場は、学生時代にタイムスリップしたように温かく柔ら
かい空気に包まれました。近況報告では身体状況とその体力に沿った
運動や社会参加と社会貢献を続けており、やっぱり福祉大の仲間は素
晴らしいです。これからも参加しやすい緩やかな会を継続して行くこ
とを確認し、次
回 は2021年 名
古屋市で開催す
ることを決めま
した。
（文責

81年3月卒
第三期近直ゼミ同窓会

開催日●2019年10月13日（日）
会 場●名古屋クラウンホテル（名古屋市）
参加者●11名

予定していた10月12日、台風が直撃しそうとの事で、1日延期し
て開催しました。39年ぶりの再会。でも40年近い空白は会った途端
に消え、ニックネームで呼び合い、20歳代に戻ってしましました。
思いのたけを語った近況報告、皆で懐かしい歌の大合唱。ラストは、
いつの間にか肩を組み合っていました。宴会の後は、直子先生の楽し
いお話を2時間も聞いていました。翌日は、郁夫先生のお墓参りをさ
せてもらいました。40年の時の流れ、
しみじみ…。
「来年も会おうね！」
と名駅でバイバイしました。
（文責 小泉 裕明）

福森 瑞子）

ナイト'70の会

開催日●2019年10月28日（月）
会 場●都市センターホテル（東京都千代田区）

（1970年社会福祉学部Ⅱ部卒同窓会） 参加者●32名

10月28日、都市センターホテルにおいて「ナイト'70」ファイナル
を開催しました。企画1では、福祉の今昔「50年を振り返り、未来、
希望」について語り合いました。企画2の懇親会では、杁中時代を回
顧しながら盃を交わし、これまで「認め合い、支え合い、励ましあう」
ことができたことに感謝し、次のステージに向けてエールを交換しま
した。今後は各地区において、自主的な「ミニナイト'70」とするこ
ととなりました。
（文責 草野 弘明）

未申会

今年は岡山、大阪、静岡などからも参加していただき、合計10名
で実施しました。
例年のことながら、毎日どんな生活をしているのかを一人一人報告
していただきましたが、ほとんどの皆さんが何かに取り組んで忙しい
毎日を過ごしているという印象でした。元気な方に共通することはと
にかく体を動かす生活をしていることで、健康で長生きするために大
変参考となる話でした。その他様々な話で盛り上がり、予定を大幅に
超えて楽しく過ごしました。まだまだしばらくは続けよう、そのため
にも元気でいよ
うと約束して散
会しました。
（文責

日本福祉大学
JAZZ研究会同窓会

開催日●2019年11月2日（土）
会 場●美浜キャンパス
参加者●71名

2019年11月2日、秋晴れの中「Jazz研究会大同窓会」を美浜キャ
ンパス12号館レストランで開催しました。
創部から35代を超える年代が一同に介し、歓談やセッションなど
であっという間に時間は過ぎました。JAZZ研究会での思い出や年代
を超えた繋がり、そしてJAZZ研愛を感じることができる大同窓会と
なりました。
大同窓会をきっかけにしてJAZZ研究会メンバーが継続して繋がる
ことができるよう、同窓会活動を推進していきます。（文責

牧野 奈緒子）

開催日●2019年11月1日（金）
会 場●アイリス愛知（名古屋市）
参加者●10名

犬飼 久隆）

加藤組総会

開催日●2019年11月2日（土）
会 場●東海キャンパス
参加者●39名

加藤先生が亡くなって一周忌を迎える11月、加藤ゼミ大同窓会で
ある、加藤組総会を東海キャンパスにて実施しました。当日は、ゼミ
生の皆さんに十分お伝えできなかった加藤先生の闘病生活の様子をお
伝えし、在りし日の先生の講義動画をみんなで鑑賞しました。久しぶ
りに聞いた先生の声は温かく、そして優しいものでした。その後、当
日参加をしたゼミ生一人一人から近況や、加藤先生との思い出を語り
合いました。加藤先生がいなくなってから集まった会でしたが、ゼミ
生からの話を聞く時間は、ゼミ生それぞれを通して、加藤先生が私た
ちに語りかけているような、貴重な時間となりました。そして参加し
たゼミ生からは会の継続を望む声が多く出され、今後は加藤先生の教
えを交流し合うことを目的
に、会の継続が確認されま
した。私たちゼミ生の中に
加藤先生がいる限り、この
会はなくなりません。
加藤ゼミの皆さま、今後
ともよろしくお願いいたし
ます。
（文責 松永 太志）
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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11月2日（土）〜3日（日）
会 場●名古屋キャンパス
参加者●37名

新山会

開催日●2019年11月2日（土）〜3日（日）
会 場●円頓寺商店街四家道など（名古屋市）
参加者●9名

第29回セミナーは37人が参加しました。参加者の中には長年継続
新山会は11月2日〜3日、名古屋にて同窓会を開催しました。昼頃
していらしている方、初めて参加なさる方、久しぶりの方などいらっ から6名で円頓寺商店街四間道を西谷さん案内で散策、夜の懇親会は
しゃいますが、自身の実践をふりかえる場として全国から集まって来 7名参加、社会保障情勢などを交流しました。翌日は5名で熱田神宮
ています。今回は7件の事例についてスーパービジョンを行いました。 付近を散策しました。
（文責 落谷 義行）
「全ての行動には理由がある」
「相手の気持ちに同情するのではなく、
その人の思いに自分を置く」
「人は自分で自分の人生を決める」
。毎回、
心にズシンと響く
言葉があります。
これからも仲間と
共に全力投球で学
び続けたいと思い
ます。


（文責

平野 夏芽）

日本福祉大学
サイクリング部OB会

開催日●2019年11月2日（土）〜3日（日）
会 場●民宿 彦助荘（美浜町）
参加者●15名

筑豊の大人たち
（ボタ山の会）

開催日●2019年11月4日（月）
会 場●田川市民会館ほか（田川市）
参加者●14名

2019年11月2日〜3日にOB会を開催しました。各々の近況報告
から始まり、食事を楽しみつつ、ビンゴをしました。景品にはヘルメッ
トや、冬場に重宝するUSB型加湿器などを揃えたので景品獲得に燃
える者の姿が見られ、楽しい時間を過ごせました。会話の中には、自
転車の部品の話や初代部長が木造の施設を建てた話、仕事の休日に今
でもキャンプをしている話などあり、様々な話題が深夜まで続き、貴
重な時間を過ごしました。来年は創部40周年になるので、また元気
に再会できることを約束して解散しました。
（文責 平 泰徳）

田川市民会館にて12名が集い、ボタ山の会初となる学習会を開催
しました。誠に残念ながら明星先生不在の会となりましたが、ファシ
リテーターを務めたメンバーの尽力によって、それぞれの日頃のソー
シャルワーク活動を知ることができる良い会となりました。その後の
交流会は、学習会の流れでソーシャルワークについて語り合い、スー
パービジョンの場と化していました。当日誕生日だったメンバーのお
祝いサプライズもあったりと、賑やかでありながら、今後の私たちの
活動の糧となる有意義な時間となりました。
（文責 大塚 悦子）

1983年卒短大近直ゼミ

児玉善郎ゼミ同窓会

開催日●2019年11月9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●6名

直子先生を囲んでの同窓会は今年で6回目となりました。様々な職
場、様々な職種のメンバー5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語り合いました。悩み多き私たち世代、直子
先生の「保育や福祉の基本は哲学」という言葉に初心を思い返されま
した。慌ただしい日常の中、この同窓会が翌日からの私たちの働く原
動力になっています。
（文責 杉浦 伸枝）

29

日本福祉大学同窓会会報 124号

開催日●2019年11月9日（土）
会 場●ホテルルブラ王山（名古屋市）
参加者●48名

児玉善郎先生が60歳のお誕生日を迎えられ、
学部・大学院ゼミ生（総
勢43名）で還暦お祝いの会を11月9日に開きました。お祝い会は、
先生の最も若い頃を知るゼミ生の乾杯の挨拶から始まり、参加者のス
ピーチではお祝いの言葉とともに、先生とのお酒の思い出が多く語ら
れました。サプライズ企画のビデオメッセージ（先生のご家族に作っ
ていただいたもの）
には、
一同感激しました。
お祝いのプレゼント（真っ
赤な下着！他）
をお渡しし、
最後に先生からご挨拶をいただきました。
先生、これからもお元気でご活躍ください！！
（文責 岡部 真智子）

同窓 会 開 催 報 告
綿先生を囲む会

1973年卒業
秦ゼミナール同窓会

開催日●2019年11月9日（土）
会 場●大阪サテライト
参加者●61名

認定同窓会開催第2回となりました。一昨年に続き通信教育部部長
綿 祐二教授を迎えて、先生の専門である障がい児者について講演し
ていただきました。題名「障がい児者の親なき後の地域生活設計につ
いて」副題（ライフステージ毎の課題）のお話をお聞かせいただきま
した。
今回も大学通信教育部正科生による地域学習会（午前）と認定同窓
会（午後）に分けて開催し、正科生30名、同窓生21名、一般の方10
名が参加しました。会の中では、障がい児者がどのように生活をして
いけるのか？生活していかなければならないのか？親なき後をどのよ
うに地域で暮らしていけるのかをパワーポイントを使って、わかりや
すく綿先生から
講演していただ
きました。
（文責


前回名古屋での同窓会開催、恩師秦先生墓参から2年、久しぶりに
集まりました。現役続行の人、孫守りに追われている人、病気と闘っ
ている人、
歌をうたい続けている人、
皆それぞれに頑張っていますネ。
宴会の後は、夜の道頓堀界隈を散策。翌朝には難波八坂神社の奇怪な
建物にびっくりし、豊臣秀吉ゆかりの大阪城天守閣にも登りました。
次回は2年後に伊勢で再会しようと確認し合い各地に戻りました。


開催日●2019年11月12日（火）〜14日（木）
会 場●メルパルク広島他（広島市内）
参加者●21名

ヤジエOS会を2019年11月12日〜14日、広島で開催。初日は、リ
ニューアルした平和記念資料館と平和公園を見学。資料館が「前より
リアリティがなくなった」の声は至極残念だったが、旧交を温めまし
た。2日目、平和公園から宮島に世界遺産航路で紅葉狩り。紅葉が遅
れていたがぽかぽか陽気の中、山の弁当を食べのんびりしました。尾
道に移動、有形文化財の西山本館で美味な料理を食べ、懐かしい歌を
思いきり歌い、翌日は千光寺などを参拝しました。満足度が高かった
との声があり、2
年後に再会を約し
散会しました。
（文責

三村 正弘）

PSW-net

日南 清）

ヤジエセツルメント
76年入学世代同窓会

開催日●2019年11月23日（土）
会 場●豆屋別邸しびかま本店（名古屋市）
参加者●9名

集まった多くは常連メンバーでしたが、お互い微妙に変化し、頭髪
の白色化や後退が進行した者、体重の増加が進行している者、孫の子
守りに追われる者、手術を受けて無事生還してきた者など、加齢の波
は着実に押し寄せてきていました。一方で、地域や職場で忙しく毎日
を過ごしている者もおり、互いに励まし合える貴重なひと時でした。
（文責

福田 周二）

開催日●2019年11月16日（土）〜17日（日）
会 場●大阪サテライト
参加者●25名

令和最初のPSW-net実践報告会は、11月16日〜17日に日本福祉
大学大阪サテライトで開催致しました。今年も日本全国から卒業生が
集い、懐かしい再会もありワクワクとした学びの場になりました。
初日は、卒業生による4題の実践報告。報告後のグループワークで
は、
「当事者研究って！？」
「医療連携って難しい」
「アセスメント大切」
「発表者のアセスメントツールほしい」
「それぞれの背景」や「視点」
についてなど様々なワードが飛び交って、
充実した時を過ごしました。
実践報告会の締めは恒例の青木先生のミニ講義。5つのまとめ。その
中でも「話す」「離す」「放す」3つの「はなす」の持つ意味やタイミ
ング支援者として意識したいと感じ、一番に刺さった講義でした。
2日目はオプション企画、梅田蔦屋書店4階ラウンジにて「生きづ
らさ」って、どうすれば伝わるの？『追体験 霧晴れる時』発売記念
トークイベントが開催さ
れ、今年も自身も日々の実
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。




（文責

東郷 小百合）

ヤジエセツルメントOS会



開催日●2019年11月12日（火）〜13日（水）
会 場●道頓堀ホテル（大阪市）
参加者●10名

（文責

黒岩 幸子）

2019年11月28日（木）〜29日（金）
心身研同窓会（パートⅠ）開催日●
会 場●ホテルメルパルクNAGOYA
（名古屋市）
参加者●20名

2年ぶりに心身研同窓会（パートⅠ）を開催しました。会場は名古
屋千種のホテル「メルパルク」
。参加者は20名で昭和40年代の卒業生
が中心です。40人に通知しましたが、会員自身の虚弱化、家族の介
護など欠席者が増加しています。中には、現役で勤めていて、仕事の
都合がつかないという人も。宴会では、それぞれの近況報告を楽しく
聞かせていただきました。二次会は、心身研のたまり場でもあった今
池の「ホルモン梅田屋」へ半世紀ぶりに行ってきました。そこでバイ
トをしていた人もいます。
当時を知っている店の二代
目と懐かしい話をしまし
た。翌日は、杁中の校舎跡
地「福祉の礎」を訪れまし
た。その後八事、
瑞穂、
栄、
名古屋駅へとずいぶん変
わった名古屋を周遊しまし
た。次回は、九州福岡で開
催することを確認して解散
しました。（文責 野村 和司）

NIHON FUKUSHI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NEWS No.124

30

同窓
同窓会
会開
開催
催報
報告
告
小池保子ゼミ合同同窓会

開催日●2019年12月7日（土）
会 場●名古屋ガーデンパレス（名古屋市）
参加者●10名

小木ゼミOG・OB会

開催日●2019年12月14日（土）〜15日（日）
会 場●こども発達サポートセンター（明石市他）
参加者●8名

2019年12月7日の夜、2014年1月の設立以来3回目となる「小池
隔年開催の小木ゼミOG・OB会は、昨年第16回（約30年）を数え
保子ゼミ（Ⅱ部）合同同窓会」を名古屋市内のホテルで開催しました。 ました。旧交を温め、仲間の躍進・飛翔ぶりに共感する中から「実践
当日は静岡から沖縄まで遠方からの参加者も多く、小池先生を始めと の現場を観に行こう！」という気運が高まったのが、3年前（若人の
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、10 よう！！）。「実践現場見学ツアー」の2回目（一昨年は、群馬県邑楽
名が集いました。参加した同窓生も定年を迎える年齢になり、限られ 郡邑楽町の風の子保育園を見学）は、兵庫県明石市にある（特非）こ
た時間でしたが、近況報告等で旧交を温めることができました。来年 ども発達サポートセンターを訪問。小木ゼミOBがマネジメントする
度は4月に沖縄
同センターのウリ
で、 ま た12月
は、すべての世代
にも名古屋で開
を夢中にさせる
催する予定とな
「ドイツゲーム」
。
り、またの再会
ゲームの神髄を味
を約束して散会
わい、楽しんだ同
しました。
窓会でした。
（文責

近藤 修司）



日本福祉大学
国際開発同窓会

開催日●2019年8月3日（土）
会 場●名古屋キャンパス
参加者●21名

2019年8月3日（土）に国際開発同窓会の2019年度総会および大
同窓会を開催しました。
総会は名古屋キャンパスを会場に開設初年度となる昨年度の報告と
設立2年目となる今年度の事業計画等が承認されました。大同窓会は
名古屋駅に移動し屋上
BBQを楽しみながら現況
報告や思い 出 話 に 花 が 咲
き、旧交を温める機会にな
りました！
引き続き国際開発同窓会
の基盤づくりを進めるとと
もに新たな活動も試行的に
行っていく予定です！


（文責

牧野 奈緒子）

（文責

宮嶋 淳）

大学院社会福祉学専攻
（通信教育）同窓会

開催日●2019年8月31日（土）
会 場●名古屋キャンパスほか
参加者●54名

2019年8月31日（土）、名古屋キャンパス、にて同窓会総会を開催
しました。司会を高柳会長が行い、数納会長、田中研究科長、青木専
攻主任の挨拶ののち議長選出。10期栗原久氏選出にて議事進行。1号
議案事業報告・決算報告・監査報告、2号議案事業計画・予算及び4
号新役員については可決され、3号議案会則変更については持ち越し
となりました。会員の出席は10名でした。その後、
会場を8階に移し、
大学院・同窓会合同企画として「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」と題して永岡正己先生（本学名誉教授）
に講演をいただきました。そして、講演を受けて自らの研究の在り方
を考え、お互いの研究の視点を話あっていくグループワークを実施。
修了生、
在院生の混合したメンバーのグループの発表を経て永岡先生、
青木先生に講評をいただき修了となりました。
ついで会場を浩養園に移
して懇親会を開催。
修了生、
在院生、先生方や事務室の
方々も加わっての盛大な交
流が行われました。


（文責

高柳 雅仁）

北陸三県 就職支援バスツアー 報告
日本福祉大学は石川県と県内就職支援に関する協定を2018
年7月に締結しました。このたび大学と石川県が共催でU・Iター
ン支援を目的に就職支援バスツアーを、2019年11月23・24日に開
催し、北陸3県の3年生を中心とした学生及び職員15人が参加し
ました。ツアーでは県内の社会福祉施設を見学したほか、U・I
ターン支援担当者や教育委員会、福祉人材センター等によるガ
イダンスが行われました。また、富山県・石川県・福井県地域同
窓会や県人会OB・OG
会による協力のもと就
職相談会が行われ、学
生たちは地元の福祉や
医療、行政、企業等で
活躍する同窓生からの
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アドバイスに熱心に耳
を傾けていました。初
日の最後には懇親会が
行われ、世代を超えた
交流会となりました。企
画に参加した学生のな
かには、施設へのインターンシップにつながったケースもあり、同
窓会ネットワークの強さを改めて実感することができました。学
生たちは希望の進路に向けて今後も活動を続けていきます。最
後に、本企画の実施にあたりご支援を賜りました富山県・石川
県・福井県地域同窓会の皆さまにこの場を借りて、改めてお礼申
し上げます。

（文責：福井・石川県人会顧問 小寺 功祐・松岡 英貴）

「二期の会」
「幹の会」
「中村会」合同開催
ずい ほう そう こう しょう

― 小栗勉さんの高齢者叙勲「瑞 寶 雙 光 章 」の受章を祝う ―
平成31年2月1日付で元同窓会長の小栗勉さんが、永年法務行

長 と 伊藤隆事務

政にご尽力された功績で、高齢者叙勲「瑞寶雙光章」を受章さ

局長が来賓として

れました。その知らせを聞いた3つの認定同窓会の幹事らが各

ご臨席くださいました。大沢先生からは「卒業生として長年法

会員に呼び掛けて、令和2年1月18日（土）に同窓会事務局のある

務行政に尽力した功績が評価された結果であり、大学にとって

名古屋キャンパスで、小栗さんの「受章を祝う会」が開催され

も大変喜ばしいことである」と。数納会長からはお祝辞と花束の

ました。小栗さん自らが主宰してできた3つの認定同窓会「二期

贈呈がありました。小栗さんからは、
「この叙勲受章を機会に

の会」
「 幹の会」
「 中村会」のメンバー22名が集いました。
「二期

波乱万丈の人生を振返り、家族のために「自分史」の作成を決意

の会」は中部社会事業短期大学の第二期生で組織する会で、

した。小冊子にまとめることに時間を要したが、やっと上梓でき

柘植吉治氏が呼びかけ人。
「幹の会」は同窓会本部役員経験者、

たので会員の皆さんにも配布させていただくことにした。昨日、

「中村会」は杁中キャンパス時代の名物教授・中村藤太郎先生の

満89歳になった」と、元気なお声で感謝のお言葉が述べられま

教え子で組織する会で、この2つの呼びかけ人は森田雅夫が担

した。なお、会員が高齢になったことでもあるので、この3つの

当しました。当日は小栗さんが同窓会長の時、昭和区杁中から

認定同窓会は1月18日付で解散することが承認された。また「祝

知多半島美浜への移転事業を陣頭指揮された大沢勝先生（現・

う会」の精算後、その残金は小栗さんの希望で、同窓会の災害

大学名誉総長）が駆けつけ、同窓会本部からは数納幸子同窓会

義援金口座に寄付いたしました。

（文責：森田 雅夫）

2019年度東海ブロック事業 公務員同窓生の集い
開催日：2019年7月20日（土）／会場：名古屋キャンパス／参加者：18名

東海ブロック事業として、初めて公務員同窓生の集いを開
催し、現役7名、OB3名、学生2名、学校関係者6名の18名が参加し
ました。
今回、初めての集いとなり、当初、会場は独特な雰囲気と緊
張感が漂い、少しとまどいを感じましたが、自己紹介となると、
持ち時間を忘れ語る人が多く、意見交換では熱弁を振るう人が
続出しました。

半田キャンパス学部祭

また、参加した学生も「公務員の具体的な仕事のイメージが
つかむことができた」、
「公務員という仕事が身近に感じられ
た」、
「学生にとって公務員の方と話し合う機会は貴重であり、
今後も続けてほしい」との意見もありました。
今後も、参加者の意見などを参考に、趣向を凝らしながら、
定期的に開催しますので、皆さまの参加をお待ちしています。

（文責：平松 幸夫）

『七夕祭』

第22回

開催日： 2020年7月4日（土）15：00〜
詳細は、6月以降に日本福祉大学ホームページをご 覧ください。
皆さまのご来場をお待ちしています。

健康科学部
Facebookは
コチラから!!
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2019年度

新たな認定同窓会が誕生！
ゼミ、サークルなど10同窓会

同窓会本部は、同窓生の皆さまに、これまで同窓会の設立を呼びかけてきました。

2019年度には、新たに１０の認定同窓会（申請中含めて）が設立されます。この新たに設立される同窓会はゼミ

ナールやクラス、研究室そしてサークル関係の同窓会です。新しく設立された同窓会の多くは、卒業後、度々集まっ

て交流を重ねてきました。この集まりをもとに認定同窓会の申請を行ったものです。また、新規に同窓会を作ろうと
かつての同窓生の皆さまに連絡を取り、設立された同窓会もあります。
新設立同窓会

・宇野研究室 OB/OG 会

福祉大学祭（美浜キャンパス）で
演奏する JAZZ 研同窓生

・81年3月卒第三期近直ゼミ同窓会
・大友ゼミナール第Ⅳ期同窓会

・日本福祉大学 JAZZ 研究会同窓会
・CSA 映画研究会同窓会

・夜間制大学院サービス分野1期生同窓会
・大学院児玉善郎ゼミ同窓会

・1977年Ⅰ部1年入学 Mクラス同窓会

・初代 WTC（渡辺崇史ゼミ1期生・2期生）
・辻村禎彰ゼミナール同窓会

81年3月卒
第三期近直ゼミ同窓会

新設学部、学域等同窓会も始動！

昨年度、看護学部同窓会、国際開発同窓会（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合

同の学域同窓会）、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）が設立されました。2020年を迎え、国際開発同窓会は２月16日に東京で交流会を開催しました。看護学部同

窓会は7月4日に同窓会総会の開催を予定しています。今後とも同窓生の皆さまのご協力・ご支援をお願い申し上
げます。

国際開発同窓会
設立記念パーティー

看護学部同窓会設立総会

認定同窓会の申請は、日本福祉大学同窓会ホームページにあります 手続・届け出 をご参照ください。

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

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

日本学生支援機構
奨学金返還相談センター
33
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電話：0570- 666-301 ／（海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話：03-6743-6100）

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

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 1991年3月卒業

松尾 綾子

女子短期大学

大学を卒業し、
30年近く経ちますが、
私の強い支えとなっているのは今も、
繋がっている大学
時代の仲間です。大学紹介の愛知県庁主催の林間学校指導員として出会えた友人達です。
夏は毎年1ヶ月程山にこもり、
キャンプの企画立案から自分達で会議し、準備し、林間学校を
実施するものでした。山奥で、生活を共にし、助け合い、悪ふざけした数えきれない程の思い
出は、私の大学時代の宝物です。近年、仲間の一人が大病を患い、
さらに皆の絆は深まり、
彼のメッセージは皆の励みになり、彼のおかげで何十年ぶりに、皆で集まる事ができました。
再会後、私は彼や皆の現在に誘発され、障害児のデイサービスで児童指導員として働き
始め1年半が経ちます。皆との思い出を支えに彼から気づかされた当たり前の日常に心から
感謝して、子ども達ときちんと向き合い、
この仕事を続けていくつもりです。そして、
いつか皆
で、
あの懐かしい山に行ける事を夢見ています。
▶ 次回は、恒川 百合子さんにバトンタッチします。

★ 愛知県在住

部

女子短期大学部 1988年3月卒業
岐阜県立多治見高等学校卒

後藤 康子

私を支えてくれるもの

★ 岐阜県在住

入学してまもなく、美浜に吹く強い風と、講義中に足元を這う蟹に大変驚き、
エレベーター棟
から見える海の美しい風景が大好きになったことを覚えています。児童文化部での活動はとて
も楽しく充実した毎日で、沢山の友人ができました。1年次は水野暁子先生クラス、2年次は近
藤直子先生のゼミに所属しました。ゼミでの実践交流や合宿も思い出深いものでした。
その他
にも大学祭への参加や民宿でのコンパ。時には夜遅くまで語り合い、唄い響き合った日々…。
今でも鮮明に思い出されます。現在は、地元小規模保育園に勤務し、3歳未満の子ども達が
生活の主役となって伸びゆく保育づくりに努めています。娘も現在、
日福生。子ども発達学部
在籍です。娘から最新の大学の様子や保育情報を聞かせてもらうのは、私の楽しみの一つで
す。娘との会話より時代は移り変わっていますが、
そんな中で
「変らないもの」
があることも気付
きました。学生時代の学びと経験は、私の心の中の「羅針盤」
となり、今も変わらずに向かう
方向を示してくれていると感じています。
▶ 次回は、橋本 美幸さんにバトンタッチします。

大学生活から今に生かされた事

経済学部

経済学部 2000年3月卒業
愛知県立新城東高等学校卒

髙橋 幸太郎

私の「羅針盤」

★ 愛知県在住

卒業してから、
もう少しで20年経ちますが、仕事の関係で大学に行きますと、在学当時
からの変貌ぶりに大変驚かされます。美浜キャンパスには、
きれいな芝生のグラウンドやスポー
ツ科学部棟が新しく完成し、
キャンパスで楽しそうにしている学生を見ていると懐かしく、
うらや
ましく思う時があります。
私は現在、旅行業の仕事をしています。一般企業、学校はもちろんの事、老人会から町内会
の旅行まで色々扱っています。私の大学生活から今の仕事に生かされた事は、旅行業の資格
を大学時代に取得した事と、体の不自由な方々の旅行プランを考え、実施する際に、旅行中
のケガなどのリスクを回避したり、色々お手伝いする上での感覚が
（学生活で真面目に勉強
した訳ではありませんが）養われた事だと思います。最後に私自身は卒業してからも大学の
先生や職員の方々に色々お世話になっています。在学中と変わらず、卒業生をここまで大切
にしていただき有難うございます。
▶ 次回は、稲熊 健一さんにバトンタッチします。

NIHON FUKUSHI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NEWS No.124

34

情報社会科学

部

情報社会科学部 2008年3月卒業
日本福祉大学付属高等学校卒

出会いに感謝
この日福大に入学すると決め、付属高校に通い、大学4年間学ばせてもらいました。卒業
してから11年が経ちましたが、私は現在、総合病院で医療総合事務として働いております。
私自身が、幼い頃から何度か入退院を繰り返した経験があり、病院に携わる仕事がしたくて
就職しました。在学中は、情報社会科学部ならではのパソコン基礎知識と福祉用具の事を
学びました。後輩の講義をサポートする授業補助TAにもなり、人とのコミュニケーション力も
学ばせてもらいました。ここで経験させてもらった事が今でも役に立っている事を改めて感じ
ています。今、振り返ると日福大で学べて良かったです。お世話になった先生方、
ゼミの仲間、
今でも会うと学生の時と変わらず笑い合える大切な友人、4年間大学に通わせてくれた両親、
全てに感謝です。
これからも大学生活で学んだことを生かし、患者様の立場にたって対応し、
一人でも多くの方から感謝される人間になる行動をしていきます。
▶ 次回は、戸田 郁恵さんにバトンタッチします。

金子 ちひろ ★ 愛知県在住

福祉経営学部

福祉経営学部 2007年3月卒業
星稜高等学校卒

尾山 隆俊

通信教育部福祉経営学部 2014年3月卒業
北海道帯広三条高等学校卒

毎日一つ喜びたい
私は現在、社会福祉法人で働かせていただいております。受容と共感の重要性を実感
する毎日です。言語は、人間の持ち得る最大のコミュニケーション能力です。
しかしながら、
一つの同じ言葉であっても、
その状況、立場において、
また受け取る側の精神状態で一律
ではありません。だとしたら相手を思い遣るという最大限の配慮が必要と思えてなりません。
その為には、
自己覚知が大切と気づきました。相手の方をより深く理解するにあたり、
自ら
の持つ趣味の引き出しは多い方が良いとも思いました。何事にも興味を持ち、挑戦して
みる事が、無駄なようで案外役立つ事がありました。同じ経験から意思の表出が見られた
からです。福祉とは、幸福。縁した方々が、少しでも幸せに過ごす事ができ、私自身も悔いない
人生を送りたいと願っている今日この頃です。
▶ 次回は、永野 千都勢さんにバトンタッチします。

80歳まで仕事します
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▶ 次回は、後藤 健次郎さんにバトンタッチします。

★ 愛知県在住

大学院

岩田 章一

今でも思うこと…大学時代に戻りたい！年に1度は同期の仲間と集まるのですが、
たまにこ
んな話になります。卒業して12年、
日福生だった自分自身を振り返ると
「よく怒ってた
（短気）
、
コンタクトレンズしたまま寝てた
（現在はドライアイになり眼鏡君）、
もう少し勉強に力を入れれ
ば…」
と子どもだったなと感じます。
もちろん学んだことはたくさんあり、
そして色々な方にお世
話になり感謝してもしきれません。現在は、大学卒業から8年続けてきた福祉の仕事を離れ、
畑違いの仕事をしています。仕事柄福祉で学んだことを生かすのは難しいですが、人を想う
心は大切にしています。今回バトンを繋いでいただいた川口君は高校からの後輩ですが、
自身の卒業を期に音信不通状態でした。執筆の連絡をもらうまでの経緯には本当にビックリ
しました。詳細は省きますが、人同士の繋がりを強く感じました。同じ地元にいることもあり、
早速飲みに行きました。本当に嬉しかったですし、点を線にしてくれた
「ずいそう」に感謝です。

★ 石川県在住

祉経営学部
通信教育部 福

寺端 悦子

点を線で結びつける「ずいそう」に感謝

★ ルワンダ在住

日本福祉大学同窓会会報 124号

現在、
アフリカのルワンダで仕事しています。幼少期に海外で仕事しているなんて、
さらに
人生の半分が海外生活なんてまったく想像できませんでした。大学時代に物事を深く掘り下
げて学びたいと思うこともなく、バブル時期に社会に出た者が、50歳を前に大学院で勉強す
ることも想像していませんでした。
このように私の人生は、予期せぬことのほうが多く、計画的
な人生設計を描くことができなかったと情けなく思います。
そんな私ですが、80歳まで働きたいと思うようになりました。そのためにはより専門性を取
得する必要があると、
ようやく計画的に人生設計をし、大学院修士課程に進むことに。入学
後、不安が募るばかりでしたが、先生方から多くを学び、同窓生から得た多くの刺激が、今後
の仕事に大きく役立つと思います。
これからの人生は計画的に設計しながら、80歳まで現役
を目標に、色んな出来事と青春を楽しみにしたいと思います。
▶ 次回は、木下 晶子さんにバトンタッチします。

健康科学部

健康科学部 2012年3月卒業
岐阜県立岐阜農林高等学校卒

山田 裕樹

★ 滋賀県在住

部
子ども発達学

子ども発達学部 2018年3月卒業
岐阜県立土岐商業高等学校卒

横川 遥香

国際福祉開発

大学に在籍していた4年間のうち、2年までは、陸上部に所属していましたが、陸上部を
辞めてからはバイトに明け暮れ、今考えればかなり堕落した生活を送っていたと思います。
そんなお世辞にも勉学に励んでいたと言えない私が、大学時代一番印象に残っているは、
卒業研究です。当時私は「ごんぎつね」に関する研究を行っており、半世紀以上前にキツネ
が住んでおり、童話のモデルになったごんげん山にセンサーカメラを設置し、現在もキツネが
住んでいるか調べました。
真夏に獣道に入って行き、大量の蚊や蜘蛛の巣などに心が折れそうになりましたが、何とか
やり遂げ、半世紀ぶりにごんげん山でのキツネの生息確認に成功しました。研究中の苦労が
絶えませんでしたが、
あの時の経験が現在仕事中のもうひと頑張りにつながっていると思い
ます。当時のゼミの先生や手伝ってくれた仲間には感謝が絶えません。あの時の経験をこれ
からも忘れずに大切にしていきます。
▶ 次回は、小笠原 巧さんにバトンタッチします。

人との繋がり
どんな人も、様々な「悩み」
を抱えて生きていると思います。私は、
そんな悩みに少しでも
寄り添いたいと思い、現在、子ども家庭支援センターの相談員として働いています。社会人
としての経験や、子育ての経験が無い中で相談員という立場に立ち、話をしてくださった人に
どんな言葉を返したら良いんだろう…と悩む日々ですが、
たくさんの人に支えられながら楽しく
仕事をしています。私は、中学から大学までの10年間、
ソフトボール部に所属していました。
振り返ると楽しいことばかりではありませんでしたが、
ソフトボールを通じて今でも繋がっている
“人”との出会いを持てたことは、私にとって大きな財産です。この仕事をしている中で、人と
繋がって生きていくことはとても大切なことであると改めて気づかされています。この体験を
生かし、
これから出会う人たちとの繋がりを大切にしながら成長していきたいです。
▶ 次回は、新藤 かおりさんにバトンタッチします。

★ 岐阜県在住

学部

国際福祉開発学部 2015年3月卒業

南 宗一郎

私とキツネの思い出

★ 愛知県在住

今、できる事をひたむきに！
私はいま住宅メーカーの営業職をしています。当時私が大学4年間で学んでいた分野ではない
職に就いたと、
入社当時はそんなことを思っていましたが、
なんとか5年目を迎えることができました。
いっそ辞めてしまおうと思ったこともありますが、続ける事ができたのは、異文化理解の講義
をきっかけに読み始めた洋書の一説にある、今も大切にしているこの言葉があったからです。
『たとえ明日、世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える』
ルターというドイツの宗教改革者の言葉で、
『どんな時でも、
いま自分にできる事をひたむきに』
という意味だと私は解釈しています。適当で行き当たりばったりで生きてきた私でしたが、
この
言葉がなぜか心にずっと残っていて自分のやるべきことをやらずに投げ出してしまわないよう、
辛いときは書いてみて自分に言い聞かせています。
自分のやるべきことを今日キチンとやることが、
大きな実り
（りんごの実）
となって未来を豊かにすると思いますので、
ぜひ日本福祉大での学びを
大切にしてください。
▶ 次回は、井上
（旧姓：鈴木）有華さんにバトンタッチします。

第8回

女性交流サロン開催報告

第8回女性交流サロンは、11月16日（土）さわやかな秋晴れの日に、愛知県小牧市に4年
前に開所した、障害者の自立支援施設小牧ワイナリーの見学とランチ会を行いました。
様々な職業に携わる30名の同窓生等が各地から参加してくださり、美味しいワインに舌鼓
を打ちながらお食事やおしゃべりを楽しんだ後、施設のスタッフからワイナリーの概要や知
的障害のある仲間たちの働く姿を映像も含めて紹介していただきました。その後、実際に裏
のブドウ畑と醸造所の見学をしました。
それぞれ違う特性を持つ仲間たち一人ひとりに合せた就労支援をしながら収益を上げ、障害
者が自立できる給料を目標に努力される職員の方々のご苦労が手に取るように分かりました。
ほとんどの参加者が開催後のアンケートに「楽しく有意義な時間をありがとう」という意
味の言葉を書いてくださり、スタッフ一同感激しました。
次回の女性交流サロンは、同窓会会報8月号でお知らせします。

NIHON FUKUSHI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION NEWS No.124

36

大学近況

本学陸上競技部 高橋峻也選手が「ドバイ2019世界パラ陸上競技
選手権大会（男子やり投げ）」にて6位に入賞しました

本学陸上競技部 高橋峻也選手（経済学部３年）
が2019年11月7日〜 15日にドバイにて開催された
「ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会」に
日本代表として出場。男子やり投げF46の部にて
57m20を記録し、6位に入賞しました。
今回の記録は本大会に出場した日本人の中で最
高記録となり、
またこれまでの自己ベスト
（55m67）
を
大きく上回る結果となりました。

写真左から久保浩司コーチ、高橋峻也選手、
三井利仁監督

世界パラ陸上競技選手権での高橋選手

平成31年度科学研究費助成事業

大学近況

中区分「08．
社会学およびその関連分野」の新規採択件数・全国9位
2019年10月25日、文部科学省より平成31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14.0件で全国9位という結果となりました。
● 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」
08.社会学およびその関連分野

順位

機関種別名

新規採択累件数

機関名

（件）

配分額（直接経費）
（千円）

応募件数累件数
（件）

1

国立大学

東京大学

36.7

160,533

48.3

2

私立大学

早稲田大学

25.7

36,033

64.7

2

私立大学

立命館大学

25.7

29,200

64.3

4

私立大学

日本女子大学

20.3

40,800

39.7

5

国立大学

大阪大学

19.3

40,200

40.0

6

公立大学

大阪市立大学

18.3

24,767

43.0

7

私立大学

日本大学

16.7

15,467

37.0

8

公立大学

首都大学東京

15.3

23,500

24.3

9

私立大学

日本福祉大学

14.0

28,100

36.0

9

私立大学

同志社大学

14.0

12,500

32.7



※文部科学省「令和元年度科学研究費助成事業の配分について」
より抜粋

また、本学の平成31（2019）
年度科研費採択件数
（新規採択＋継続分）
は50件、配分合計額は92,040千円で、昨年度
と比較すると、採択件数の増加に伴い、配分額も増加しています。
年度

新規＋継続
採択件数

女性比率

若手比率

配分額
（千円）

間接経費
（千円）

合計

（千円）

新規採択
件数

平成 31 年度

50

38.0％

36.0％

70,800

21,240

92,040

14

30.4％

平成 30 年度

59

45.8％

23.7％

67,400

20,220

87,620

23

40.4％

平成 29 年度

52

53.8％

17.3％

58,300

17,490

75,790

9

22.0％



※日本学術振興会「研究者が所属する研究機関別

採択件数・配分額一覧」
を基に作成

■ 詳細は文部科学省ホームページ、
日本学術振興会ホームページを参照してください。
令和元年度科学研究費助成事業の配分について
（文部科学省） https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1422129.htm
科研費データ
（日本学術振興会） https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/index.html
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新規
採択率
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大学近況

本学学生が車いすバスケットボールの日本代表選手と交流しました

2019年12月14日、本学バスケットボール部の男女約30名が車いすバスケットボールの日本代表※選手とスポーツ科学
部棟 通称「SALTO」
にて交流を図りました。
（※2019年12月取材時の日本代表選手）
今回の取り組み
（以下、交流会）
には本学卒業生の大島美香選手
（社会福祉学部卒業・Brilliant CatsとワールドBBC
所属）
、宮島徹也選手
（情報社会科学部卒業・富山県車いすバスケットボールクラブ所属）
の2名と、本学在学中の熊谷
悟選手（健康科学部4年・クラブ東海所属）
、また協力講師として筧裕輝選手（名古屋車いすバスケットボールクラブ所
属）
、竹中久雄選手・加藤和徳選手
（ともにワールドBBC所属）
の6名に来ていただきました。
大島選手と宮島選手は日本代表選手として活躍しており、熊谷選手と筧選手はU-23日本代表選手として活躍してい
ます。

大島美香選手

宮島徹也選手
（写真中央）

熊谷悟選手

この交流会は、学生らに車いすバスケットボールの試合を体験してもらうことでパラスポーツの楽しさや奥深さを学ぶこと
を目的に開催したものです。
開会式が終わると、まずは6名の選手によるデモンストレーション。車いすを操作しながらもゴールを決める様子や、選手
同士が激しくぶつかり合う様子に学生からは歓声があがりました。
デモンストレーションのあとは学生と講師の選手が混合した
チームに分かれて練習を挟み、試合へ。学生たちは巧みに
車いすを操り、試合を楽しみました。講師の方々は積極的に
学生にパスを出し、自らが試合に出ないときはコート外から
応援に徹するなどして試合を盛り上げてくれました。
試合後の閉会式では、今年開催される東京2020パラリン
ピックに宮島選手と大島選手が出場できることを願い、学生か
ら花束と色紙が贈呈されました。
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● CYCLE

●女子ラクロス部

こんにちは、地域課題解決サークルCYCLEです。
私たちは、1年次のゼミの研究を元に多世代交流のできる居場
所をつくるためサークル活動を始めました。 今年度の活動として
は、河和中学校の横にある空き家を利用し、「地域の世代を超え
たつながりづくり」を目的として活動を行ってきました。1年間の活
動を通して、私たちは多くの方々にお世話になり、多くの方々と知
り合い、つながることができました。また、活動に参加してくださっ
た方から「また来たい」など嬉しいお言葉をいただき、地域の人
の居場所をつくりたいと思う気持ちから始めた活動が私たち学生一
人ひとりの成長にもつながっているのだと感じることができました。
サークル活動を行う上での課題も多く感じる1年間でしたが、来
年度もメンバー全員で協力し、よりよい活動を行っていきたいと思
います。今後ともご支援ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。

こんにちは。
女子ラクロス部
です。
現 在、 次 年
度 に 向 けた 新
体制となり、部
員18名 で 活 動
しています。
チーム目標は
「One」 で、
プレイヤーもマネージャーも1人1人が選手としての意識、こだわり
をもって、チーム全体が一つになることを目指しています。
また、リーグ目標に「東海学生ラクロス2部リーグ突破」を掲げて
日々練習に取り組んでいます。
2019年度は、
「東海学生ラクロスリーグ戦・女子2部リーグ5位」
という結果に終わりました。 応援していただいた多くの方々の期待
に沿えない結果となり、悔しい気持ちでいっぱいです。2020年度
はこの悔しさをバネにして、リーグ目標に向けて一歩ずつ進んでい
きたいと思います。
新体制としてはまだまだ始まったばかりで課題も沢山あります
が、部員それぞれの想いを束ねてチームを作り上げていきます。
今後とも、ご声援の程よろしくお願いいたします。

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年度の活動報告〜
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。
2019年度は10月に発生した台風19号の被災地支援に注力をしました。
特に出身学生も多い
長野県長野市への支援を重点的に考え、発災直後の10月19〜20日と10月26〜27日に長野市
へのボランティアバスを派遣しました。
学生・教職員含め50名以上の参加者が被災直後の家屋
の清掃や周辺の泥かきに参加し、直後支援の難しさを実感した活動でした。
その後も被災地の
ニーズを調査しながら、
11月23〜24日、
12月7〜8日、
12月14〜15日の3回に分けて長野市北部ボ
ランティアセンターの実施するボランティア活動に各回10名前後の学生が参加をしました。直後
支援としての活動はここで終了となりましたが、現在も引き続きどのような支援が可能かボラン
ティアセンター内では協議を重ねています。
予定では2〜3月に一度現地支援にお伺いしたいと考えています。
他にも熊本県では「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。9月3日から7日に8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8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。
また、
これまで宮城県にて発災直後から継続的に東日本大震災への復興支援活動を行ってきましたが、昨年度から今できる復興支援は
何なのかを考えるフィールドワークを実施しています。
今年度は9月1日から4日に東北大学生との交流や現地のNPO法人でお話を伺うなど学
生9名で活動してきました。
今後も日本福祉大学災害ボランティアセンターでは被災地支援・防災減災活動に取り組んでいきますのでよろしくお願いいたします。
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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、2018年6月の第50回記念大会後の総会の議決を経て、
木戸利秋先生
（日本福祉大学社会福祉学部 教授）
から伊藤文人先生
（日本福祉大学社会福祉学部 准教授）
へと運営委員長のバトンが引き継がれました。そして、昨年6月の第51回大会では、新体制の下、
「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〜」と題し、これからの社会福祉労働の
あり方、社会福祉実践のあり方について語り合い、学び合う場として開催することができました。
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
一層取り組んでまいります。
今年の大会は、6月27日
（土）
に日本福祉大学名古屋キャンパスあるいは美浜キャンパスで開催を調整中です。
今年は、一日開催を予定しております。なお、企画内容は若干変更される場合がありますのでご了承いただきます
ようお願いします。

テーマ：
「私らしく働いていますか？社会福祉の原点を学び直そう」
●講演
「日本国憲法と社会福祉〜権利としての社会福祉を再考／再興するために〜」
（仮題）
講師：調整中
●講座
・社会福祉の基礎講座（本学教員による講座。社会福祉の情勢や制度、理論など）
・社会福祉実践応用講座（中堅・ベテランの会員の実践者による講座。現場の実践を中心に）
●「若手の語り場」
（社会福祉の現場の若手の職員（転職者を含む）
を中心に、仕事のやりがいや悩みな
どを語り合い、共有し合います。）
●自由研究発表（会員による社会福祉の研究や現場の実践などの発表）
学内学会は、1968年に設立されて半世紀以上が経ちました。学会設立当時より民主主義を守り、
「国民の
ための真の社会福祉を実現する」という使命の下、社会福祉の研究や現場の実践について語り合い、学び合い
が行われてきました。その中で、経済の発展によってもたらす日本社会の歪みに対して問題提起し、国民の命と
生活を守るために「権利としての社会福祉」を如何にして要求していくべきか、一人一人にできることを模索してき
ました。
近年、社会福祉の「商品化」
「マニュアル化」が進み、その影響により、社会福祉の現場においては、
「公共の
福祉」の希薄化が謙虚に現れていると言われています。例えば、
「権利擁護 = 成年後見」というように業務の
一環として狭義的に捉える、現場の職員の多様化や待遇など職場環境の問題により、利用者支援に取り組む際、
社会との結び付きや人権に対する意識が低く、虐待問題に発展しかねない、といった事案が起きています。
昨今の国会では日本国憲法の改正に向けた議論が行われており、これからの民主主義のあり方、そして、
社会福祉のあり方について考えるべき時であると言えます。
そこで、本大会は、こうした状況を問題提起し、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。
なお、本大会は、初めての方も参加しやすいよう企画を進めております。本大会を通じて、社会福祉の仕事の
やりがい、悩み、制度の問題やこれからのあり方など共有しあい、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。
皆さまのご参加をお待ちしております。
（文責 : 運営委員 松原 賢）
学内学会では、
「社会福祉実践のいま、ここでの声」を大学に届けて、実践を進化させる議論を喚起してくれる卒業生を募集しています。
この機会に是非学内学会の会員になってみませんか？

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（受付時間：金曜日の10時〜13時） FAX 0569-87-1690 E-mail gakkai@n-fukushi.ac.jp
活動の詳細は、fuxi、Facebookにて随時お知らせしております。
「 日本福祉大学 社会福祉学会」と検索してください。
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活 動 日 誌
6（土）

鹿児島県地域同窓会 講演会・総会・交流会

6（土）

山形県地域同窓会 総会・つどいの会
（学習会・茶話会）
・懇親会

6（土）

26（土）

東京地域同窓会 コスモスまつりでバーベキュー交流会

26（土）

島根県地域同窓会 研修会
（講演会）
・総会・懇親会

石川県地域同窓会 総会・懇親会

27（日）

国際開発同窓会in京都

6（土）

富山県・石川県地域同窓会 スクーリング公開講義と交流会

27（日）

瀬戸・尾張旭・長久手地域同窓会 文化講演会・総会・懇親会

6（土）

近畿ブロック地域同窓会 通信スクーリング後交流会

27（日）

6（土）

たちばな会
（愛知県立特別支援学校在職者同窓会）

7（日）

埼玉県地域同窓会 総会・公開講演会・懇親会

27（日）

7（日）

名古屋地域同窓会 総会・講演会・懇親会

12（金）

東三河地域同窓会 懇親会

13（土）

福岡県地域同窓会 新入学お祝い交流会in福岡

13（土）

宮崎県地域同窓会 県北同窓会

14（日）

東京地域同窓会 通信教育在学生と同窓生の相談・交流会

15（月・祝）

20（土）

兵庫県地域同窓会 講演会・同窓生実践報告・総会・懇親会
東京地域同窓会医療部会
駒木野病院見学会と高尾山ビアパーティ
東海ブロック 公務員同窓生の集い

20（土）

神奈川県地域同窓会 通信教育学生と同窓生による親睦会

2（土）

加藤組総会

20（土）

静岡県地域同窓会 公開スクーリング講義・通信教育部との交流会

2（土）

日本福祉大学JAZZ研究会同窓会

27（土）

愛媛県地域同窓会 総会

2（土）
・3（日）

28（日）

第1回常任理事会

2（土）
・3（日）

訓覇スウェーデンセミナー同窓会

3（土）

宮崎県地域同窓会 講演会・総会・懇親会

2（土）
・3（日）

サイクリング部OB会

3（土）

静岡県地域同窓会東部支部 東部地区交流会

4（月）

筑豊の大人たち

3（土）

国際開発同窓会 総会・大同窓会

9（土）

北海道道南地域同窓会 総会・交流会

4（日）

9（土）

東京地域同窓会 国試合格祈願・高尾山参拝ツアー

9（土）

18（日）

小木ゼミOG・OB会
大阪地域同窓会 本学卒業生による通信学生のための
相談会・
ドローン操縦体験会・総会・懇親会
第１回理事会・新旧役員引き継ぎ会

24（土）

岩手県地域同窓会 総会・交流会

9（土）

西尾張地域同窓会 美浜・東海キャンパス見学会
岡山県地域同窓会
スクーリング公開講義と通信生・同窓生合同懇親会
85S同窓会

24（土）

東海ブロック・あすなろ会 第4回東海4県教職員の集い

9（土）

第2回九州・沖縄地域ブロック代表者会議

24（土）

長野県地域同窓会 交流会

9（土）

1983年卒短大近直ゼミ

24（土）

香川県地域同窓会 総会・講演会・懇親会

9（土）

ソフトテニス部OB・OGの集い

9（土）
9（土）

静岡県地域同窓会中部支部 中部地区会
経済学部・静岡県地域同窓会
浜松でふくしと企業関係の同窓生をつなぐ集い
児玉善郎ゼミ同窓会

9（土）

綿先生を囲む会

月

10（土）

24（土）
・25（日）
25（日）

神奈川県地域同窓会 通信教育学生との相談・交流会

25（日）

山口県地域同窓会 講演会・総会・茶話会

31（土）

2019年度大学院社会福祉学専攻
（通信教育）
同窓会総会

31（土）

群馬県地域同窓会 講演会・総会・懇親会

31（土）

月

9

27（日）
28（月）
・29（火）

11

1（金）

未申会

1（金）

静岡県地域同窓会中遠支部 交流会

2（土）

名古屋地域同窓会 福祉大学祭参加

2（土）

同窓会事務局 福祉大学祭参加

2（土）

福井・石川県人会 福祉大学祭出店

2（土）

2004年度卒伊勢田ゼミ同窓会このゆびとまれ

9（土）

青森県地域同窓会 講演会・総会・懇親会

広島県地域同窓会 尾道散策
ナイト70の会

新山会

12（火）
・13（水）

1973年卒業秦ゼミナール同窓会

12（火）〜 14（木）

ヤジエセツルメントOS会
経済学部同窓会 経済学部同窓会の集い

16（土）

第8回女性交流サロン 小牧ワイナリー見学＆昼食会

16（土）

社会福祉セミナーin山形

16（土）

PSW-net

1977年入学Ⅰ部1年Mクラス同窓会

17（日）

神奈川県地域同窓会 文化講演会・懇親会

全社ゼミ関係者同窓会

17（日）

第2回東北地域ブロック代表者会議

17（日）

第2回中国地域ブロック代表者会議

14（土）

山梨県地域同窓会 講演会・総会・大交流会
名古屋地域同窓会 公開スクーリング講義・通信在学生
との交流会
（名刺交換会）
1992年度卒二木ゼミ同窓会

14（土）

熊本県地域同窓会 総会・情報交換会・懇親会

14（土）

1981年竹村ゼミ同窓会

21（土）

富山県地域同窓会 臨床美術体験と総会・懇親会

21（土）

西三河／碧海地域同窓会 碧南の集い

22（日）

Five Flags同窓会

7（土）
7（土）
8（日）
・9（月）
14（土）
14（土）

25（水）
・26（木）
28（土）
28（土）
28（土）
28（土）

奈良県地域同窓会 奈良きずなやBBQ交流会
大阪地域同窓会 泉州地域における大規模災害の
「備え」
を考えるセミナー
きららネットワーク

1971年社会福祉学部Ⅱ部Cクラス同窓会
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Ⅵ
福島県地域同窓会 総会・講演会・夕食&交流会
東京地域同窓会施設部会
「Beステーション凛
（就労継続支援B型）
」見学会
第2回東海地域ブロック代表者会議
岡山県地域同窓会 総会・講演会・懇親会

28（土）

BBS赤とんぼの会

29（日）

福岡県地域同窓会 総会・学習会・交流会

2（水）

北海道地域同窓会 釧根地区懇親会

5（土）

情報社会科学部同窓会 茶話会

5（土）

和歌山県地域同窓会 公開講演会・総会・懇親会

6（日）

広島県地域同窓会 懇親会

6（日）
・7（月）

昭和44年卒吉岡進ゼミ同窓会

9（水）
・10（木）

昭和37年度卒社会福祉学部Ⅰ部同期会
千葉県地域同窓会 房総双葉学園施設見学会

13（日）

81年3月卒第三期近直ゼミ同窓会

19（土）

32勢和会

26（土）

大阪地域同窓会「Tea Time交流会〜第9弾〜」
埼玉県地域同窓会 第6回レクリエーション企画
おおとりまつりとコスモス見学
第2回近畿地域ブロック代表者会議

26（土）

第2回四国地域ブロック代表者会議

26（土）

Ⅱ部都丸ゼミ同窓会

20（日）

日本福祉大学同窓会会報 124号

12

1

月

11（金）

19（火）

第1回同窓会改革検討委員会

23（土）

ヤジエセツルメント76年入学世代同窓会

24（日）

西三河／豊田・岡崎地域同窓会 総会・懇親会

28（木）

心身研同窓会
（パート1）

30（土）

東京地域同窓会 講演・シンポジウム

30（土）

福井県地域同窓会 同窓生のつどい

30（土）

三重県地域同窓会 総会・交流会・懇親会

30（土）

北尾張地域同窓会 総会・交流会

30（土）

兵庫県地域同窓会 ゆるつな日福ひょうご

30（土）

第2回北海道地域ブロック代表者会議

30（土）

大阪地域同窓会 大阪サテライトCAFE

30（土）

香川県地域同窓会 通信生歓迎交流会

30（土）

南尾張地域同窓会 セミナー

30（土）
・1（日）

月

月

28（土）

16（水）
・17（木）
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27（日）

静岡県地域同窓会 交流会・懇親会
滋賀県地域同窓会
「秋の集い」
ビール工場見学・バーベキュー交流会
岐阜県地域同窓会 総会

16（土）

7（土）

7（土）

10

10

月

20（土）

8

網掛けは本部事項

月

月

7

2019年7月~2020年1月

宇野研究室OBOG会

1（日）

第2回同窓会改革検討委員会

6（金）

東三河地域同窓会 忘年会

7（土）

小池保子ゼミ合同同窓会

7（土）

たちばな会
（愛知県立特別支援学校在職者同窓会）

8（日）

第2回常任理事会

10（火）

鴻福会

14（土）

第2回理事会

14（土）

香川県地域同窓会 施設見学学習・交流・講演会

14（土）

四国で福祉を学ぶ会

11（土）

第2回北信越地域ブロック代表者会議

18（土）

広島県地域同窓会 県北の集い

18（土）

大分県地域同窓会 ふくし学習会・総会・懇親会

18（土）

二期の会・幹の会・中村会

18（土）
・19（日）

第2回関東地域ブロック代表者会議

19（日）

知多地域同窓会 市民公開講座・総会

25（土）

第3回東海地域ブロック代表者会議

26（日）

福岡県地域同窓会 日曜ランチ交流会

日本福祉大学

履修 証明 プログラム（学校福祉 ）
《5月開講予定》
年間60時間程度の講座で、
学 校 福 祉 に 関 す る 専 門 性 を 養 うプ ロ グ ラ ム 。
2 0 2 0 年 5 月 か ら の 開 講 を 予 定して い ま す 。
貧困・虐待・不登校・いじめ・暴力・発達障害をはじめとするさまざまな生きづらさを抱えた子ど
もたちを支援するために、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーの養成と学校への
配置、教師を含めた多職種連携（チーム学校）が進められてきました。とはいえ、子どもたちを支援
する専門職者はまだ十分ではありません。そこで日本福祉大学では、子ども支援関係の仕事に従事
していたり、その意志のある人たちを対象として、教育・福祉・心理にかかわる基礎的かつ実践的な
知見やスキルを身につけてもらうための履修証明プログラム（学校福祉）をスタートさせます。

《履修テーマ》
1

学 校 福 祉を 考える

6

多職 種 連 携をどう進 め るか

2

学校改革の現在

7

学 校 福 祉 援 助をどう進 め るか

3

子どもを 支 える法と制 度

8

教 育 実 践 記 録 を 読 む・書 く

4

学 校・医 療・心 理 臨 床

9

教育実践を他職種が読む

5

子 ども ととも に 生 きる 人々

10

受講者の実践研究報告

「 履 修 証 明 制 度 」と は ？
社会人などを対象とした新しい履修・学習の証明制度です。2007年度の学校教育法改正によって誕生した制度で、大学など
が一定のまとまりのある学習プログラム（履修証明プログラム）を開設し、修了者に対して、法に基づく履修証明書（Certificate）
を交付する制度です。
本学が指定する科目群を履修することで、特定分野の学習を体系的に行ったことが認証されます。プログラムの修了は、履歴
書やジョブカードに記入することができます。

講座の詳細が決まり次第、WEBサイト（右記QRコード）に随時掲載いたします。今しばらくお待ちください。

https://www.netnfu.ne.jp/nfu_certificate/program/2020/gakkou_fukushi/

［ 日本福祉大学 リカレント教育事業部 ］
日本福祉 大学は、開学翌年の1954 年に夜間部を創立し、以来社会人への 教
育にも力を注いできました。2019年、新たにリカレント教育事業部を開設。本学
の実績を活かし、今まで以上に忙しい社会人が働きながらでも学び やすい環境

問い合わせ・申込先：日本福祉大学 社会福祉総合研修センター

を整備し、多様な学び直しニーズに応えていきます。

〒460-0012 名古屋市中区千代田5-22-35
TEL.052-242-3069

https://www.n-fukushi.ac.jp/recurrent/

【受付時間】平日10：00～17：00（祝日、夏期休業、年末年始を除く）
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編集後記

今回の会報では、お二人の同窓生インタビューを掲載しました。お二人とも同窓生の中でも、社会的評価の高い
取り組みをされています。特に、佳山さんは日本での映画上映のこのタイミングで掲載しました。
この会報が届く頃も、
上映されていると聞いています。お近くの映画館で是非ともご鑑賞ください。大学は新たなリカレント事業に取り組み
ます。大人になっても学び続ける時代が到来しました。今後、具体的なお知らせもしていきますので、是非ご活用くだ
さい。

