
SUIRYO
82

ISSN  1349-8274
h t tp : / /www.kobegaku in . com/
神戸学院大学同窓会報

特集　今だからできるボランティア、今こそしたい学生への支援

2018 MARCH



1 SUIRYO 82

特　集
今だからできるボランティア、
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モニュメント「翠波」
鉄工芸アーチスト 河田 崇 作
ポートアイランドキャンパスB号館前ロータリー

絵画「有瀬キャンパス 中庭」
　　「ポートアイランドキャンパスと神戸港」
もふもふ堂イラストレータ よひな よしかず 作
ポートアイランドキャンパスA号館2階図書館に展示
※「ポートアイランドキャンパスと神戸港」はプリント
シェードに使用

表紙の写真

大学創立50周年を記念し
同窓会から大学へ寄贈しました
（詳細はP11 SUIRYO INFORMATION）
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今だからできるボランティア、
今こそしたい学生への支援

川口 謙造さん（本学職員）

2005年の神戸学院大学「ボランティア
活動支援室」立ち上げに際し、大阪ボラ
ンティア協会でキャリアを重ねて得た運
営、事業に関する知識やノウハウを携え
て、本学職員として着任。

学生支援センターKAC学生支援グループ
ボランティア活動支援室コーディネーター

松尾 紀明さん
（同窓会 大阪府支部）

ラポール株式会社 大阪営業所 所長
不動産に関わる業務の性質上、賃貸物
件を避難所として活用する方法や防災
減災の視点で建物を考察する機会も。

2017年2月・9月、2018年2月実施
熊本被災地支援ボランティアに参加

冨岡 純平さん
（経済学部2年次生　2018年3月現在）

被災地や神戸でのボランティア活動を
経験する中で、成長が期待される。
いま、南海トラフ地震を想定したキャン
パスでの避難訓練プロジェクトを計画し
ている。

ボランティア活動支援室学生スタッフ

頃安 祐菜さん
（栄養学部2年次生　2018年3月現在）

今回の熊本の被災地支援ボランティアへの
公募に応じ、被災地での活動に初めて参加。
その経験を生かし、2018年3月には自らが
リーダーとなって熊本の農業支援を計画中だ。

カンボジアを支援する
ボランティア活動基金VAFのメンバー

大西 祐実さん
（人文学部2年次生　2018年3月現在）

主に熊本支援、被災地応援物産展に
リーダーとして参画してきた。熊本地震
ボランティアをきっかけに始まった応援
ブログ「神戸学院大学生が阿蘇を応援
するブログ」の編集長。

ボランティア活動支援室学生スタッフ

村井 敦さん（同窓会 九州支部）

日経メディアプロモーション株式会社
主に日本経済新聞の販売促進事業に従
事。「新聞の読み方セミナー」、「インター
ンシップ選考対策セミナー」の講師も務
める。

2017年2月実施
熊本被災地支援ボランティアに参加

「神戸学院大学」発のボランティア活動に新たな1ページを書き加えた2017年
神戸学院大学の災害支援ボランティア活動は、2011年の東日本大震災の被災地・東北への支援を経て、2016年には熊本地震の
被災地支援へとその活動の幅を広げてきました。
被災地熊本においての活動も災害発生からの時間の経過とともに、がれき撤去期、避難所支援期、生活支援期と、その必要とされ
る内容が変化する中、生活支援を必要とする時期を迎えた2017年、神戸学院大学によるボランティア活動自体も新しい展開を見
せることとなりました。
これまでの学生と教職員による活動に、同窓生も加わったボランティア活動が始動。
2017年2月と9月、2018年2月の熊本支援では、学生と大学、さらに同窓会が連携してボランティア活動が行われました。
重要な役割を担うこととなった「神戸学院大学」発のボランティア活動の「今」を紹介いたします。
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被災地の人々に受け入れられた
「学生らしさ」と「本気」

取材成果を『神戸学院大学生が
阿蘇を応援するブログ』として発信

取材活動の様子



興報告などの記事を順次アップしていきながら、阿蘇と神戸を
つなぐブログに育てていきたいと思います。取材担当の学生
からは、学生ならではの視点で、商店街をよく知った上でない
と書くことのできない内容の原稿が次々と上がってきて、みん
なが同じ思いで取材に臨んでいたことがわかりました。個人的
には、受け入れてくださった現地の方々に学生の本気を見ても
らいたかったので、出来栄えには満足しています。
村井　「取材活動」以外ではどんな活動をされたのですか？
冨岡　私は仮設住宅や集会所を訪問して、子どもの遊び相手
などの活動を行いました。子どもに肩車をせがまれて大変そう
でしたので、自然と肩車をすることが私たちの役目になりまし
た。私たちが遊び相手になっている時間を利用して、復興住宅
のハウスメーカーとの打ち合わせをしている方もいたようです。
大人の方にはどこまで話を聞いていいものか戸惑い、どうして
も遠慮しがちになりますが、子どもたちには、自然に振る舞う方
が互いの思いが通じるように感じたのは収穫でした。

松尾　学生たちと一緒に行動し、話をする機会が持てたことで
互いの距離感も近くなった気がしました。子どもが笑顔を見せ
ている時に学生もいい表情になっていたことが、印象的でした。
まさに、ボランティアの喜びを実感できた瞬間だったのではな
いでしょうか。
村井　現地までの移動手段がフェリーやバスで大変だったの

ではと、受け入れ側として気になったのですが。
冨岡　東北へのバスは車内が狭く大変でしたが、九州へのフェ
リーではたわいのない話からミーティングまでいろいろ話せた
のでよかったです。私たちとしては他の年代の方と話す機会が
なかなかない中、同窓生の方からボランティア活動以外の社会
人としての興味深い話
も聞けたので、移動時
間も有意義に過ごせま
した。
松尾　移動時間だけで
なく、宿舎では一つの
部屋に寝泊まりしたこ
ともあって、私たち同
窓生もとても新鮮な時
間を学生と共有できま
した。学生へのサポー
トのあり方について、「学生が何を必要としているか」という疑
問にも、当の学生から直接答えてもらうことができ、本当に実
のある話ができて良かったと思います。

村井　まず、学生と同窓生がお互いを知る機会を持てたことが、
現地での活動にとても重要なことだったのかもしれません。2
月の農業支援ボランティアで火山灰で爪を真っ黒にしながら、

4SUIRYO 82

特集

これからのボランティア活動の
あり方と同窓会の役割

貴重な時間を共有できた
学生と同窓生



一緒になってひたすら人参を掘った経験などで信頼関係を築
けたことは、9月の活動でも頼もしい力になったと思います。被
災した側でもありますが、同じボランティアの担い手として現
地の大学の方々との交
流もかけがえのないも
のになったのではない
ですか。
川口　九州ルーテル
学院大学には、本学教
員とのつながりから、
大学自体が避難所に
なっていて被災者のケ
アにあたっておられた
にもかかわらず、無理
を言って宿泊させてい
ただきました。SNSで連絡を取り合いながら大学に届いた救援
物資を必要とされる場所に必要なものを運ぶ九州ルーテル学
院大学の学生たちの姿には感動しました。また、全国を結ぶ災
害ボランティアネットワークの加盟団体になっていた熊本学園
大学とも活動をともにすることができました。
大西　被災地の学生でもありながら東北にも足を運んだり、学
生のうちにやれることを精一杯考えてボランティア活動に向き
合う彼らの姿勢は見習いたいと思いました。阿蘇神社再建まで
は6年の歳月を費やすと聞いたので、その日まで阿蘇神社門前
町商店街を見守ろうと決心し、卒業後も同窓生として息の長い
支援活動をしていきたいと思います。支援活動も長いスパンで
考えればハード面からソフト面への支援へと変わる時期もある
はずなので、人間心理学科※所属の私としては被災者の心のケ
アなど、大学での学びを活かした支援ができないものかと考え
ています。他にも神戸学院大学では、現代社会学部の社会防災
学科が被災地派遣時に先遣隊を編成して被災地にいち早く入
り活動していますが、それぞれの学生たちが、学部の特色を活
かしてボランティア活動にもっと参加してほしいと思います。
頃安　私の所属する栄養学部でも、災害等の非常事態により
通常の食糧供給が困難になった時のための「災害食」を研究し

ている先生がいらっしゃいますし、アレルギーを持つ子どもへ
の食事や栄養補給のケアなど、栄養学の分野で貢献できるこ
とはたくさんあるはずです。何が必要か考え、実行することは
自分自身の勉強にもなり、長期的な活動として、展開できる気
がします。また、ボランティア活動に係る経費を支援する仕組
みがあれば、今よりももっと活動に参加する学生が増えると思
うので、助成制度なども検討してもらえるとありがたいです。
冨岡　高い確率で起こりうる南海トラフ地震を考えると、より
具体的な活動が必要だと思います。神戸学院大学は災害時の
指定避難所になっていますが、学生が自発的に参画する避難
訓練が実施されていません。万が一の際には重要な拠点とな
ることが想定される本学にとっては緊急の課題だと考えて、訓
練の実施案をボランティア活動支援室に提出したところです。
村井　同窓生としては、被災地支援や学生へのサポートなど方
法論や細部について各支部が連携して情報を共有していく必
要があります。災害発生時に被災地もしくは被災地に近い支部
の同窓生に連絡を入れると、学生ボランティアを受け入れる体
制が整い、より迅速で的確な活動が行える、というのが今後の
ボランティア活動支援
の要になると思います。
松尾　知恵と経験、人
脈や資金面で、学生に
いろんなサポートがで
きるのが私たち同窓会
です。持てる時間と体
力を頼りにボランティ
ア活動に飛び込んでい
く後輩たちを、同窓会
で作る柔軟なネット
ワークで受け止めたのが、今回の活動です。そして、私たちが
サポートした彼らを、経験を積んだ頼もしい同窓会会員として
迎え入れる日がやってきます。そうやって繰り返し途切れること
のない継続性も同窓会の大きな強みではないでしょうか。

「いざという時に役立つ同窓会」で
あるために
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九州ルーテル学院大学の学生と現地で活動 ※2018年新入生より、人文学部人間心理学科は心理学部心理学科に改組

　会員同士の親睦を図りながら母校の発展に寄与する、
それが同窓会としての変わらぬテーマです。
　全国の同窓生が、日頃から、生きたネットワークを構築
し情報を共有しながら、「いざ」という時に力を発揮できる
ようにすることが重要です。
　同窓会は、これからも、「神戸学院大学」発のボランティ
ア活動の一層の興隆に向けて、その支援に積極的に取り
組んでまいります。
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私は災害時の栄養問題解決のために、備蓄法や災害時の調
理について調査研究しています。この度、被災地の現状視察と
学生の引率のため、熊本支援ボランティアに参加する機会をい
ただきました。活動中に仮設住宅に住む方から、被災後、食生活
が大きく変化したとのお話を伺う事が出来ました。食生活の変
化は身体の変化につながり、病気の発症や既往症の悪化につな
がる場合があります。それを防ぐには、災害時もいつもの食事
ができるように災害食を備えることが重要です。
皆様もご自身と大切な人を守るために、ご家庭の備蓄品の見
直しをぜひご検討ください。

伊藤 智 助教
神戸学院大学栄養学部

災害時に身近な大切な人を守る
備蓄食品

I n t e r v i e w

平素より本学の災害ボランティア支援活動に対して格別のご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。2016年
4月、熊本地震の発災以来、本学は2016年度6回、2017年度2回、災害ボランティアとして学生を派遣しました。参加学
生は、派遣前から被災地での活動に備え、派遣後も他人事ではなく自分事として、「神戸で出来ることは何か？」と工夫し
てボランティア活動を継続しています。この度、同窓会の方々が熊本での災害ボランティア活動にご参加くださって、大
変心強い限りです。熊本における復興活動は続きます。また、毎年のように発生する大規模な自然災害に対し、本学も他
人事ではなく、自分事として取り組むことが必要です。全国の同窓生のみなさま方におかれましては、「オール神戸学院」
として引き続き本学の災害ボランティア支援活動にお力添えくださいますよう、お願い申し上げます。

　2017年10月31日、阿蘇の魅力を伝える「神戸学院大学
生が阿蘇を応援するブログ」を開設しました。
　現地に赴いた学生たちが倒壊した阿蘇神社周辺地域や
門前商店街を取材し、その魅力を、また復興の状況をお伝え
します。自然豊かで、伝統と新しさが融合する阿蘇のお店は、
心をひきつけます。ぜひ、ブログの読者になってください。

http://asokobe.hatenablog.com/

水本 有香 准教授神戸学院大学現代社会学部「オール神戸学院」で継続した災害ボランティア支援を

I n t e r v i e w

2016年熊本地震が発生し、避難所から仮設へと学生と共に走
り続けながらボランティア活動をしています。活動は、さまざまな
視点から物事を考え、話し合い、より良いことを求めていく姿勢
が大切だと思います。神戸学院大学とボランティア交流をするこ
とによって、大きな刺激となり、違う角度からの考えを共有できる
貴重な時間となりました。皆様の活動からは、日々変化し続ける
被災地での活動に向けて、事前調査や活動の振り返りも丁寧に
されていることが伝わりました。またボランティア活動支援室や
同窓生の皆様の力強いサポート体制も含めて、多くのことを学ぶ
ことができました。このつながりに心から感謝いたします。

照谷 明日香 さん

熊本学園大学ボランティアセンター
ボランティア・コーディネーター

「つながり」に感謝
交流から学ぶ さまざまな視点

I n t e r v i e w

熊本地震被災地支援ボランティア 地震発生 2016年4月14日 21時26分　震度6以上を7回計測

神戸学院大学生が阿蘇を応援するブログ開設！

緊急支援 生活支援

生活支援

第一陣
2016/4/30～5/1

西 原 村

• 避難所支援
•家屋の片づけ

第二陣
2016/5/21～22

西 原 村

• 瓦礫撤去
•家屋の片づけ

第三陣
2016/6/25～26
阿 蘇 市 、 南 阿 蘇 村

• 農業支援
•保育園の環境整備
  （グラウンド草刈り）

第四陣
2016/7/16～17

阿 蘇 市

• 家屋の片づけ
•神社の解体・瓦礫撤去
•九州ルーテル学院大生と活動

第六陣
2017/2/23～27

西原村、益城町、阿蘇市

• 農業支援
•仮設住宅での支援

夏の陣※　2017/9/7～11  
春の陣 　2018/2/22～26

 益 城 町 、 阿 蘇 市

• 熊本子育てサポーターズのお手伝い
• 阿蘇神社門前町商店街の取材
※九州北部豪雨被災地（朝倉市）で、九州ルー
テル学院大生と泥かきもしました。

第五陣
2016/12/1～4

益 城 町 、 南 阿 蘇 村

• 仮設住宅での支援
•南阿蘇村役場訪問

同窓生も参加しました
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BESIDE 母校をいつも身近に感じられるような神戸学院大学の新しい情報をご紹介！

2018年春、現代社会学部から

第1期生の同窓生が誕生します！

M e s s a g e

現
代
社
会
学
部
は
、社
会
的
要
請
に
応
え
る

人
材
を
育
成
す
る
未
来
志
向
の
学
部

　私たちが生きる社会は、生活という観点で考えると、経済や法律、それに
のっとった行政、歴史や文化といったもので形成されています。現代社会学
部は、そうした多様な側面からなる現代社会を学問の枠を超えて実践的に
学ぶ学部です。社会は一つのことだけでできているわけではなく、広がりが
ある中でそれぞれが関係していることに気づくこと、それが学生には求め
られます。そのために社会学だけでなく、経済、政治、行政、マネージメント
に至るまでの広い学問体系に接することを前提として、多様な学びを可能
にしたところに、カリキュラムを設計した本来の趣旨があります。　　
　その学習の場もキャンパス内にとどまらず、街の中にも求めるというの
が現代社会学部の大きな特徴です。多くの実習科目の導入によって、学生
に社会の現場を肌で感じてもらうこと、外での学びをキャンパスに持ち帰り、
具体的な解決策の模索に必要な講義科目内容との結合を促すことに、エネ
ルギーを注いでいます。全学年9割方の学生がボランティア・インターン
シップを履修しているのも同様の考えからです。例えば、NPO等の諸団体
がボランティアをしているその「背景」に気づけば、問題の本質に迫り理解
を一層深めることになります。なぜそこにNPOがないといけないのかとい
う疑問から、政治や行政がどうしてもカバーしきれない現状を知ることにつ
ながっていきます。『なぜボランティアをしないといけないのか』という学
生の疑問への一つの回答でもあります。
　さらにもう一つの学びの特徴は、課題解決を目標に定めて、あくまでも
学生の自主性に基づいた学びとする「課題解決型アクティブ・ラーニング」
を少人数教育の利点を生かして、積極的に展開している点です。現代社会
学部では教員一人あたりの学生数をできるだけ少なくしています。その上
で、実習関係科目への丁寧な指導を実践しています。
　現代社会学部だけが専門科目としている「インターンシップ」をはじめ、
「実習」「ゼミ」などを含めて、学生が社会を実体験できる貴重な機会を数多
く設けています。学生が興味や関心のおもむくままに選び取り、考えを重ね、
自分の夢に辿り着こうとする姿は何ものにも代えがたいと感じます。そん
な中で、現代社会学部第1期同窓生誕生の時を迎えました。
　多様で複雑な課題を多く抱える現代社会では、さまざまな角度から観
察・分析し、具体的な解決策を提案できる人材がますます必要とされてい
ます。現代社会学部は、まさにそうした社会的要請にこたえる人材を育成
する未来志向の学部です。今、民間、公共の場を問わず活躍できる人材を
世に送り出す機会に恵まれたことを嬉しく思います。

大学創立から50年を迎え、現在同窓生が8万人を超える神戸学院大学。
開設5年目を迎える現代社会学部から、この春、第1期生の同窓生を社会に送り出すことになり、
これまで以上に各界に人材を輩出することへの期待が高まります。

現代社会学部 学部長

中村 恵 教授
（2018年3月現在）
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M e s s a g e

気
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き
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と
も
に
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「
自
分
ら
し
い
自
分
」

　さまざまな学問体系に接する機会を得て、キャンパスの内外でいろいろな
経験を積むことができたこの4年間。実感したのは、世の中にはいろんな考
えや見方があるということでした。比較的似ていると思える自分たち学生同
士でも、討論する中で出るのは、さまざまな考えに基づいた多種多様な意見
です。答えが一つではないところは、まさに社会学の醍醐味！それこそが社会
学を学ぶ面白さだと気づきました。同時に、固定観念にとらわれることなく、
柔軟に物事を受け入れていくことが相手を尊重することにもつながり、やが
ては自分の成長にもつながることを教えられました。今後、社会人として働く
うえで、自分と違った状況やスタンスを持つ方々と接することが多くあると
思います。どんな人に対してもまず耳を傾け、ありのままに受け入れ、尊重し
ていける人でありたいと考えます。
　自分たちが暮らす社会について絶えず考えてきたのは、「今どういった状
況なのか」「何が必要なのか」といったことでした。ホームレスの若者を扱った
ドキュメンタリーを題材にした「現代生活論」の授業では、人生の8割から9割
を占めると言われる労働について深く考える機会になりました。労働は、人
が生活していくための物質的豊かさを得ると同時に、自分が必要とされてい
ることで働きがいを見い出し、人が生きていくための生きがいとなるほどに、
かけがえのないものであることに気づかされました。卒業後は「労働行政」を
担う厚生労働省の労働局で、学んだことすべてを糧にして社会人としてこれ
からの道を歩んで生きたいと思います。

現代社会学部・現代社会学科
2018年3月卒業

髙橋 日向子さん

M e s s a g e

教
訓
を
糧
に
、学
び
の
成
果
を

明
日
へ
の
力
に
代
え
て

　社会防災学科を選んだのは、自分が生まれる以前に起こった阪神・淡路大
震災について両親から聞いたことや、東日本大震災の実態を映像で知ったこ
とがきっかけです。災害が起こった際には、自分が家族や周囲の人を守りた
い、そんな確かな思いに自分自身がはっきりと気づいたからでした。
　入学後は、防災・減災の基礎的な知識をはじめ、現状と課題について学ぶ
ことはもちろんのこと、企業や行政、NPO団体と連携した実習がありました。
なかでも、防災や福祉、ボランティアといったテーマのもと、学生が中心と
なってチームで取り組み、一定の成果を出すことを目標とした「プロジェクト
型実習」で多くのことを学びました。
　被災地支援活動として、東日本大震災で傷ついた写真の修復作業に携
わったこともありました。家族写真も多く、ボロボロで、海水で色落ちしてし
まったものを、思い出のひとときを残す大切な写真として蘇らせるお手伝い
ができました。消防学校での訓練に参加した1年次生の実習に始まり、本当
にさまざまな機会を学びの場にできた充実した4年間でした。
　卒業後は、行政職員として地元の教育に貢献できればと思います。級友た
ちには警察や消防という、社会の安全と平和にかかわる職種に採用が決まっ
た者が多くいます。社会人としてのスタートはそれぞれ違っていても、社会
防災学科で学んだ者として、数々の教訓を新たな災害に立ち向かうための
力に代えていきたいと思います。 現代社会学部・社会防災学科

2018年3月卒業

宮川 匠さん
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同窓会活動報告

本部総会・懇親会

有瀬キャンパスにて盛大に開催
2017年7月15日（土） 有瀬キャンパス　・本部総会 11：45～　・懇親会 13：15～

　2017年7月15日（土）、有瀬キャンパスにて同窓会本部総会・懇
親会を開催。今回は特別企画として、本学栄養学部を卒業し、アメ
リカンフットボールのプロリーグNFLニューオリンズ・セインツの
チアリーダーを2年間務めた松崎美奈子さんをゲストに招きトー
クショーを行いました。NFLに挑戦しようと思われたきっかけから、
海外生活での体作りにおいて食事や栄養面で工夫されていたこ
と、また管理栄養士、フードコーディネーターという「食」のスペ
シャリストの立場から、健康を保つための具体的なアドバイスなど
とても興味深い内容でした。また、松崎さんと現役チアリーダー
SEAGULLSとの共演もあり、華やかなステージを披露していただ
きました。
　本部総会終了後は、改装された「レストランHALF TIME」へ会場
を移し、兵庫東・北支部と合同で懇親会を開催。懇親会では、大学
の図書の充実を図るために同窓会文庫の積立金や、現役学生の
ボランティア活動を支援するため、携帯に便利な折り畳み式のヘ
ルメットを大学へ寄贈し贈呈式を行いました。また、躰道部OB・
OG会の「躰心会」、アメリカ民謡研究会OB会、体育会OB・OG会
の「神院体友会」、女子駅伝競走部OG会の4団体が同窓会の新た
な登録団体に認定されました。若手を中心に初参加の同窓生も多
く、活気あふれる雰囲気で盛会となりました。

　同窓生による現役学生の就活応援企画「社会人へのステップ
アップセミナー」をキャリアセンターと共催で開催。「目指すべき進
路（やりたいこと）を見つけよう！」というコンセプトのもと、卒業か
ら5年以内の同窓生と就職活動を終えた4年次生が中心となり、
現役学生とトーク会を行いました。
　セミナーの冒頭で木村誠会長は現役学生へ「積極的に先輩た
ちにアプローチして何でも聞いてください。今日のこの機会が、こ
れからの就職活動に大いに活かされると思います」と話しました。
　今回のセミナーは、同窓生と4年次生が各業界に分かれ、現役
学生がすべての業界をまわりディスカッションする方式で実施。同
窓生は仕事のやりがいや楽しみ、人事担当者が見る面接時のポイ
ントなど、また4年次生は就職活動時の有効な時間の使い方、成
功例や失敗談など、先輩だからこそ話せる本音トークを交えなが
ら、現役学生にアドバイスをおくりました。

社会人へのステップアップセミナー

就活応援企画！目指すべき進路（やりたいこと）を見つけよう！
2017年11月18日（土） ポートアイランドキャンパス　・14：30～
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ホームカミングデー

大学祭中央実行委員会と共催で特別企画を実施！
2017年11月4日（土） ポートアイランドキャンパス　・10：00～

　2017年11月4日（土）の大学祭「第50回 135Festival」に合わ
せて「ホームカミングデー」を開催しました。大学祭中央実行委員
会との合同イベントを実施したほか、大学創立50周年を記念して、
同窓会から大学へ寄贈したモニュメントの銘板設置も行いました。
　大学祭中央実行委員会との共催でSNSを利用した特別企画
「＃kgustagram」や「フォトコンテスト2017」は、悪天候でステー
ジなど一部が中止されました
が、来場された方々から神戸
学院大学のキャンパス内で撮
影した素敵な写真が多数寄
せられました。これらの写真
はモザイクアートにも使用さ
れました。

キャリアセンター
からのお願い

就職活動中の学生に対してOB・OGの紹介を実施しております。つきましては同窓生の皆様から、OB・OGとして後輩へ社会、会社の
ことについてお話いただければ幸いです。ご協力いただける方は「本学公式サイト→卒業生の方へ→OB・OG訪問ご協力のお願い」
からご登録の手続きをお願いします。

OB・OG訪問にご協力ください

キャリア支援
さまざまな業界で活躍する
同窓生が講師として登壇！

　「人間力で勝負！～先輩からの熱き心～」をテー
マに、各業界で活躍する同窓生がリレー形式で講
師として登壇。企業選びのポイントや業界の最新
の動向、また、学生時代どのように過ごしてきたか
など、経験豊富なOB・OGが現役学生にアドバイス
をおくりました。
　受講生からは「さまざまな先輩方の人生観や考
え方を聴き、モノの見方を養うことができた。有意
義な講義だった。」、「リアルな話がとても新鮮で刺
激的だった。」といった感想をいただきました。

●産業界等連携講座
（有瀬キャンパスにて前期開講）
●OB・OGキャリアデザイン塾
（ポートアイランドキャンパスにて後期開講）



SUIRYO
INFORMATION

　50周年記念事業特別委員会は2014年12月に第一回の委員会を開催し、母校への寄贈や支援事業のため、
調査・企画・関係先への提案・調整等を行って来ました。

　2017年11月のモニュメントの寄贈を持ちまして活動を終了しましたので、主な活動をご報告いたします。
　ご協力いただいた関係先の皆さまに深く感謝いたします。

50周年記念事業特別委員会より活動報告

　母校のカラー、また有瀬キャンパスの豊
かな自然をイメージした｢翠」とポートアイラ
ンドキャンパスから見える海や港を象徴する
｢波」を組み合わせて｢翠波（すいは）」と名
付け、B号館前ロータリー（吹抜け東側）に
設置しました。
　次の50年（100周年）に向けてのメッ
セージを伝えていく事と、有瀬キャンパスの
大時計のようにポートアイランドキャンパス
の象徴になる事を願っています。
　モニュメントは羽ばたく学生達と彼らを支える同窓生・教職員・保護者を表し
ており、プレートに「未来50年に向け みなと神戸から大きく羽ばたくことを願う」

と刻みました。
　同窓会はこれまでも大学
創立30周年を記念し教育
後援会と共同で「紫雲」の
塔を有瀬キャンパスに設置。
創立40周年にはポートアイ
ランドキャンパス開設を祝し
「千本・千年の杜」を寄贈し
ました。
　「翠波」はその諸先輩方
の想いを継承し次代を担う
後輩達へのメッセンジャーと
しました。

■モニュメント「翠波」 （表紙に掲載）
　ポートアイランドキャンパ
スB号館の階段部分の窓
は西日が強く、夏は農業用
の黒いシートで覆って対策
をしていたため、オリジナル
プリントのシェードを寄贈し
ました。
　神戸のデザイン事務所「もふもふ堂」のイ
ラストレーター よひなよしかずさんに依頼し、
3作品をプリントした美しいシェードが完成し
ました。「ポートアイランドキャンパスと神戸
港」「ポートタワーとメリケンパーク」「神戸
大橋」がモチーフになっています。
　原画3点はポートアイランドキャンパスA号
館2階の図書館新聞コーナーに展示してい
ます。

■プリントシェード （表紙に掲載）

　学生達の課外活動を応援・バックアップし、イベント等に際しては同窓生も利用できる物として以下のオリジナルグッズを作成し販売
しております。学生達の応援や支部総会の景品等にご利用下さい。
•Tシャツ（1,200円）、スウェット上（3,100円）、スウェット下（3,000円）
•マフラータオル（900円）：応援グッズとして
•ネクタイ（2,100円）：現役生の就活にも利用
•ピンバッチ（シルバー：500円　ブルー：600円）：胸元のおしゃれに
•バックハンガー（完売）：女性向けグッズとして
•カラー軍手（180円）：応援の他ボランティア活動時にも利用
　また、応援用グッズとしてのぼり、アイバナー、スティックバルーン、
ボランティア用Tシャツ及びスタッフ用ジャンバーを寄贈しました。

■50周年記念グッズ
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－同窓会からのお知らせ－

「千本・千年の杜」
（大学創立40周年を記念して寄贈）

　有瀬キャンパス・ポートアイランドキャンパスへ、SHARPの電子黒板BIGPAD（ビッグパッド）を寄贈しました。
■電子黒板

「紫雲」の塔
（大学創立30周年を記念して寄贈）

販売場所：有瀬キャンパス　学内売店（2号館1階） ／ ポートアイランドキャンパス　ブックカフェ ハオン（D号館1階）



　学生時代はゼミと寮生活が、一番の思い出です。ゼミの担当
教員だった衣斐成司先生は、授業では単位取得が難しいという
評判だったにもかかわらず、笑顔の素敵な優しい先生でした。私
はゼミ長として、ゼミ生をまとめることを任されました。4年間の
寮生活では、寮長を任され、寮生一同で大掃除をやり、オーナー
から感謝されたこともありました。
　商社でのアルバイトでは社会人と接することで、同じような年
齢の者たちが集う大学では知り得なかった「社会人としてのも
のの考え方や見方、常識」を身に付けることができ、社会に出て
から大いに役立つことになりました。

　卒業後は東洋証券株式会社に入社。最初に配属された神戸
支店で担当したのが東灘や芦屋の高級住宅街。お屋敷では門
扉から玄関までが遠く、見ず知らずの家を訪問することに馴れ
ないまま迎えた入社半年後の成績は、同期の中でも下位の方
でした。
　それでも、あきらめずに地道にコツコツ頑張れば、必ずチャン
スを掴めると信じて営業活動を続けました。神戸市北区という
新たな担当地域では、自分と同じ20代前半の子供を持つご家
庭が多かったようで、日ごろの営業活動を見てくださっていた
方からお声をかけていただき、その方からご近所の方、また新
たなお客様へと活動の輪を広げ、業績に繋げていくことができ
ました。「お客様に喜んでもらうのが商売の原点」、「お客様から
“ありがとう”といわれる存在に」という思いは、この時の経験を
糧に培ってきたように思います。
　支店長の職に就いてからは、社員の誰しもが欠けてはいけな
い家族のような存在として、皆がひとつにまとまるようチーム
ワークを大切にしました。最初に支店長として赴任した先では全
34店舗中でも下位だったのが一年後には1位になりました。社
員に対しては、「褒める・認める・任せる」を心掛けてきました。社
員の幸せはお客さまの幸せに繋がり、そのための「幸せな働き
方」を考え、「働き方改革」に取り組むのも今の私の役目と考え
ています。
　市場と顧客に向けて目指すのは、時代の変化に対応できる国
際感覚のもとで『信頼性や安心感の高い証券会社』と評価され
る会社です。当社は昨年
100周年を迎えた歴史と
伝統のある会社。次の
200年に向け企業価値
向上を図り、持続的に成
長し続けるビジネスモデ
ルを確立していきたいと
考えます。
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神 戸 学 院 大 学 を 卒 業 後 、活 躍 す る 同 窓 生 の「 今 」を ご 紹 介しま す 。

東洋証券株式会社 取締役社長
1985年・法学部卒 桑原 理哲さん

神戸支店で証券マンとしてのスタートを切る。13年に及ぶ営業職ののち、
島根県浜田支店をはじめとする支店長職を経験。2007年、45歳で執行
役員に。2010年取締役、2012年常務を歴任したのち、2017年社長就任。

ポジティブに、好奇心の赴くままに行動した
学生時代

「明るさは幸運の種」をモットーに辿り着いた今

同窓生

NOW！

くわ はら よし あ き
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　第27回総会は、滋賀県大津市の琵琶湖ホテルの和室で開
催しました。
　好評の講演は、卒業生で落語家の桂三弥氏をお招きし、落

語と日頃知らない落語の世界をお話いただき（プロの話芸に感動）、笑いの
絶えない楽しい時間を過ごしました。
　支部の活動は、本部総会への参加や近隣支部との親睦や情報交換を兼
ね、昨年は合同で京都鉄道博物館や周辺散策を開催しました。
　また、京都や滋賀で開催される現役硬式野球部の春と秋のリーグ戦の試
合応援に出来る限り出向いています。　是非、一緒に応援に行きましょう。

笑顔溢れる支部総会。関西六大学野球の応援に行ってます。

　毎年5月に総会・懇親会を開催しています。昨年は広島市
東区ホテル広島ガーデンパレスで開催しました。オプション
でマツダZoom-Zoomスタジアム広島の普段は入れない

内部の見学ツアーを行いました。今年は5月20日（日）に東広島市西条町の
清酒賀茂鶴直営「仏蘭西屋」で開催し、オプションは「賀茂鶴見学・試飲ツ
アー」です。また副学長・総合リハビリテーション学部教授 春藤久人先生に
特別講演をお願いしています。詳しくは、翠陵同封の案内をご覧になり是
非ご参加ください。　

広島県在住の卒業生の皆様へ
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北陸支部

東京同窓会

東海同窓会

三重県支部

奈良県支部

和歌山県支部

大阪府支部

徳島県支部

京都滋賀支部

兵庫東・北支部

兵庫西支部

岡山県支部

広島県支部

山陰支部

山口県支部

愛媛県支部

高知県支部

香川県支部

沖縄県支部

同窓会ホームページをご覧ください。
ホームページにアクセスできない方は、
同窓会事務局へご連絡ください。
TEL：078-974-5485
E-mail：info＠kobegakuin.com
URL：http://www.kobegakuin.com/
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九州支部

京都滋賀
支部 
支部長
前畑 佳史

京都滋賀
支部 
支部長
前畑 佳史

広島県
支部
支部長
森 政雄

広島県
支部
支部長
森 政雄

※掲載は設立順



　昨年は支部長も交代したことから、愛媛県支部の立ち上げ時（原点）に返っ
て気分も一心一人でも多くの同窓生を当支部にご参加して頂きたく思って
います。昨年のバスツアーは隣県高知へ維新にふさわしい坂本龍馬。高知駅

前の三志士像、日曜市、高知城歴史博物館、高知城、桂浜竜馬に大接近ということで竜馬で
始まり竜馬で終了いたしました。バスの中では学生気分に戻り参加者の皆様方と一日楽しく
過ごせました。今年の支部総会は、6月16日（土）ホテル マイステイズ松山（旧 ホテルJALシ
ティ松山）で行います。参加費は無料にて同窓生の皆様のお越しをお待ちしております。

維新

　高知県支部では毎年、花見・総会・キャンプ・学祭ツアー・新年会の5行事
を行い会員間の親睦を図っています。2017年度はさらに追加行事として
「大忘年会」を行い、多くの方にご出席いただきました！！とにかくみんなで

楽しむことが大好きな高知県支部です。この翠陵が届く頃には花見の直前、そして総会
まで2か月です。新卒社会人として、また縁あって高知家の一員になった方、どんどん参
加してくださいね！各種行事の日程は同窓会ホームページまたは「神戸学院　高知　熱
き活動記録」を検索してください！

高知県支部の活動に参加しませんか？？

　和歌山県支部家族遠足はバス一台にての多数参加で京都水族館と京
都鉄道博物館でした。水族館ではサンショウウオ、イルカショー、ペンギン
のエサやりを鑑賞し鉄道博物館では昔懐かしい電車、汽車等で親子共々

楽しい一時でした。子供達、同窓生も次の遠足に期待しているようです。家族での参加を
モットーにしている和歌山県支部です。皆様もぜひご参加下さい。又、支部総会へのご参
加を宜しくお願いいたします。

ご家族での参加も大歓迎！

　本年度（H30年）の目標として、岡山県支部会員の親睦を深め、多くの会
員参加ができる企画を計画し、会員に呼びかけて参加の増進をはかりた
い。

　岡山県支部の皆さん!!色々な企画を致しますので参加よろしくお願いします。又、総会
にもぜひご参加ください。そして友達、先輩、後輩にも声かけしていただき参加のお誘い
をしてください。私達支部幹事もがんばります。

多くの会員が参加できる企画を計画中！一緒に楽しみましょう！

　昨年度の東京同窓会は、6月の支部総会からスタートし、暑気払い、秋の
女子会、周年行事、忘年会、新年会と、のべ190名の方にご参加いただき
ました。支部総会では、学長佐藤雅美先生の講演をはじめ、大学のグッズ

や神戸みやげの販売、同窓生の森下玲可さんミニライブなど新しいことにチャレンジし
ました。なお、今年2018年度の支部総会は6月10日（日）初めて銀座のレストランで開催
いたします。沢山の皆様にお会いできること、楽しみにしています。これからも東京同窓
会への応援どうぞよろしくお願いいたします。

チャレンジを続ける東京同窓会

　熊本地震からやっと復興の兆しが見えたかと思いきや九州北部豪雨と九
州は災難つづきです。でも暗いニュースばかりではないですよー！昨年は我
が福岡ソフトバンク・ホークスが日本一になりました。例年どおり支部総会は

ホテルでの総会終了後、ヤフオクドーム（しかもスーパーボックス）で野球観戦をしながらの
懇親会です。2連覇に向けて試合の応援や食事をしながら懐かしい話に盛り上がりましょ
う。是非、奮ってご参加ください。また、今後はオール九州で同窓生の交流が図れるよう福
岡以外でのイベントができないか模索中です。是非、色々なご意見お待ちしております。

1ダホー（ワンダホー）九州支部！
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九州支部
支部長
中野 浩

九州支部
支部長
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高知県
支部
支部長
堀尾 敦史

高知県
支部
支部長
堀尾 敦史

愛媛県
支部
支部長
新家 兼光

愛媛県
支部
支部長
新家 兼光

東京
同窓会
支部長
志田 悦子

東京
同窓会
支部長
志田 悦子

和歌山県
支部
支部長
大楠 英彰

和歌山県
支部
支部長
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岡山県
支部
支部長
高橋 隆正

岡山県
支部
支部長
高橋 隆正



　沖縄県支部は小規模ゆえフットワークも軽く、皆が楽しく和気藹々とし
た雰囲気で、支部総会、寮歌・大学の歌祭り、野球部キャンプ激励などを中
心にゆるーく活動しています。なかなか会員増の少ない沖縄県支部では

ありますが、昨年はお二人の方が新しく会員になって下さいました。3年連続会員増で
す！ご紹介頂いた徳島県支部の原田さん、どうもありがとうございました。こうして少しず
つメンバーが増えていくのが何より嬉しいです。
　まだ見ぬ同窓生の皆さん、お会いできるのを楽しみにしております♪

アットホームな沖縄県支部♪　沖縄在住者、沖縄来訪者、大歓迎！！！

　香川県支部の皆様へ
　香川県支部は6月の最終日曜日に総会を開催しています。7月下旬には
ビアガーデン・9月はバス旅行を企画しています。今年で3回目を予定しい

る栄養部会の勉強会も企画してます。香川県にお住まいの方で一度も参加した事がな
い方や以前は参加したがと言う方、是非6月24日（日）高松東急REIホテルの支部総会に
参加のほどよろしくお願いします。夫婦・親子・兄弟で総会参加の方は参加費1名様分無
料とさせて頂きます。楽しい時間を過ごしましょう。

6月24日は高松東急REIホテルに集合

　大阪府支部では、支部のテーマでもある「つなぐ」を大切にしながら交
流を深め、のびしろがある学生達を応援する為に様々なイベントを企画し
ています。

　学祭でのインスタグラムを活用したイベントや神戸マラソンの応援、同窓生のお店で
の交流会の開催などをお手伝いしながら、同窓生が世代を超えてつながっています。
　様々な世代の同窓生や学生達と「オール神戸学院」を目指したい方はいつでも気軽に
参加してくださいね。

様々なイベントを開催してます。SNSでも発信中!!

　支部総会では、平成28年度の「出雲大社」に続き、29年度は「美保神社」
を一同で参拝しました。出雲大社の“だいこく様”と美保神社の“えびす様”
は親子の神様です。二つの神社をお参りすることを地元では両参りと呼

び、沢山の良縁と“両想い”になれると云われております。
　総会会場の「美保館本館」は国登録有形文化財となっており、著名な文人墨客が逗留
され多くの足跡や書画などの作品を残しております。
　参加者一同、歴史と神話の地で海の幸を味わいながら、楽しくご縁を結びました。

平成30年度総会で、水都・松江市での夕日観賞遊覧船を楽しみませんか。

　平成29年5月20日（土）17時半からホテル日航姫路3階藤・真珠の間で
佐藤雅美新学長をお招きして開催。議事では議長の欠席により支部長が
兼任するハプニングもありましたが無事終了。DVD放映・記念撮影後、部

屋を替え会員交流懇親会に移りました。神戸学院大学の吹奏楽部女性4名によるサック
ス演奏後、学長挨拶、来賓紹介、乾杯と続き会食。会食中は全参加者の近況報告をして
終了しました。来年度総会は比較的参加しやすい日曜日、お昼を跨いでの開催を予定し
ています。

母校吹奏楽部の演奏を楽しみながら親睦を深めた支部総会
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　徳島県支部は、支部総会・懇親会に始まり、親睦ゴルフコンペ、ビールで
乾杯‼、ボウリング大会、レディース会、忘年会など、毎年たくさんの行事
を行っています。昨年は、新企画としてレディース会（ローズ会）を開催しま

した。絶品イタリアンでランチをしながら、女性会員の親睦を深めました。今後も、女性が
楽しめる行事を計画し、華やかで魅力ある支部を目指して参りますので、多くの女性の参
加をお待ちしております。また、同窓生の方はもちろん、現役学生の方々にも参加いただ
けるよう、気さくで活気ある支部造りに努めて参ります。

女性がたくさん集まる支部を目指しています‼

山陰支部
支部長
本村 淳

山陰支部
支部長
本村 淳

大阪府
支部
支部長
西島 功

大阪府
支部
支部長
西島 功

兵庫西
支部
支部長
松本 猛

兵庫西
支部
支部長
松本 猛

沖縄県
支部
支部長
中井 孝

沖縄県
支部
支部長
中井 孝

徳島県
支部
支部長
林 和彦

徳島県
支部
支部長
林 和彦

香川県
支部
支部長
平松 克敏

香川県
支部
支部長
平松 克敏
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　平成29年度の総会は母の日に名古屋マリオットアソシアホテルで開催
し、参加者に大変喜んで頂きました。そしてその流れで夏には、キリンビー
ル工場見学&出来立てビールで懇親会を開催し、参加者のお蔭で大変盛

り上がる事が出来ました。平成30年度の総会は以前からご希望の多かったミッドランド
スクエアでの開催と致します。お店はミッドランドスクエア41Fのブルーエッジです。抜
群の景色と共に、同窓生で気楽に食べて飲もうではありませんか！！5月13日（日）母の日
に開催となります。同窓生をお誘いの上ご参加下さい。お待ちしております。

平成30年度の総会はミッドランドスクエア41Fで開催

　9月9日に福井県営陸上競技場で全日本学生陸上競技対抗選手権（通
称：日本インカレ）があり、母校の田口真琴選手が出場されるとのことで、
急ですが同窓生有志で応援に行ってきました。この大会には東洋大学の

桐生選手や日本のトップアスリートが出場する大会なので、いつになく観客も多くスタン
ドはすでに満席の状態でした。女子3000m障害に出場され結果は7位で決勝には進め
ませんでしたが、後半の追い上げはとても素晴らしい走りでした。
　北陸支部では現役学生の応援にも力を入れて活動しています。

母校の学生たちを一緒に応援しませんか？

　毎年、いくつかの支部総会に出席させていただき、それぞれの良かった
ところを取り入れるよう心がけています。今年の支部総会は県内でも知名
度の高い下松笠戸島の「ヒラメ」料理のフルコースを準備し、皆様のご参

加を役員一同心よりお待ちしております。一昨年の「ふく」フルコースに始まり、県内の美
食を食べ尽くす企画は今後も続けて参りますので乞うご期待！
　㊙情報　来年は車海老で有名な秋穂にて車海老フルコースを予定しています。同窓
生と山口の味覚の旅に出かけませんか？まずはお気軽にお問合せお申し込み下さい。

山口　美食めぐり

　平成29年11月12日、支部恒例の秋の遠足を京都・滋賀支部、大阪支部
と合同で『いざ、童心に返る空間へ～京都鉄道博物館～』というテーマの
もと秋の京都を満喫しました。京都鉄道博物館では、新旧様々な列車の展

示があり、運転の体験やジオラマによる関西の鉄道の様子が再現され思わず見入り、童
心に返る空間を体感できました。その後、京都市内を散策し、京漬物を堪能しました。夜
はお楽しみの懇親会。一日の疲れも何のその、皆様旧交を温め合いとても有意義な時間
を過ごすことができました。

いざ、童心に返る空間へ（京都鉄道博物館と京都散策）

　三重県支部は昨年設立1周年を迎え、他支部の総会に積極的に参加し、交流す
ることで支部運営の学びを積んできました。そして三重県支部の特徴的な行事と
して、伊勢神宮への初詣と伊勢市での新年会を開催し皆で楽しんでいます。年間

行事として、6月の支部総会を皮切りに、秋には県内の美味しい食材求めてグルメツアー、新年は
伊勢神宮参拝と新宴会などと、豊富なプランも出ております。少しでも多くの同窓生に参加して
もらえればと思っていますので、まずは6月の総会に来て頂けたら幸いです！活動の状況について
Facebookで発信しておりますので、「神戸学院大学同窓会三重県支部」で検索してみて下さい！

三重の同窓生の輪を広げていきましょう！参加お待ちしております！

　～日帰り研修旅行のご報告～　2015年12月創業「株式会社ゆらちょう」の
「井上 慶祥」社長（2014年 人文学部卒）を訪ね和歌山県は由良町の白崎海洋公
園へ行ってきました。『私が住みたい、まちづくり』をコンセプトに、イベントの企

画・運営、広報、特産品の販売促進を手掛けながら仕事の創出を目指す地元密着型の活動をさ
れているということで、ぜひその活動を研修したいと企画しました。「町に1人でも定住する人が
増え、若者が働ける場を構築したい。」 と、頑張っている井上社長は輝いてました。井上社長そし
て由良町とも繋がることができました！！！「支部総会・懇親会は本部との合同企画を計画中です。」

大阪府
支部
支部長
西島 功

大阪府
支部
支部長
西島 功

みんな、繋がりましょう！！！

山口県
支部
支部長
石飛 寛

山口県
支部
支部長
石飛 寛

奈良県
支部
支部長
大内 弘三

奈良県
支部
支部長
大内 弘三

東海
同窓会
支部長
中瀬 博之

東海
同窓会
支部長
中瀬 博之

北陸支部
支部長
酒井 康光

北陸支部
支部長
酒井 康光

兵庫
東・北支部
支部長
岸本 仁文

兵庫
東・北支部
支部長
岸本 仁文

三重県
支部
支部長
山路 熟

三重県
支部
支部長
山路 熟



硬式野球部は、去る2017年12月3日（日）にホテルクラウンパレス神戸において、創部50周年記念式典
及び祝賀会を開催しました。当日は、関西六大学野球連盟池永理事長、学校法人神戸学院西本理事長、
神戸学院大学佐藤学長をはじめ、来賓やOB、現役部員を含め、約260名の出席がありました。来賓の
方々からのお祝いの言葉、激励の言葉をいただき、改めて、ここまで支えていただいた感謝と今後の活
躍を誓う次第であります。また、この会が盛大に開催できたのもひとえに大学、連盟等の関係各位、OB、OG、現役学生のご支援の賜物と深く感
謝申し上げます。今後も、卒業生と現役学生が一致団結をし、強いチームを作っていくこともさることながら、野球を通しての人材育成を行って参
ります。日頃から硬式野球部にご理解とご支援をいただいている皆さまに感謝申し上げますと同時に今後もさらなるご支援をいただきますよう
よろしくお願い申し上げます。

昨年8月20日（日）にポートアイランドキャンパス内で創部50周年記念祝賀会が開かれました。来賓、OB
や現役部員など計約120名が出席し、節目の年を祝いました。現役学生達からは、2部Bリーグ優勝とA
リーグ昇格を目指すと力強い誓いを立てて頂き、秋季リーグ戦では、見事に有言実行で優勝、Aリーグ昇格
を果たしてくれました。今期から関西学生2部Aリーグとステージが上がり厳しいリーグ戦になるかと思い
ますが皆様のご支援よろしくお願い申しあげます。また、創部50周年で本学初のJリーガー誕生となる藤谷匠選手がJ2リーグのFC岐阜に今期から
加入するという快挙も成し遂げてくれました。これを機会にOBの皆様もJリーグに興味を持って頂き、藤谷選手の応援もよろしくお願いいたします。
本学サッカー部Twitter及びFacebookよりお問い合わせください。
サッカー部OB会　連絡先　　幹事　平井　孝　090-2198-5447
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登録団体制度では、全国で集われている同窓生同士の交流機会を増やすことで、登録団体
と同窓会が共に発展することを目指します。また、登録団体と同窓会が連携し、現役学生の
サポート（特に就職活動）を行うことで大学の発展に寄与することも目指しています。
全国各地で卒業後も続く、交流の広報や活性化に是非ご活用ください。

登録団体制度
◆登録団体
5名以上の同窓生の集いで営利・政治・宗教活動等以外を目的とした団体。
同窓会会長、常任幹事会の審査を経て登録となります。
●サークル、ゼミのOB・OG会 ●同じ職場・職種・業種の集い
●卒業年次（同期会） ●同じ目的や趣味を持った同窓生の集まり
●上記に掲げる団体に準じるもので、会長が認める団体

◆登録のメリット
大学の情報、同窓会の情報が適宜配信されます。
同窓会報“翠陵”またはホームページにて団体
（組織）の紹介を行い、会合・懇親会・同期会等の
案内を配信いたします。大学・同窓会のロゴ使
用許可、同窓会グッズ（法被・のぼり・横断幕等）
の貸出を受けることができます。

アメリカ民謡研究会OB会
女子駅伝競走部OG会
神院体友会
ラグビー部OB会

2017/  2/18
2017/  7/  1
2017/  7/  1
2018/  1/10

神戸学院大学アメリカ民謡研究会に在籍し、母校を卒業した者
神戸学院大学女子駅伝競走部OGにより構成。また本会の認めた特別会員も会員とする
神戸学院大学在学中に体育会に在籍していた者及び役員会が会員と認めた者
ラグビー部監督など大学関係者とラグビー部に所属経験のある神戸学院大学を卒業した者

大和 英之
山上 紗智子
古谷 幸辰
上田 茂雄

団 体 名 登 録 日 詳　　細 代表者名
新たに登録された団体 （現在の登録団体数：26団体）

申請関係書類は同窓会ホームページからダウンロードできます。 h t t p : / /www . k o b e g a k u i n . c om / d a n t a i /

登録団体活動紹介

風見鶏スキークラブ

今年は創部40周年記念パーティーを開催いたします。是非、ご参加ください！！
開催日：2018年6月23日土曜日  12：00より  東天紅  神戸三宮・センタープラザ店（19階）
任意団体であったスキー同好会（後に風見鶏スキークラブ）の卒業生を母体と
する団体です。関西学生スキークラブ連盟対抗戦には男女共に総合優勝する
など、活発な活動を展開していました。現在のところ、現役学生による活動は行
われておりませんが、スキー合宿は今も粛々と続けられ、現在も全日本スキー
技術選手権大会大阪府代表に選出される者もいます。とは言え、忘年会・新年
会・ゴルフ等季節を問わず、親睦を深めている団体です。

神戸学院大学　硬式野球部 OB会

硬式野球部創部50周年記念式典・祝賀会を開催しました！！

体育会サッカー部 OB会

創部50周年記念祝賀会報告と本学初のJリーガー誕生



ラグビー部は1968年、大学創立から2年後に新入生数名から活動が始まっており2018年で創部50周年を
迎えます。これまでクラブを支えて頂いた大学関係者、顧問、コーチ、厳しい練習と試合を共に闘ったOB、OG
（マネージャー）、これからも歴史を積み重ね続けてくれる現役生と一緒に50周年を祝いたいと思います。
〇開催日 平成30年4月29日（日／祝）　　〇集合場所 神戸学院大学 「ポートアイランドキャンパス」
〇受付 午後1時から　※式典の内容についてはこれから詰めますのでOB会事務局からお知らせします。
それまでにご不明点などありましたら（第11期OB）上田 茂雄までお尋ねください。
携帯：080-4017-5322　メールアドレス：su15382455@yahoo.co.jp　携帯メール：su40175322@softbank.ne.jp 
この大きな節目に懐かしい仲間達と集い盛大に50周年を祝い今後の結束をさらに深めていきましょう。
同期、先輩、後輩お誘いの上多数ご参加ください。よろしくお願いします。

神院体友会は、神戸学院大学体育会に所属している団体の発展を支援するとともにOB・OGの親睦を深めるために設
立しました。現在は、体育会本部のOB・OGを中心に各団体のOB・OGに声をかけてメンバーを募集しています。その
中で去る2月24日（土）に第1回総会を開催いたしました。約70名が参加し、盛大に会を催すことができました。これか
らも毎年総会を開催していきます。神院体友会は、体育会発展への支援とともに各団体のOB・OG会がない団体が神
院体友会を利用し、OB・OG会の結成に向けてのスタートが切れるようにも支援を行いたいと思いますので、ぜひともご協力いただきますようお願いいたします。
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神戸学院大学 ラグビー部 OB会

ラグビー部創部50周年記念式典を開催します

神戸学院大学　神院体友会

体育会所属団体の発展と会員相互の親睦を深めるために設立しました！

広 告



Before

After

　学校法人神戸学院は2012年に学校法人創立100周年を迎
え、－新たな100年の飛躍のため－として「神戸学院100年宣
言」を発表いたしました。この100年宣言に基づき、2013年度か
ら5年間に実施する具体的な施策を「中期行動計画」としてまと
め、全教職員が協力しながらその計画の実現に努めてまいりまし
た。
　2018年度からは、その計画を更に発展させるべく策定しまし
た「第2次中期行動計画」がスタートします。本法人の更なる発

展につながるよう計画に沿って着実に実行してまいります。今後
ともご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　第2次中期行動計画の詳細につきましては、以下「学校法人
神戸学院」、「神戸学院大学」、「神戸学院大学附属中学校・高
等学校」をご参照ください。
http://www.kobegakuin.ac.jp/foundation/
middle/
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神戸学院 INFORMATION －学校法人　神戸学院からのお知らせ－

2018年4月から新たな中期行動計画がスタートします

　開学後、50年を経過した有瀬キャンパ
スの再整備を年次計画で進めています。
とりわけ（1）学生の交流の場（コモンス
ペース）の整備拡充、（2）学生等の安全
性と利便性の向上について優先的に取
り組んでおります。今後とも両キャンパス
のハード面の整備を行っていきます。

有瀬キャンパスの改修が進んでいます

11号館1階談話室（整備後）

11号館3階ロビー（整備後）学生食堂（整備後） 2号館北西側歩道

＜一例＞

＜基本方針＞
大学憲章※の基本理念に基づき、教育、研究、社会
貢献並びに大学運営を推進します。

＜中期目標＞
教 育 分 野：三つのポリシー※に基づき、学生の

成長を促す教育を実践します。
学生支援分野：学生の成長を支える総合的な学生

支援を実施します。
研 究 分 野：多様で優れた学術研究を奨励し、

その成果を広く社会に還元すると
ともに、地域と連携した特色ある研
究の拠点形成を推進します。

社会貢献分野：地域連携、産学官連携の強化によ
り、広く社会に貢献し、大学の社会
的責任を果たします。

大学運営分野：学長のリーダーシップの下で、効率
的で機動的な大学運営を行います。

※神戸学院大学憲章
　神戸学院大学は、1966年（昭和41年）に開学し、「真理愛好・個性尊
重」を建学の精神として掲げてきました。その精神に基づき、大学固有
の使命（理念）を掲げ、この使命（理念）を達成し、大学をさらに発展させ
るため、神戸学院大学のあるべき姿（目指す姿）、それを実現するための
教育と運営の基本理念、そしてその実現を担う教育職員と事務職員の
あるべき姿を、取りまとめ「神戸学院大学憲章」として制定しました。
詳しくは以下のページをご参照ください。
http://www.kobegakuin.ac.jp/information/
charter/

※三つのポリシー
ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
http://www.kobegakuin.ac.jp/information/
outline/policy/

神戸学院大学の基本方針および中期目標



　2017年12月、神戸学院大学の公式ホームページを約5年ぶりにリニューアルし
ました。
　今回のリニューアルでは、端末の画面サイズに応じてページ表示が自動調整され
るレスポンシブWebデザインを採用するなど、ユーザーの皆様が利用しやすいホー
ムページを目指しました。また、デザインを全面的に刷新し、画像等を効果的に配置
するとともにメニュー構成の見直しを実施。課外活動団体の情報を特設サイト化す
るなど新たなコンテンツも追加しました。
　今後も、神戸学院大学の最新情報をfacebook、インスタグラムと合わせて同窓
生の皆様にも幅広く発信してまいります。
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　心理学部の開設記念フォーラムを来たる5月19
日（土）に有瀬キャンパスのメモリアルホールで開催
します。詳細については決定次第、HPなどでご案内
いたします。

心理学部開設記念
フォーラムを開催 2018/5/19(土)

　2018年4月、神戸学院大学10番目の学部となる
心理学部を開設します。社会の構造や価値観が急
速に変化する現在、「人の心」を科学的に学ぶ心理
学の意義がますます高まっ
ています。本学はこの状況
を踏まえ、従来の人文学部
人間心理学科を改組し、
新たに心理学部として、よ
り専門性を高め社会に対
応したカリキュラムで、「社
会に生きる心理学」を展
開していきます。

2018年4月
心理学部開設

　神戸学院大学では、神戸ポートピアホテル
とのコラボレーションにより、キャンパスウエ
ディングを実施しております。
　思い出が詰まったポートアイランドキャンパ
スを舞台にお二人にとっての特別な1日を演
出してみませんか。
　詳しくは同封の
チラシをご覧くだ
さい。

公式ホームページをリニューアルしました

キャンパスウエディングのご案内

　神戸学院大学は、建学の精神「真
理愛好・個性尊重」を掲げ、1966年に
開学し、新たに開設する心理学部を合
わせ10学部・7研究科、学生数1万人
あまりを擁する文理融合型私立総合
大学へと発展してまいりました。
　これからも、地域・社会に貢献でき
る人材を育成するため、教育研究の振興に努めてまいります。是非とも、皆
さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。

神戸学院大学教育研究振興募金の募集について（要項）
1.募集目的 大学の教育研究にかかる資金調達のため
2.募金の使途 ①大学における教育研究の振興

②奨学金制度の充実
③課外活動支援の強化
④大学の施設設備の充実

3.寄付金の募集期間 2017年4月1日～2019年6月15日

神戸学院大学教育研究振興募金への
ご協力のお願い

お問い合わせ先
神戸学院大学教育研究振興募金事務局
有瀬キャンパス 
〒651-2180 神戸市西区伊川谷町有瀬518　Tel：078（974）1551（代）

お問い合わせ先 神戸学院大学 広報グループ 同窓会事務局
 ポートアイランドキャンパス 
 〒650-8586 神戸市中央区港島1-1-3　Tel：078（974）5485（直通）

神戸学院大学公式ホームページ
http://www.kobegakuin.ac.jp/
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　2017年4月、ポートアイランドに神戸学院大学附属中学校を開校。附属高等学校と施設を
共有する男女共学の中高完全一貫校としてスタートしました。2017年7月8日（土）には、「神戸
学院大学附属中学校開校記念式典」を開催しました。当日、中学校1年生の公開授業を行い、
式典内では中学校1年生全員による、英語のレシテーション、宿泊研修とグローカル※アカデミー
（総合学習）のプレゼンテーション、手話をしながらの合唱とアルトリコーダーによる合奏を披露
しました。
　附属中学校では、中高大連携教育・サイエンス教育・ICT教育・社会連携教育・国際理解教
育の5つを学びのポイントとし、さまざまな角度からの体験によって、生徒一人ひとりの視野を広
げ、個性と可能性を育む教育プログラム「Discovery5」を柱とした取り組みを実施しています。
　神戸市内で最大規模の私立総合大学に発展した神戸学院大学、2016年度に一足早くポー
トアイランドへの移転を果たした附属高等学校とともに、学校法人神戸学院の一層の飛躍にご
期待ください。

※「グローバル」と「ローカル」を合わせた造語。神戸や日本の文化、そして海外の文化を学びながら、知識を深め、思
考力や表現力を養うことを目的とした講座です。講師（ボランティア）をお招きして特別授業を受けたり、校外学習に
出かけたりすることもあります。神戸学院大学同窓生の皆様からの「ボランティア講師や見学先紹介」などのご協力
をお願いいたします。

【神戸学院大学附属中学校】 男女共学・中高完全一貫校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60名
【神戸学院大学附属高等学校】 男女共学・全日制普通科

（人数は入学定員）

附属中学校開校、中高大連携教育をスタート附属中学校・高等学校

神戸学院大学同窓生への優遇制度が充実（中・高）
　神戸学院大学附属中学校・高等学校では、学校法人神戸学院が設置している学校※の卒業生の子女の入学者（高校は専願
入学者）は入学金を全額免除、卒業生の弟妹の入学者（高校は専願入学者）は入学金を半額免除します。ぜひ、同窓生のお子
様や弟妹の入学をご検討ください。
　さらに、神戸学院大学に特別入試で進学する場合、入学検定料が不要、入学金が半額です（他の入試を経た入学との比較）。
※神戸学院大学、神戸学院女子短期大学、神戸学院女子高等学校、神戸学院大学附属高等学校の各学校

神戸学院大学附属中学校 個別説明会のご案内（予約制・先着順） 2018年4月7日（土）・14日（土）・21日（土）
※5月以降も実施予定です
①8:30　②9:30　③10:30　④11:30　⑤12:30

特進サイエンス（理数）コース ・・・・・・・・・・ 35名
特進アカデミック（文理）コース ・・・・・・・・ 35名

特進グローバルコース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35名
総合進学コース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 105名

お問い合わせ
資料請求

〒650-0046　神戸市中央区港島中町4丁目6番3（ポートライナー「みなとじま」駅から徒歩1分）
TEL : 078-302-2016　URL : https://www.kobegakuin-f.ed.jp/　E-mail : k-info@kobegakuin-f.ed.jp

平日の9:00～17:00に電話にてお申し込みください

神戸学院 INFORMATION －学校法人　神戸学院からのお知らせ－

日程が決まりましたらホームページでお知らせいたします。
インターネットからご予約ください。

夏休み オ ー プ ン スクー ル（小学生対象）
　　　 オープンハイスクール（中学生対象）
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自　2018年4月 1日　　至　2019年3月31日

2018年度事業計画

会費収入

参加費収入

雑収入

受取利息収入

前受会費収入

大学預け金からの繰入収入

同窓会文庫積立金からの
繰入収入

法科大学院貸与奨学金回収収入

資金収入調整勘定

国債償還差損益勘定

前年度繰越支払資金

合計

75,030,000

500,000

10,000

2,500,000

76,800,000

75,030,000

0

3,000,000

△ 75,030,000

△ 209,475

113,788,893

271,419,418

65,550,000

500,000

10,000

2,400,000

82,740,000

65,550,000

1,000,000

3,300,000

△ 65,550,000

△ 77,365

170,160,502

325,583,137

9,480,000

0

0

100,000

△ 5,940,000

9,480,000

△ 1,000,000

△ 300,000

△ 9,480,000

△ 132,110

△ 56,371,609

△ 54,163,719

9,480,000

0

0

100,000

△ 5,940,000

9,480,000

△ 1,000,000

△ 300,000

△ 9,480,000

△ 132,110

△ 56,371,609

△ 54,163,719

（@30千円×2,447人（2017年3月卒業
生＋前期卒業生）+予納金未返却分含む）

＠2千円×250人

その他雑収入

預金・利札利息等

＠30千円×2560人（2018年
度入学者）

会費収入に同じ

同窓会文庫積立金からの繰入
収入

法科大学院返済金収入

相殺勘定

国債償還差損

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

収入の部 （単位 円）

広報費支出

事業活動費支出

通信費支出

消耗品費支出

会議費支出

総会費支出

旅費交通費支出

同窓会文庫支出

記念事業支出

租税公課

大学祭等補助金支出

課外活動奨励費支出

課外活動育成金支出

奨学金支出

支部活動援助金支出

支払手数料

その他雑費

大学預け金への繰入支出

同窓会基本金準備金への繰入支出

奨学基金への繰入支出

同窓会文庫積立金への繰入支出

課外活動育成基金への繰入支出

記念事業積立金への繰入支出

広報文化活動積立金への繰入支出

〔予備費〕

次年度繰越支払資金

合計

15,000,000

5,000,000

500,000

400,000

1,200,000

1,800,000

12,000,000

0

0

100,000

1,500,000

1,000,000

1,500,000

5,000,000

14,000,000

150,000

900,000

76,800,000

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

108,169,418

271,419,418

15,000,000

5,000,000

500,000

400,000

1,200,000

1,800,000

12,000,000

0

0

100,000

1,500,000

1,000,000

1,500,000

5,000,000

14,000,000

150,000

900,000

76,800,000

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

108,169,418

271,419,418

15,000,000

5,000,000

1,000,000

400,000

1,000,000

1,800,000

12,000,000

1,000,000

42,304,244

100,000

1,500,000

1,000,000

1,500,000

4,000,000

14,000,000

150,000

900,000

82,740,000

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

113,788,893

325,583,137

0

0

△ 500,000

0

200,000

0

0

△ 1,000,000

△ 42,304,244

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

△ 5,940,000

0

0

0

0

0

0

0

△ 5,619,475

△ 54,163,719

同窓会報誌・情報関連科目

ステップアップセミナー・ホー
ムカミングデー・その他事業

宅配便・切手代他

事務用消耗品他

会場使用料他

本部総会費

幹事会旅費、常任幹事会、支部
連絡会旅費、各種委員会旅費

図書館への寄贈

大学創立50周年記念事業支出

源泉・印紙代

大学祭に対する補助金等

課外活動奨励賞経費

在学生スポーツ安全保険金補助

準会員に対する給付型奨学金

支部活動助成金等

銀行等支払手数料

幹事等保険支出及び慶弔費等

＠30千円×2440人（2017年度入学者）

目標額　400,000,000円（～2026年度）

目標額　150,002,000円（～2025年度）

目標額　3,800,000円（～2025年度）

目標額　125,000,000円（～2025年度）

目標額　50,000,000円（～2025年度）

目標額　78,000,000円（～2025年度）

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

支出の部 （単位 円）

※2016年度決算報告書は同窓会ホームページをご覧ください。

１．総会・幹事会・支部連絡会の開催
２．会報の発行　　　年１回「翠陵」の発行
３．支部活動の支援　支部が益々開達に活動できるよう支援に努める
４．情報化推進　　　ホームページの充実及び改善を図る
５．積立事業
⑴ 同窓会基本金準備金（計画総額 400,000,000円）
⑵ 奨学基金（計画総額 150,002,000円）
⑶ 同窓会文庫積立金（計画総額 3,800,000円）
⑷ 課外活動育成基金（計画総額 125,000,000円）
⑸ 記念事業積立金（計画総額 50,000,000円）
⑹ 広報文化活動積立金（計画総額 78,000,000円）

６．援助事業
⑴ 災害等奨学金 ⑷ 課外活動への援助
⑵ 給付奨学金制度 　 ①課外活動奨励賞
⑶ 大学祭等への様々な支援 　 ②課外活動育成金

７．神戸学院大学同窓会準会員へキャリア支援
本会の主たる財源となっている同窓会会費は大学入学時に予納金

として入学生全員から徴収され、卒業後に同窓会資金に組み込まれ
る仕組みになっています。それは同窓会会員が全て平等の所以でも
あり、活動の根源となっています。このような構図の中で、同窓会
の活動においても既存の学生支援とは別に本会組織を意識した現役
学生へのアピール及び支援が必要であり、以下の活動を実施します。
⑴ 各種フォーラムの開催
「社会人へのステップアップセミナー」を在学生が就職活動に入る時
期に大学と共催で開催しています。これからは現役学生の就職支援を
最重要課題として、更に成果の上がる活動にするため、母校との連携
を深め、全国の支部及び地域企業のご協力をいただきながら準会員
（学生）がより参加しやすい、また相談しやすい、そして『学生達
（準会員）からも必要とされる同窓会』を目指して参ります。

⑵ 卒業生が現役学生へ授業（講義）をする連携講座の開催
2012年から同窓会連携講座としてKPCにて9月から1月までの15回の
講義（15名）を担当してきました。授業では、様々な業界で活躍され
ている卒業生が母校の教壇に立ち、後輩現役学生へ熱きメッセージを
贈っています。近年では「OB・OGキャリアデザイン塾」と改題し、
2016年度からはKACでも「産業界等連携講座」としてスタートしま
した。2018年度も現役学生に魅力ある講義を目指していきます。

⑶ ボランティア支援活動への協力
2016年度よりボランティア活動支援室の要請を受け、学
生達といっしょに出来るボランティアを模索し、支援・協
力をしていきたいと考えています。

⑷ その他
今後も現役学生の支援を適時に企画推進することで、母校
の発展に寄与し、大規模同窓会として発展していくその礎
のために誠実に努力していきます。
Ex）課外活動団体の大会やイベントの応援の企画

８．同窓会会員（人材）の発掘

2018年度予算 2018年4月1日から2019年3月31日まで

本部総会・懇親会
2018年7月21日（土） 11：00～

年に一度、全国の同
窓生が一堂に会する
本部総会。毎年、さ
まざまな年代の卒業
生が集まり旧交をあ
たためています。今
回は、兵庫東・北支
部と大阪府支部合同
で懇親会を開催いた
します。皆様のご参
加をお待ちしていま
す！

ホームカミングデーHome Coming Day
2018年11月2日（金）～5日（月）のいずれか一日

大学祭に合わせて、
講演会やステージイ
ベントを開催。大学
祭中央実行委員会と
の共同企画も予定し
ています！在学生・
同窓生の親睦と絆を
深めるこの機会に、
ぜひご参加くださ
い！
※日程など詳細は決まり次
第ホームページでご案
内いたします。

日時 ANAクラウンプラザホテル神戸会場 開催予定日



山口県支部

東海同窓会

広島県支部

高知県支部

徳島県支部

北陸支部

兵庫西支部

奈良県支部

九州支部

三重県支部

和歌山県支部

山陰支部

岡山県支部

東京同窓会

沖縄県支部

愛媛県支部

京都滋賀支部

香川県支部

大阪府支部

兵庫東・北支部

4/22（日）

5/13（日）

5/20（日）

5/26（土）

5/26（土）

5/27（日）

5/27（日）

5/27（日）

6/  3（日）

6/  3（日）

6/  3（日）

6/  9（土）

6/10（日）

6/10（日）

6/16（土）

6/16（土）

6/17（日）

6/24（日）

7/21（土）

7/21（土）

国民宿舎 大城

Blue'dge (ブルーエッジ)

仏蘭西屋

土佐しっぽく「葉山」

阿波観光ホテル

高岡市生涯学習センター

ホテル日航姫路

ホテル日航奈良

ヒルトン福岡シーホーク
（その後、ヤフオクドームに移動）

四日市都ホテル

ホテルグランヴィア和歌山

日本料理　松江 「和らく」
（宍道湖遊覧後、総会会場に移動）

岡山プラザホテル

ブルーリリー銀座店

ロワジールホテル那覇

ホテルマイステイズ松山

京都タワーホテル

高松東急REIホテル

ANAクラウンプラザホテル神戸
（兵庫東・北支部合同開催）
ANAクラウンプラザホテル神戸
（大阪府支部合同開催）

11:00

11:30

12:00

18:00

18:30

11:00

11:00

11:30

11:00

11:30

12:00

（18:00松江駅集合）
18:45

11:00

11:30

14:00

18:30

11:00

12:00

11:00

11:00

0833-52-0138

052-527-8866

082-422-8008

088-882-6670

088-622-5161

0766-20-1800

079-222-2231

0742-35-8831

092-844-8111
092-847-1489

059-352-4131

073-425-3333

0852-21-0029

086-272-1201

03-3567-1042

098-868-2222

089-913-2580

075-361-7261

087-821-0109

078-291-1121

078-291-1121

学長　佐藤雅美
グローバル・コミュニケーション学部　胡士雲
学長　佐藤雅美
経営学部　安井一浩
副学長　春藤久人
法学部　岡田豊基
人文学部長　早木仁成
経済学部　竹治康公
現代社会学部長　神原文子
人文学部　鹿島基彦
図書館・情報支援センター所長　中山久憲
法学部　角森正雄
学長補佐　大山弘
心理学部長　秋山学
学長　佐藤雅美
総合リハビリテーション学部　小坂享子
薬学部長　山﨑裕康
経済学部　田中美生
グローバル・コミュニケーション学部長　東淳一
薬学部　佐々木秀明
副学長　春藤久人
経営学部長　田中康介
教務センター所長　生田卓也
現代社会学部　中村恵
副学長　清水寛之
栄養学部　大南博和
学長　佐藤雅美
人文学部　金益見
研究支援センター所長　市川秀喜
グローバル・コミュニケーション学部　大濱慶子
学長補佐　渡部尚史
心理学部　土井晶子
学長補佐　西垣千春
現代社会学部　前林清和
学長　佐藤雅美
総合リハビリテーション学部　塚原正志
学長　佐藤雅美
副学長　清水寛之
副学長　塩出省吾
副学長　春藤久人

支部総会・懇親会 日程一覧
お近くの会場へ、ぜひご参加ください！！

支部 開催日 開始時間 会場電話番号 大学からの参加予定者（敬称略）場所
平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日
発
行
　 

翠
陵
　
第
三
十
二
号（
通
巻
八
十
二
号
）  

発
行
人
／
木
村
誠
　
神
戸
学
院
大
学
同
窓
会
／〒

650-8586  

神
戸
市
中
央
区
港
島
1
‐
1
‐
3
　TEL078

（974

）5485

（
直
通
）　
制
作
／
服
部
プ
ロ
セ
ス
株
式
会
社

頒
価
二
○
○
円

2018年3月22日現在

※開始時間等は変更になる場合もございますので、
各支部からの案内などでご確認をお願いします。

※開始時間に間に合うよう、受付をすませてください。
時間には十分余裕をもってお越し下さい。

※大学からの参加予定者は変更することがございます。
詳しくは同窓会ホームページでご確認ください。

同窓会ホームページをご覧ください。ホームページにアクセスできない方は、同窓会事務局へご連絡ください。
TEL：078-974-5485　 E-mail：info@kobegakuin.com　 URL：http://www.kobegakuin.com/

各支部の連絡方法

編集後記 Editor's Note

皆様のご協力のもと、無事に翠陵第82号を発
行することが出来ました。この場をお借りし感
謝申し上げます。
さて、先日同窓会の集まりで名刺交換をした
際、「初めまして」ではなく「実は同期です。同じ
ゼミでしたよ！」と声を掛けていただき驚きまし
た。同窓会に参加すると思いがけない再会が
あり、嬉しい限りです。
皆様にも嬉しい再会や新たなご縁が生まれる
かもしれません。是非、支部総会や本部総会
等、同窓会の集まりにご参加ください！

広報企画委員会　武貞　康洋

神戸学院あれ
これ

             
        About the Kobegakuin

明石駅前の商業施設やバス停がリ
ニューアルされてから、約1年が経ちま
した。有瀬キャンパスに向かうバスの乗
り場も、駅北側（明石公園側）から、南側
に変わっています。また、有瀬キャンパ
スへは、三宮からの直通バスも運行さ
れています。
同窓生の皆様、久しぶりに、明石駅や有
瀬キャンパスへの探訪はいかがでしょ
うか。

事務局か
らの

　　　お知
らせ Notice from

　　　　
　　　　

　　　　
　　　　

 the secretariat

●母校を訪問したいときは、同窓会事務局まで事前
にお問い合わせください。

●住所・氏名に変更があったときは、事務局までお知
らせください。

●同窓生の住所・氏名などの個人情報は同窓会から
の事務連絡にのみ使用させていただきます。

●2015年4月より同窓会事務局はポートアイランド
キャンパス内に移転しています。
 T E L：078-974-5485（直通）
 FAX：078-974-5904
 E-mail：info@kobegakuin.com

●大学や同窓会を騙る不審な電話にご注意ください。

「翠陵」やホームページに掲載する内容をお待ちしています。　情報を同窓会事務局までお寄せください。

同窓会
事務局
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