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※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

『美しさ』とは何か。それを「自己実現」だとした
末延則子さん。化粧品はあくまで「より自分ら
しくいること」を後押しするもの。本質的な『美
しさ』とは年齢や性別に関係なく、自分らしくあ
ろうと前を向く意識を指すのだと気づかされま
した。今回の特集「健幸」は、様々な年代の方々
が健康やライフスタイルを考えるヒントになれ
ばと企画したものです。少しでも皆様の『美し
さ』を見つめなおすきっかけなれば幸いです。

広報企画委員会　柴田　明奈

神戸学院あれ
これ

             
        About the Kobegakuin

インスタ映えで注目されているメリケ
ンパークの「BE KOBE」文字モニュメン
ト。その2つ目が、3月下旬≪ポーアイし
おさい公園》に登場予定。1つ目とは異
なるデザインで、ライトアップもされる
そうです。同公園は、ポートアイランド
キャンパスの西側に隣接。キャンパスと
一体的にデザインされており、客船も
接岸できます。海・山、そして対岸の
ハーバーランドが一望できる神戸の新
名所と母校キャンパスをぜひお訪ねく
ださい。

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。
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同窓生に送る！

健幸生活のススメ
いつまでも健康で、幸せな生活を送るために

健康に関心のある同窓生の皆さん！！
人はいくつになっても男女問わず健康な体を維持していたいものです。
ですが、歳を重ねるにつれ体の老化は避けられないのも現状です。
健康な体づくりを応援できるよう全国各地でご活躍中の同窓生が
食事や運動、料理レシピなどを紹介します。

適度な運動と笑顔でいること、幸せホルモンに満たされた心身で健康な毎日を
木のツール「からだバー®」を使って筋力・バランス・コーディ
ネーション・ストレッチ・ほぐしの５つの要素を取り入れた健
康能力を高めるエクササイズを！

日本発のからだバー®を使ったプログラムで、活力溢れる身体
に。私たちの身体は伸ばす・曲げる・縮める・捻るなど立体的に
動くようにできています。2つのジョイント部分から曲げたり、
伸ばしたり、縮めることができるからだバー®は、そんな身体の
全方向の動きに効果的に取り組むことができます。しかも運動
することで幸せホルモン［セロトニン］の分泌が促される効果も
あると言われています。そして、
健康な体を維持するためにも
う一つ大切なのが『笑顔』です。
声を出して笑うと、脳が反応し
て幸せを感じるホルモン［エン
ドルフィン］が分泌されます。和
気あいあいとしたなかで時折
笑い声も聞こえる楽しいひとと
き。私のプログラムに参加して
くださる方々には、笑顔になっ
ていただけるよういつも心が
けています。

フィットネスクラブではアクアビクスを、介護施
設ではノルディックウォーキングとピラティスの
要素を取り入れたQOL（生活の質）を向上させ
る健康体操を指導。

明石仁十病院訪問看護ステー
ションに勤務し、身体と精神の
両面においてフォローアップし
ながらリハビリテーションを提
供することで、社会復帰・社会
参加を望んでいる方をサポー
ト。

作業療法士・認知症ケア専門士

末吉 謙斗さん
（2011年・総合リハビリテーション学部卒）

フィットネスインストラクター　

吉川 幾子さん
（1998年・法学部卒）

長い人生をいつまでも健やかに過ごすために
互いの存在を認めあう居心地のいい場所で、行き交う「あり
がとう」の言葉。

ケガや病気の有無に関係なく、加齢や環境変化の影響で、これ
までと同じような生活を送ることが難しくなってくることがあり
ます。以前とは勝手が違う等の理由で、これまで続けていたこ
とができなくなることは、意欲の減退や役割の消失が生じ、生
活の質を落としかねません。そこで、生活の質を維持する為に
体の健康だけでなく、心の健康にも注目してみましょう。
まずは1日の中でちょっとした楽しみを持ち続けてみること。さ
らには、1ヶ月先の楽しみを作り、それを叶える為に自ら考え行
動してみましょう。そうやって、日々の生活にちょっとした彩り
を加えることが大事なことに思えます。また、日常生活や社会
の中で役割が与えられ、それに応
える状態にあること。そのことを
通じてお互いに認め合い「ありが
とう」の言葉が行き交うなかで暮
らすことも大切です。つまり「日々
の楽しみ」と「ありがとう」が長い
人生を健やかに過ごすための秘
訣ではないでしょうか。

特集
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生活習慣病の予防は、まず自分の「食」を知ること

からだバー®を使ったエクササイズ

世界で注目を集める和食。
手放しに和食＝健康と思っていませんか？

生活習慣病予防に食事が大切であることは皆が知るところで
す。2013年にユネスコ無形文化遺産にも登録され、世界で注
目を集める和食は健康食のイメージを持っている人も多いと
思います。しかし、世界的に見ても日本人は食塩を多く摂取し
ています。食塩の過剰摂取は生活習慣病と強く関連しています
ので、食塩摂取量は適切にする必要があります。とはいえ、自
身の食塩摂取量を把握している人なかなか少ないと思います。
例えば食品を買う際、栄養表示を見て、食塩はどれぐらい入っ
ているのかを確認するなど、まずは何をどれほど食べているの
か、自分の「食」を知るよう習慣づけることが大切です。生活習
慣病を予防するためには、毎日の食生活に気をつけ過ぎること
はありません。また、誰と一緒に食事をするか、孤食（個食）や共
食と呼ばれたりする食事の状況もとても重要なことです。自己
管理能力が高く、バランスのとれた食生活を意識できる人は、
環境が変わっても体型が変わりにくい傾向にあるという研究
報告もあります。このことからも、自分の「食」を知り、正しく食
事を選ぶことが、健康には欠かせないことがわかります。

本学の栄養学部教員として、管
理栄養士を養成するほか、科学
的根拠、確かな裏付けをもとに
した研究成果で、地域や社会に
貢献。

栄養学部栄養学科　助教

百武 愛子さん
（2009年・栄養学部卒）
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健康への「気づき」の世代、自分の心と体に愛着を持ちましょう
年齢とともに「健康」への関心や取り組む環境が変わってき
た時がチャンス！

前職では、病院薬剤師として全国に12名しかいない妊婦・授
乳婦専門薬剤師の1人として妊娠中・授乳中の服薬に関しての
相談業務（妊娠と薬情報センターのホームページ参照）にも従
事してきました。現在は大学の教員として薬学部4年次生の実
務前実習や5年次生の実務実習施設訪問を担当しています。
60歳を過ぎた今、私自身が健康を気遣う必要性を感じていま
す。時間的な余裕が生まれ、仕事との向き合い方もずいぶん変
わってくるミドル世代は、あらためて自分の体と心に向き合え
る格好の時期です。健康への「気づき」の世代とでも言ってい
いかもしれません。私は昨年よりジムでのトレーニングを開始
し、半年後の人間ドックではすべて基準値をクリアしました。ジ
ムやプールなどのスポーツ施設と時間を有効活用して、自分
の体に心地よい刺激を与えていきたいと思います。これは本
学薬学部2期生として長く薬学の世界でキャリアを積んできた
率直な思いです。ようやく自分自身の健康を気遣う時がやって
きた。そう考える同じ世代の方、自分の体と心に愛情を持ち、
健やかな日々を過ごしましょう。

特集

大阪大谷大学薬学部・臨床薬学
教育センターで特命教授として
実務前実習および実務実習施
設訪問を担当。

薬学部教員

前田 葉子さん
（1977年・薬学部卒）

大阪市都島区役所保健福祉課こ
ども教育担当。18歳までの児童・
生徒およびその保護者を対象に、
臨床心理士による福祉相談業務
を担当。

臨床心理士・公認心理師

三木 詩織さん
（2008年・人文学部卒）
（2010年・人間文化学研究科卒）

富山県在住。全国健康保険協会に勤務し特定健診保健指導管理栄養士として特定保健指導に従事。（公社）富山県栄養士会に
て地域活動事業部長を担当。「富山県食育リーダー派遣事業」に於いて、食育リーダーを委嘱され、講習会や調理実習等にてご
活躍中。

管理栄養士 杉森 裕子さん　（1986年･栄養学部卒　体育会テニス部OG）

いきいきと自分らしく生きるために必要な「こころの健康」
心理学の専門的な知識を持った相談員が、こころの健康の
維持、促進に寄り添います。

ストレス社会の中、人は様々なストレスなどを抱えながら生活
を送っています。人は、こころと身体のバランスが崩れると心
身の不調につながります（『心身不一致の状態』とも言います）。
メンタルヘルス、こころの健康を維持するためには、日々の食
事、睡眠、運動といった基本的な生活習慣に気を付けることが
大切です。
それでも、悩みや不安が大きくなってしまうことはあると思い
ます。いきなり医療機関に出向くのは、なかなか気が進まない
かもしれませんが、そのような時は、臨床心理士や公認心理師
（心理職初の国家資格）といった、こころの専門家に相談して
みる方法もひとつです。また、自律神経などの心身の調子を整
える方法、コミュニケーションを円滑にする方法、怒りの感情を
コントロールする方法など、最近は、心理学の知見をもとにし
た一般向けの書籍もたくさん出版されています。気軽な気持
ちで、ご自分のこころの健康を気遣ってあげてはいかがでしょ
うか。

［妊娠と薬情報センターのホームページ］ http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html（国立成育医療研究センター）

管理栄養士監修の簡単美味しい健康レシピ

1人分の栄養価　エネルギー185kcal/たんぱく質5.5g/脂質10.2g/炭水化物17.3g/
　　　　　　　  カルシウム81mg/鉄0.5mg/食塩相当量0.8g

緑茶のリゾット
緑茶に含まれるカテキンには強い殺菌作用や抗酸化作用、
抗ウイルス作用があります

❶ベーコン、たまねぎ、にんじんは、5mm程度に角切りにする。
❷鍋にオリーブオイル、ベーコンを入れ弱火にかける。
❸香りが出てきたらたまねぎ、にんじんを加え弱火で炒める。
❹たまねぎが透き通ってきたら、米を入れ（洗わずに）更に弱火で炒める。
❺緑茶粉末を分量のお湯で溶いて④に加え、ふたをして弱火で煮汁
が少なくなるまで煮る。（20～25分程度）

❻米が柔らかくなったら、塩・こしょうで味を調えピザ用チーズを全体に散らす。
❼器によそい中央にパセリを少々振る。

材料 分量 ４人分
ベーコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g
たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中1個（約180g）
にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1弱
米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g

緑茶粉末・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600ml
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１/４程度
ホワイトペッパー・少々
ピザ用チーズ・・・・・・・・４０ｇ
パセリ（粉末）・・・・・・・・・適宜

1人分の栄養価　エネルギー304.1kcal/たんぱく質24.8g/ 脂質15.0g/炭水化物16.6g/
　　　　　　　  カルシウム26mg/鉄0.8mg/食塩相当量1.4g

鶏むね肉の照り焼き
筋肉をつくってくれるロイシン（たんぱく質）が豊富

❶鶏むね肉は皮を取り除き、削ぎ切りにしてから肉叩き等で叩き、バッ
トに並べて塩・酒で下味をつける。
❷深めのフライパンにやや多めの油を熱し、①に片栗粉をまぶして余
分な粉を落とし、170～180℃で両面を焼く。

❸Cをフライパンに入れ火にかけ、②の鶏肉を入れて全体にからませ照りがついたら火を止める。
❹ブロッコリーは小房に分けてフライパンに入れ、水大さじ4を加え3～4分程中火で蒸す。
❺ミニトマトはへたを取り、洗って水けをふく。
❻③の照り焼き、ブロッコリー、ミニトマトを彩りよく盛り付ける。
（又は、小松菜、パプリカ（赤）などお好みの野菜を添える）

１人分の栄養価　エネルギー106kcal/たんぱく質4.3ｇ/脂質6.8ｇ/炭水化物8.4ｇ/
　　　　　　　  カルシウム22mg/鉄0.9mg/食物繊維総量4.6ｇ/食塩相当量0.3ｇ

お豆のサラダ

❶きゅうりは板ずりをしてしばらくおき、さっと洗ってから薄いいちょう切りにする。
❷アボカドは半分に切ってスプーンで種を取り、実をくり抜いてボウル
に入れる。（アボカドは大きいサイズなら1/2個使用）
❸②にレモン汁を加えてよく練り、ミックスビーンズと水けを絞った
きゅうりを加え混ぜる。
❹ブロッコリーのスプラウトは根を切る。
❺器に③を盛りつけ、ブロッコリーのスプラウトを添える。

材料 分量 ４人分
ミックスビーンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120g
（大豆、いんげん豆水煮）
きゅうり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

アボカド（完熟）・・・・・・・約1個
　　　　　　　　（約120g）
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
ブロッコリーのスプラウト・・10g

材料 分量 ４人分
鶏むね肉（皮なし） 400g
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1,小さじ1
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1,小さじ1

酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ml
ブロッコリー・・・・160g程度
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
ミニトマト・・・・・・・・・・8個C

C

大豆、ひよこ豆、青えんどう豆、赤いんげん豆などには、不
溶性食物繊維がとても多く含まれており腸のお掃除効果
抜群です。鉄、カルシウム、その他ミネラルも豊富。
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健康への「気づき」の世代、自分の心と体に愛着を持ちましょう
年齢とともに「健康」への関心や取り組む環境が変わってき
た時がチャンス！

前職では、病院薬剤師として全国に12名しかいない妊婦・授
乳婦専門薬剤師の1人として妊娠中・授乳中の服薬に関しての
相談業務（妊娠と薬情報センターのホームページ参照）にも従
事してきました。現在は大学の教員として薬学部4年次生の実
務前実習や5年次生の実務実習施設訪問を担当しています。
60歳を過ぎた今、私自身が健康を気遣う必要性を感じていま
す。時間的な余裕が生まれ、仕事との向き合い方もずいぶん変
わってくるミドル世代は、あらためて自分の体と心に向き合え
る格好の時期です。健康への「気づき」の世代とでも言ってい
いかもしれません。私は昨年よりジムでのトレーニングを開始
し、半年後の人間ドックではすべて基準値をクリアしました。ジ
ムやプールなどのスポーツ施設と時間を有効活用して、自分
の体に心地よい刺激を与えていきたいと思います。これは本
学薬学部2期生として長く薬学の世界でキャリアを積んできた
率直な思いです。ようやく自分自身の健康を気遣う時がやって
きた。そう考える同じ世代の方、自分の体と心に愛情を持ち、
健やかな日々を過ごしましょう。

特集

大阪大谷大学薬学部・臨床薬学
教育センターで特命教授として
実務前実習および実務実習施
設訪問を担当。

薬学部教員

前田 葉子さん
（1977年・薬学部卒）

大阪市都島区役所保健福祉課こ
ども教育担当。18歳までの児童・
生徒およびその保護者を対象に、
臨床心理士による福祉相談業務
を担当。

臨床心理士・公認心理師

三木 詩織さん
（2008年・人文学部卒）
（2010年・人間文化学研究科卒）

富山県在住。全国健康保険協会に勤務し特定健診保健指導管理栄養士として特定保健指導に従事。（公社）富山県栄養士会に
て地域活動事業部長を担当。「富山県食育リーダー派遣事業」に於いて、食育リーダーを委嘱され、講習会や調理実習等にてご
活躍中。

管理栄養士 杉森 裕子さん　（1986年･栄養学部卒　体育会テニス部OG）

いきいきと自分らしく生きるために必要な「こころの健康」
心理学の専門的な知識を持った相談員が、こころの健康の
維持、促進に寄り添います。

ストレス社会の中、人は様々なストレスなどを抱えながら生活
を送っています。人は、こころと身体のバランスが崩れると心
身の不調につながります（『心身不一致の状態』とも言います）。
メンタルヘルス、こころの健康を維持するためには、日々の食
事、睡眠、運動といった基本的な生活習慣に気を付けることが
大切です。
それでも、悩みや不安が大きくなってしまうことはあると思い
ます。いきなり医療機関に出向くのは、なかなか気が進まない
かもしれませんが、そのような時は、臨床心理士や公認心理師
（心理職初の国家資格）といった、こころの専門家に相談して
みる方法もひとつです。また、自律神経などの心身の調子を整
える方法、コミュニケーションを円滑にする方法、怒りの感情を
コントロールする方法など、最近は、心理学の知見をもとにし
た一般向けの書籍もたくさん出版されています。気軽な気持
ちで、ご自分のこころの健康を気遣ってあげてはいかがでしょ
うか。

［妊娠と薬情報センターのホームページ］ http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html（国立成育医療研究センター）

管理栄養士監修の簡単美味しい健康レシピ

1人分の栄養価　エネルギー185kcal/たんぱく質5.5g/脂質10.2g/炭水化物17.3g/
　　　　　　　  カルシウム81mg/鉄0.5mg/食塩相当量0.8g

緑茶のリゾット
緑茶に含まれるカテキンには強い殺菌作用や抗酸化作用、
抗ウイルス作用があります

❶ベーコン、たまねぎ、にんじんは、5mm程度に角切りにする。
❷鍋にオリーブオイル、ベーコンを入れ弱火にかける。
❸香りが出てきたらたまねぎ、にんじんを加え弱火で炒める。
❹たまねぎが透き通ってきたら、米を入れ（洗わずに）更に弱火で炒める。
❺緑茶粉末を分量のお湯で溶いて④に加え、ふたをして弱火で煮汁
が少なくなるまで煮る。（20～25分程度）

❻米が柔らかくなったら、塩・こしょうで味を調えピザ用チーズを全体に散らす。
❼器によそい中央にパセリを少々振る。

材料 分量 ４人分
ベーコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g
たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中1個（約180g）
にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g
オリーブ油・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1弱
米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g

緑茶粉末・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600ml
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１/４程度
ホワイトペッパー・少々
ピザ用チーズ・・・・・・・・４０ｇ
パセリ（粉末）・・・・・・・・・適宜

1人分の栄養価　エネルギー304.1kcal/たんぱく質24.8g/ 脂質15.0g/炭水化物16.6g/
　　　　　　　  カルシウム26mg/鉄0.8mg/食塩相当量1.4g

鶏むね肉の照り焼き
筋肉をつくってくれるロイシン（たんぱく質）が豊富

❶鶏むね肉は皮を取り除き、削ぎ切りにしてから肉叩き等で叩き、バッ
トに並べて塩・酒で下味をつける。
❷深めのフライパンにやや多めの油を熱し、①に片栗粉をまぶして余
分な粉を落とし、170～180℃で両面を焼く。

❸Cをフライパンに入れ火にかけ、②の鶏肉を入れて全体にからませ照りがついたら火を止める。
❹ブロッコリーは小房に分けてフライパンに入れ、水大さじ4を加え3～4分程中火で蒸す。
❺ミニトマトはへたを取り、洗って水けをふく。
❻③の照り焼き、ブロッコリー、ミニトマトを彩りよく盛り付ける。
（又は、小松菜、パプリカ（赤）などお好みの野菜を添える）

１人分の栄養価　エネルギー106kcal/たんぱく質4.3ｇ/脂質6.8ｇ/炭水化物8.4ｇ/
　　　　　　　  カルシウム22mg/鉄0.9mg/食物繊維総量4.6ｇ/食塩相当量0.3ｇ

お豆のサラダ

❶きゅうりは板ずりをしてしばらくおき、さっと洗ってから薄いいちょう切りにする。
❷アボカドは半分に切ってスプーンで種を取り、実をくり抜いてボウル
に入れる。（アボカドは大きいサイズなら1/2個使用）
❸②にレモン汁を加えてよく練り、ミックスビーンズと水けを絞った
きゅうりを加え混ぜる。
❹ブロッコリーのスプラウトは根を切る。
❺器に③を盛りつけ、ブロッコリーのスプラウトを添える。

材料 分量 ４人分
ミックスビーンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120g
（大豆、いんげん豆水煮）
きゅうり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

アボカド（完熟）・・・・・・・約1個
　　　　　　　　（約120g）
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
ブロッコリーのスプラウト・・10g

材料 分量 ４人分
鶏むね肉（皮なし） 400g
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1,小さじ1
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1,小さじ1

酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ml
ブロッコリー・・・・160g程度
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
ミニトマト・・・・・・・・・・8個C

C

大豆、ひよこ豆、青えんどう豆、赤いんげん豆などには、不
溶性食物繊維がとても多く含まれており腸のお掃除効果
抜群です。鉄、カルシウム、その他ミネラルも豊富。
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卒業生だけの特典（来店のみ）

当店自慢の食パンを手間暇かけて焼
いた「カリカリスティック」を進呈。

特典の有効期限：2019年9月まで

2018年7月11日にオープンした神戸市兵庫区新
開地の寄席『喜楽館』で同年9月16日「第一回神戸
学院寄席」と題して落語会が開催されました。
桂坊枝さん（法学部卒）、桂三若さん（法学部卒）
桂三ノ助さん（経済学部卒）、桂三弥さん（法学部
卒）が落語を演じ、はやしや美紀さん（人文学部卒）
が寄席三味線を演奏し、坊枝さんの奥様、中尾真
子さん（薬学部卒）が高座の座布団を反すお茶子
さんを務め、6名の同窓生による落語会となりまし
た。
西本誠實理事長・佐藤雅美学長をはじめとする
大学関係者および多数の同窓生が応援に駆け付
け、一般のお客様とともに、大きな笑いに包まれる
会場で落語を楽しみました。今回の盛会を得て、今
後もさらに応援をしていきたいと思います。

卒業と同時に入社したスポーツ用品小売業㈱コーベ
ヤの代表取締役を2016年に退任。2017年12月に㈱エ
ルエルダイニングを設立して翌2018年４月に食パン専
門店「食Pain no mie美つる」１号店を兵庫県小野市に
て開業しました。
販売は1斤か1.5斤の食パンのみ。毎日食べるものだ
から、安心できる素材で作った食パンをお届けしたい、
という一心でマーガリン、卵は使わず、厳選した国産生
クリーム、国産バター、はちみつを使用。しっとり、ふん
わりといった食感をあくまで追求し、焼き上げ時間と
温度には、とことんこだわりました。その甲斐あって、そ
のまま食べたときのやわらかさと弾力、風味は素晴ら
しく、トーストした時のサクサクした食感とさらに引き
立つ風味は格別で、お客様には自信を持ってお勧めし
ています。素材に関しては、これからも決して妥協はせ
ず、こだわりの食パンを焼き続けていきたいと思いま
す。

神戸新開地 「喜楽館」
神戸松竹劇場や演芸場の神戸松竹座をはじめ、か

つて「ええとこ」と謳われた神戸新開地。1978年に
市民に愛されつつ閉館した「聚楽館」から一文字とっ
て命名され、かつてのにぎわいを取り戻そうという
地元の熱い思いから2018年7月にオープンしまし
た。ぜひ足をお運びください。
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卒業生で落語会　長年の想いが実現 桂 坊枝

「卒業生での落語会を開催したい」という思いをずっと持ち続けてお
りました。2018年７月に奇しくも神戸市に喜楽館がオープンし、その思
いは現実となり西本理事長・佐藤学長をはじめ、多くの同窓生の皆様に
応援をいただき神戸学院大学卒業生としての意識と誇りが更に高まり、

この強い絆に大きな感謝と喜びを感じた日でした。私たちは上方落語
という大海に、それぞれが小舟で漕ぎ出し、神戸学院大学という明かり
と追い風を受けながら、お客様にお楽しみいただける高座を務めるた
め、これからも弛まぬ精進を積み重ねてまいる所存でございます。
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Message

西本理事長、佐藤学長はじめ多数の同窓生も応援に駆けつけました

桂 坊枝さん

桂 三若さん

神戸新開地 喜楽館 
（新開地まちづくりNPO）
〒652-0811
兵庫県神戸市兵庫区新開地
2丁目4-13
TEL.078-576-1218
新開地駅下車徒歩約2分
（新開地商店街本通りアーケード）

【食Pain no mie 美つる】 
住所／兵庫県小野市王子町899
電話番号／0794-70-7757
営業時間／10：00～18：00
定休日／日曜日
http://shokupanmitsuru.com

Shops of graduates 神戸学院大学同窓生のお店を紹介します。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

同窓生のお店訪問

素材にこだわった体に優しい食パンで、毎日の食卓に安心と笑顔を
Sweets／ buns

井上　満さん（1990年・経済学部卒・躰道部OB）
願いは、美つるの食パンを全国、そして外国にまで広めること。

2005年に博多スタイルの鶏の水炊きと創作料理の
店として創業。その後、2種類のもつ鍋をメニューに加
えてご好評いただいております。コラーゲンやリコピン
など美容効果も期待できる成分を美味しく摂取できる
ことから、美意識の高い女性を中心に健康に関心のあ
る中高年、さらには医療関係者の方々に厚く支持され
ています。当店の1番人気は水炊き。本場の博多ならポ
ン酢で召し上がっていただく場合が多いですが、当店
では自慢の白濁スープに塩とゆず胡椒をお好みで加え
て召し上がっていただくスタイルをおすすめしていま
す。滋味深いスープの旨みと味の変化を楽しめることが
人気の理由のようです。美味しく食べて、心も身体も健
康に！食べることは生きることです。ただ空腹を満たす
ためだけの食事ではなく、身体の内側から健康で綺麗
になるような心満たされる食事をしていただけるよう
日々努めています。 【夢家　本格博多水炊き鍋】 

住所／神戸市中央区下山手通2丁目１４－４
電話番号／078－391-1034
営業時間／17：30～22：00（L.O）
定休日／不定休
https://www.facebook.com/yumeya.kobe/

美味しさでお客様の笑顔あふれるお店にと、30歳の節目で立ち上げました
innovative cuisine

卒業生だけの特典
ご来店頂いた同窓生の方には、ファー
ストドリンクを1杯サービス。ご来店時
に同窓生です！とお声がけください。
　

金本 智恵子さん（1998年・栄養学部卒）
無添加で化学調味料を使わず素材の旨みを十分に引き出し、
身体にも心にも優しい食事を提供し続けます。

桂 三弥さん

桂 三ノ助さん

特典の有効期限：2019年9月まで
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卒業生だけの特典（来店のみ）

当店自慢の食パンを手間暇かけて焼
いた「カリカリスティック」を進呈。

特典の有効期限：2019年9月まで

2018年7月11日にオープンした神戸市兵庫区新
開地の寄席『喜楽館』で同年9月16日「第一回神戸
学院寄席」と題して落語会が開催されました。
桂坊枝さん（法学部卒）、桂三若さん（法学部卒）
桂三ノ助さん（経済学部卒）、桂三弥さん（法学部
卒）が落語を演じ、はやしや美紀さん（人文学部卒）
が寄席三味線を演奏し、坊枝さんの奥様、中尾真
子さん（薬学部卒）が高座の座布団を反すお茶子
さんを務め、6名の同窓生による落語会となりまし
た。
西本誠實理事長・佐藤雅美学長をはじめとする
大学関係者および多数の同窓生が応援に駆け付
け、一般のお客様とともに、大きな笑いに包まれる
会場で落語を楽しみました。今回の盛会を得て、今
後もさらに応援をしていきたいと思います。

卒業と同時に入社したスポーツ用品小売業㈱コーベ
ヤの代表取締役を2016年に退任。2017年12月に㈱エ
ルエルダイニングを設立して翌2018年４月に食パン専
門店「食Pain no mie美つる」１号店を兵庫県小野市に
て開業しました。
販売は1斤か1.5斤の食パンのみ。毎日食べるものだ
から、安心できる素材で作った食パンをお届けしたい、
という一心でマーガリン、卵は使わず、厳選した国産生
クリーム、国産バター、はちみつを使用。しっとり、ふん
わりといった食感をあくまで追求し、焼き上げ時間と
温度には、とことんこだわりました。その甲斐あって、そ
のまま食べたときのやわらかさと弾力、風味は素晴ら
しく、トーストした時のサクサクした食感とさらに引き
立つ風味は格別で、お客様には自信を持ってお勧めし
ています。素材に関しては、これからも決して妥協はせ
ず、こだわりの食パンを焼き続けていきたいと思いま
す。

神戸新開地 「喜楽館」
神戸松竹劇場や演芸場の神戸松竹座をはじめ、か

つて「ええとこ」と謳われた神戸新開地。1978年に
市民に愛されつつ閉館した「聚楽館」から一文字とっ
て命名され、かつてのにぎわいを取り戻そうという
地元の熱い思いから2018年7月にオープンしまし
た。ぜひ足をお運びください。
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卒業生で落語会　長年の想いが実現 桂 坊枝

「卒業生での落語会を開催したい」という思いをずっと持ち続けてお
りました。2018年７月に奇しくも神戸市に喜楽館がオープンし、その思
いは現実となり西本理事長・佐藤学長をはじめ、多くの同窓生の皆様に
応援をいただき神戸学院大学卒業生としての意識と誇りが更に高まり、

この強い絆に大きな感謝と喜びを感じた日でした。私たちは上方落語
という大海に、それぞれが小舟で漕ぎ出し、神戸学院大学という明かり
と追い風を受けながら、お客様にお楽しみいただける高座を務めるた
め、これからも弛まぬ精進を積み重ねてまいる所存でございます。
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Message

西本理事長、佐藤学長はじめ多数の同窓生も応援に駆けつけました

桂 坊枝さん

桂 三若さん

神戸新開地 喜楽館 
（新開地まちづくりNPO）
〒652-0811
兵庫県神戸市兵庫区新開地
2丁目4-13
TEL.078-576-1218
新開地駅下車徒歩約2分
（新開地商店街本通りアーケード）

【食Pain no mie 美つる】 
住所／兵庫県小野市王子町899
電話番号／0794-70-7757
営業時間／10：00～18：00
定休日／日曜日
http://shokupanmitsuru.com

Shops of graduates 神戸学院大学同窓生のお店を紹介します。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください！

同窓生のお店訪問

素材にこだわった体に優しい食パンで、毎日の食卓に安心と笑顔を
Sweets／ buns

井上　満さん（1990年・経済学部卒・躰道部OB）
願いは、美つるの食パンを全国、そして外国にまで広めること。

2005年に博多スタイルの鶏の水炊きと創作料理の
店として創業。その後、2種類のもつ鍋をメニューに加
えてご好評いただいております。コラーゲンやリコピン
など美容効果も期待できる成分を美味しく摂取できる
ことから、美意識の高い女性を中心に健康に関心のあ
る中高年、さらには医療関係者の方々に厚く支持され
ています。当店の1番人気は水炊き。本場の博多ならポ
ン酢で召し上がっていただく場合が多いですが、当店
では自慢の白濁スープに塩とゆず胡椒をお好みで加え
て召し上がっていただくスタイルをおすすめしていま
す。滋味深いスープの旨みと味の変化を楽しめることが
人気の理由のようです。美味しく食べて、心も身体も健
康に！食べることは生きることです。ただ空腹を満たす
ためだけの食事ではなく、身体の内側から健康で綺麗
になるような心満たされる食事をしていただけるよう
日々努めています。 【夢家　本格博多水炊き鍋】 

住所／神戸市中央区下山手通2丁目１４－４
電話番号／078－391-1034
営業時間／17：30～22：00（L.O）
定休日／不定休
https://www.facebook.com/yumeya.kobe/

美味しさでお客様の笑顔あふれるお店にと、30歳の節目で立ち上げました
innovative cuisine

卒業生だけの特典
ご来店頂いた同窓生の方には、ファー
ストドリンクを1杯サービス。ご来店時
に同窓生です！とお声がけください。
　

金本 智恵子さん（1998年・栄養学部卒）
無添加で化学調味料を使わず素材の旨みを十分に引き出し、
身体にも心にも優しい食事を提供し続けます。

桂 三弥さん

桂 三ノ助さん

特典の有効期限：2019年9月まで
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女性のキャリアとライフスタイルを支援する女性誌『日経
WOMAN』（日経BP社）が選ぶその一年で各界において最
も活躍した働く女性に贈られる「ウーマン・オブ・ザ・イヤー
2018」を受賞された薬学部卒業生の末延則子さんに、学生
時代の思い出から今回の受賞にいたるまでの道のり、そし
て現在の様子を語っていただきました。
（取材：同窓会広報企画委員会　ポーラ化成工業本社にて）

サイエンスの本質に触れ、研究者としての基礎を培った
学生時代
待ち望んでも得られなかったものが遺伝子工学によって
生み出されることに感動していたのが高校生の頃。薬学部
への進学を決めたのも、難病治療など、世の中に役立つ可
能性を秘めたバイオテクノロジーや医療について学びたい
という思いからでした。大学では「この講義で話すことは、明
日には間違っているかもしれない。免疫学は、毎日、急速な
勢いで進んでいる」と話された眞弓忠範先生（現：名誉教授）
の授業が最も印象的でした。サイエンスは受け身ではなく、
自分で考え切り拓くことだと知った瞬間でした。
神戸学院大学では、一定の真実に触れることのできる哲
学や西洋文学を学ぶことの楽しさを経験する一方で、専門
科目で教科書に載っていることはすでに真実とは限らない
と教えられたことにとても驚くと同時に、大学で学ぶことの
醍醐味にも気づけた気がします。

社会人となりアートを通して、サイエンスの本質に迫る
個性の際立つ芸術家たちが互いの個性を尊重しながら
新しいものを作っていく姿は、研究者とも重なります。「研究
者同士の個性のぶつかり合いが、新しい価値や知見を生む」
とノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典先生もおっ
しゃっていました。「POLA美術館」で会議をしたり、会社のビ
ジョンを自分なりに絵にして社内掲示したりと、我が社も
アートに学ぼうとしています。真実や本質を見つけるきっか
けにアート的な要素が役割を果たすことが実際にあり、透明
感あるファンデーションの開発に点描の手法が活かされた
こともあります。

喜ばれることに喜びを
技術畑にいた創業者が手の荒れている奥様のためにク

リームを作ったことを発祥とするPOLAは、2019年で創業
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シワ改善薬用化粧品
「POLA リンクルショット メディカル セラム」

末延さんと同窓会広報企画委員会メンバー

ウーマン・オブ・ザ・イヤー 2018
大賞 受賞式

2018年10月22日 男女共同参画フォーラムにて講演
於：神戸学院大学ポートアイランドキャンパス

同窓生

NOW！

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
グループ研究・薬事センター担当 執行役員
マルチプルインテリジェンスリサーチセンター所長
医学博士

1989年・薬学部卒 末延（福山） 則子さん

「シワを改善する」という日本初承認の薬用化粧品の開発で、
2017年最大のヒットコスメを生み出す。逆境でも諦めずその信
念を貫き、高いモチベーションを維持しながら、成果をあげる強い
チーム作りとリーダーシップが評価され、ウーマン・オブ・ザ・イ
ヤー2018（日経BP社）の大賞を受賞。

すえ の ぶ のりこふくやま

「美しさ」は永遠のテー マ「美しさ」は永遠のテー マ

ウーマン・オブ・ザ・イヤー 2018大賞受賞
日本初承認 シワ改善 効果の医薬部外品開発

自分の肌に触れ、鏡を見て笑顔になれるなら。その笑顔  や優しさが、世の中を明るく平和にする。
自分らしく生きること。きのうより今日、一日一日を大  切に過ごす姿こそ美しいと思います。

90周年を迎えます。会社の成り立つ根本に技術や研究があ
ることで、独創的な発想や個性には理解があり、また企業風
土としてアートとも縁が深く、愛を生み育む土壌があります。
創業者の言葉「喜ばれることに喜びを」のままに、お客様が
感動してくれるものづくりがその基本です。
そして『史上初』の冠をいただいた今回の製品も、今から
15年前に開発に着手した当時は、誰も製品化できるとは
思っていなかったはずです。しかし、会社のトップからは「面
白いから続けなさい」と、研究をサポートしてもらいました。
私もリーダーとしての役割を担うときは、「面白いか」「将来
必ず伸びるか」といった視点で、常に自分に問いかけながら、
チームのメンバー個々の力を伸ばしていくように心がけま
した。
さらに、研究・開発に費やす長い歳月の中では、少しでも
前に進んでいることをチームメンバーに実感してもらうこと
も必要でした。―行列のできる店に並んでいて、気づくと後
ろにも列が伸びて位置的には確実に前に進んでいる―そん
な風に、今やっていることにも不安を抱かせないよう配慮し、
メンバーたちにその都度説明し励まし続けました。

「失敗」に対する考え方
「失敗すること」についても、それが次に繋がるものだとし
たら、それは「失敗」とは言わないのかもしれません。「失敗」

はそもそも存在するのか、という社会学の論理もあるぐらい
で、失敗すると予想してその通りになれば、それこそ思った
通りの結果を導いたことになり、言い換えれば「成功」と同じ
と考えてきました。ともかく、職場のメンバーたちが人として
優れ、素直に受け入れてくれたことが一番だと思っています。

人ともので作り上げたストーリーが共感や信頼を生む
15年前に4人で開発をスタートした「抗シワ」薬用化粧品
の開発も医薬部外品の承認、製造、販売と辿るなか他の部
署をどんどん巻き込んでいきました。お客様からの好評を
博して大きな渦はさらなる循環を生み、生産現場の24時間
体制を意気に感じた販売担当者からは感謝のメッセージが
届き、それに応えるように生産現場からは従業員一同の写
真を添えて「絶対に欠品はさせません」というメッセージが
返されるように。それらがお客様に伝わり、さらに大きな
ムーブメントとなっていきました。人の思いが込められたも
のは人の心を動かすという、ものづくりの素晴らしさと、執
着ではなく、愛着という愛を持ってものに接することの喜び
を多くの人と共有できたように感じます。
当社の創業100周年に向けてのミッションである『感受性
のスイッチを全開にする』はまさに、日々、人の気遣いや移ろ
う季節の美しさに機微を感じる人こそ、ものづくりに携わる
者にふさわしいというメッセージのように感じます。
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ヤー2018（日経BP社）の大賞を受賞。

すえ の ぶ のりこふくやま

「美しさ」は永遠のテー マ「美しさ」は永遠のテー マ

ウーマン・オブ・ザ・イヤー 2018大賞受賞
日本初承認 シワ改善 効果の医薬部外品開発

自分の肌に触れ、鏡を見て笑顔になれるなら。その笑顔  や優しさが、世の中を明るく平和にする。
自分らしく生きること。きのうより今日、一日一日を大  切に過ごす姿こそ美しいと思います。

90周年を迎えます。会社の成り立つ根本に技術や研究があ
ることで、独創的な発想や個性には理解があり、また企業風
土としてアートとも縁が深く、愛を生み育む土壌があります。
創業者の言葉「喜ばれることに喜びを」のままに、お客様が
感動してくれるものづくりがその基本です。
そして『史上初』の冠をいただいた今回の製品も、今から
15年前に開発に着手した当時は、誰も製品化できるとは
思っていなかったはずです。しかし、会社のトップからは「面
白いから続けなさい」と、研究をサポートしてもらいました。
私もリーダーとしての役割を担うときは、「面白いか」「将来
必ず伸びるか」といった視点で、常に自分に問いかけながら、
チームのメンバー個々の力を伸ばしていくように心がけま
した。
さらに、研究・開発に費やす長い歳月の中では、少しでも
前に進んでいることをチームメンバーに実感してもらうこと
も必要でした。―行列のできる店に並んでいて、気づくと後
ろにも列が伸びて位置的には確実に前に進んでいる―そん
な風に、今やっていることにも不安を抱かせないよう配慮し、
メンバーたちにその都度説明し励まし続けました。

「失敗」に対する考え方
「失敗すること」についても、それが次に繋がるものだとし
たら、それは「失敗」とは言わないのかもしれません。「失敗」

はそもそも存在するのか、という社会学の論理もあるぐらい
で、失敗すると予想してその通りになれば、それこそ思った
通りの結果を導いたことになり、言い換えれば「成功」と同じ
と考えてきました。ともかく、職場のメンバーたちが人として
優れ、素直に受け入れてくれたことが一番だと思っています。

人ともので作り上げたストーリーが共感や信頼を生む
15年前に4人で開発をスタートした「抗シワ」薬用化粧品
の開発も医薬部外品の承認、製造、販売と辿るなか他の部
署をどんどん巻き込んでいきました。お客様からの好評を
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体制を意気に感じた販売担当者からは感謝のメッセージが
届き、それに応えるように生産現場からは従業員一同の写
真を添えて「絶対に欠品はさせません」というメッセージが
返されるように。それらがお客様に伝わり、さらに大きな
ムーブメントとなっていきました。人の思いが込められたも
のは人の心を動かすという、ものづくりの素晴らしさと、執
着ではなく、愛着という愛を持ってものに接することの喜び
を多くの人と共有できたように感じます。
当社の創業100周年に向けてのミッションである『感受性
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同窓会活動報告

本部総会・懇親会

同窓会本部、兵庫東・北支部、大阪府支部と合同で懇親会を開催
2018年7月21日（土） ANAクラウンプラザホテル神戸　・本部総会 11:45～　・懇親会 12:30～

2018年7月21日（土）、ANAクラウンプ
ラザホテル神戸にて同窓会本部総会・懇親
会を開催。今回は初の試みとして、兵庫東・
北支部と大阪府支部が合同で懇親会を行
いました。
懇親会では、女子駅伝競走部、アメリカン

フットボール部、大学任意団体「ママパパお
助け隊」がゲストとして登場。現役学生の活
動状況や今後の抱負を語っていただきまし
た。大学・同窓会・教育後援会が“オール神
戸学院”として一丸となって応援したい現役
学生の活躍の様子を知る良い機会となりま
した。また、ラグビー部OB会が同窓会登録
団体に新たに承認され、同窓会木村会長か
ら承認証が授与されました。
若手から女性会員、また初参加の方も多

く、幅広い世代の同窓生が参加し盛大な会
となりました。

2018年11月3日（土・祝）の大学祭開催中に、ポートアイランド
キャンパスに同窓会20支部の各代表者が集まり、支部連絡会を
開催しました。同窓会では母校の発展に寄与し、各支部での交流・
運営を円滑に進めるために、幹事・支部代表者が定期的に集まり
会議を行っています。当日は、各支部からの提案や質問など活発
な意見交換が行われました。初めて参加した支部会員からは「皆
さんの同窓会に対する熱い想いを感じることができ、たくさんの
刺激を受けました。これからも同窓会の活動に積極的に参加して
いきたい」との声もありました。また、現役学生のボランティア活
動の一環として、熊本の被災地支援物産展の出張販売も行われ、
参加した多くの同窓生が協力しました。

支部連絡会

同窓会20支部の各代表が母校に集結！
2018年11月3日（土・祝） ポートアイランドキャンパス　・12:00～14：00

2015年・法学部卒
沖縄県支部 松田 啓佑 さん

いろいろな情報交換ができ
とても有意義な時間でした

1988年・経済学部卒
高知県支部 伊藤 さわ さん

これからも積極的に活動に
参加したいです

西本誠實理事長

大学任意団体「ママパパお助け隊」

木村誠会長 佐藤雅美学長

ラグビー部OB会 映画研究会OB会

初参加の若手同窓生

熊本被災地支援の物産展の
出張販売

司会の香山さんと水津さん（同窓生）

社会人へのステップアップセミナー

今年のテーマは「目指すべき進路を見つけよう！」
2019年1月12日（土）ポートアイランドキャンパス　・13:00～

2019年1月12日、大学キャリアセンターと共催で、
就活応援企画「社会人へのステップアップセミナー」
を開催しました。
冒頭では、「早期内定を獲得する学生が2月までに
済ませている就活準備とは？」と題し、就活が始まるま
での準備、とくに自己分析と企業研究について就活直
前ミニセミナーを行いました。
その後、ブース形式で卒業5年以内の若手OB・OG

と就活を終えた4年次生が、これから就活を始める学
生へ、就活で取り組んだこと、働いている企業や業界
の話題などを話しました。学生たちはOB・OGの話を
熱心に聴き、疑問点などを質問していました。

参加した同窓生の感想
私は卒業してから、毎年学生達と本音トークを

しています。ステップアップセミナーで出会った
学生達が、翌年には学生に相談される側の内定
者として、またはOB・OGとして再会することが
あり、内定までの道のりや入社してからの話を報
告してくれることが増えました。ステップアップセ
ミナーでの縁や繋がりというものを強く感じます。
卒業してからも繋がりは大切な宝だと思います。

NTT西日本（2015年法学部卒） 新田 真実さん

参加した学生の声
・今まで希望していなかった企業（業種）のお話が聞けて大変参考になり
モチベーションが上がりました。
・先輩からのアドバイスがとても勉強になり元気を頂きました。

キャリア支援

　「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
前期開講：有瀬キャンパス

●OB・OGキャリアデザイン塾
 後期開講：ポートアイランドキャンパス

さまざまな業界で活躍する同窓生が講師として登壇！
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若手から女性会員、また初参加の方も多
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参加した学生の声
・今まで希望していなかった企業（業種）のお話が聞けて大変参考になり
モチベーションが上がりました。
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さまざまな業界で活躍する同窓生が講師として登壇！
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昨年は明治維新後１５０年に当たり又、平成最後の年として、大河ドラマ、せ
ごどんが放送され、私も鹿児島県を訪れました。今年こそは、バスツアー
を行いたいと思っています。東予地区での地区会を開催し、参加者の皆様

方には学生時代にタイムスリップして、喜んで頂きました。今年の支部総会は、６月１６日
（日）11：30よりホテルマイステイズ松山（元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２

香川県支部は、毎年６月最終日曜日に、支部総会を開催しております。7月
下旬には、ビアガーデン、秋には日帰りバスツアーを企画して、同窓生なら
びにご家族にも参加頂き、家族ぐるみで楽しんでおります。

また、栄養学部会として、勉強会を開催、今年から、薬学部会も企画しております。最近で
は、同窓会香川県支部のFacebookを立ち上げておりますので、気軽にお問い合わせ、
ご参加お待ちしております。 

香川県支部を一緒に盛り上げましょう

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、レデイース会（ローズ会）、忘年会など、毎年たくさんの行事を行っています。
今年は支部設立２０周年の節目の年であるため、総会後の懇親会ではプロピアニストのJAZZ

演奏やゴスペルcolorsの歌声、超有名連による阿波踊りなどの企画を計画しております。また、年間行事では女
性が楽しめる行事も計画し、華やかで魅力ある支部を目指しています。多くの女性の参加をお待ちしております。
最後に、同窓生の方はもちろん現役学生の方々にも参加いただき、気さくで活気ある支部づくりに努めて参りま
す。徳島県支部の繋がりや絆を深めるために、みんなで楽しく遊びましょう！！

みんなで阿波踊りを踊りましょう！！

昨年の山口県支部総会は下松市笠戸島国民宿舎「大城」にて開催いたし
ました。佐藤学長はじめ支部会員の皆様方や交流支部の方々約40名のご
参加を賜り、笠戸ブランドとして有名な“ひらめ”のフルコースをご用意し

ての総会でした。近年、教育後援会や近隣支部から一般の方々の参加もあり、交流の輪
が広がりつつあることを実感しております。今年は4月21日（日）秋穂にて車海老フル
コースを準備し、常連の方々はもちろん新規参加のご出席を、役員一同心よりお待ちし
ております。 

秋穂で車海老

広島県支部では毎年５月第三日曜日に総会・懇親会を開催しています。昨
年は東広島市の仏蘭西屋で行ないました。総会前にはオプションで清酒賀
茂鶴見学を行ない、歴史や仕込みを学び数種の試飲を楽しみました。懇親

会では久し振りの同窓生にお会いし、懐かしく楽しい時間でした。今年は５月１９日（日）に
三原市本郷町の広島エアポートホテルで開催し、オプションは新緑の三景園散策です。ま
た同窓生による特別講演も準備中です。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。２年後には創立３０周年記念総会も控えていますので宜しくお願いします。

広島県にお住まいの皆様へ

高知県支部では「花見・学園祭ツアー・新年会」の３行事を柱として会員間の親
睦を図っています。2019年度からは、上記に加え、在校生の活動支援をする
ように検討しています。卒業生のみなさん！高知県支部の活動を通じて、かつ

て在籍した倶楽部やサークルにいる在校生を支援しませんか？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、
ご連絡お待ちしています！連絡、各種行事の日程は同窓会ホームページ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？
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沖縄県支部は集まる人数は少ないですが、会員同士がとても
仲良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活動しています。

県外の同窓生の方からご連絡頂き、急遽プチ同窓会を開くこともよくあり
ます。 出張やプライベートで沖縄にお越しの際はぜひご連絡下さい。 支部
総会は毎年ロワジールホテル那覇にて開催しております。 
今年も6月15日（土）14時からロワジールホテル那覇にて開催します。県外
や初参加の同窓生も大歓迎です。 
皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。 

6月15日（土）ロワジールホテル那覇でお会いしましょう

昨年は我がソフトバンクホークスが「下克上」を制し日本一に
なりました。嬉しい限りです。又今年はラグビーワールドカッ
プ開催の年。九州でも大分、福岡、熊本で試合日程が組まれ

ています。スポーツと同様に九州一丸となって同窓会を盛り上げていきま
しょう！例年通りになりますが、支部総会はヒルトン福岡シーホークで行い、
ヤフオクドームに移動して野球観戦をしながらの懇親会です。懐かしい話に
盛り上がって下さい！

九州deスクラム！
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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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加ください。２年後には創立３０周年記念総会も控えていますので宜しくお願いします。

広島県にお住まいの皆様へ

高知県支部では「花見・学園祭ツアー・新年会」の３行事を柱として会員間の親
睦を図っています。2019年度からは、上記に加え、在校生の活動支援をする
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総会は毎年ロワジールホテル那覇にて開催しております。 
今年も6月15日（土）14時からロワジールホテル那覇にて開催します。県外
や初参加の同窓生も大歓迎です。 
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山陰支部総会は、昨年の総会を6月9日に松江で開催しました。 宍道湖で
の夕日観賞遊覧船を目玉とし、総会前にそのイベントに期待を膨らまして
おりましたが、天候に恵まれずきれいな夕日を見ることは、かないません

でした。しかしながら宍道湖から見る景色は、心を穏やかにしてくれました。 さて、次回の
総会は・・・中国地方最高峰の「大山」は古くから山岳信仰が盛んで、大山寺が開創されて
2018年で1300年となりました。その大山寺の参拝、そして大山を望むことのできる大
山ロイヤルホテルでの総会。みなさん、参加してみませんか♪ 

次回は6月29日！大山開山1300年！

昨年の3月25日(日)和歌山県支部の家族旅行は、サントリー山崎工場と万博公
園の中のニフレルに行きました。サントリー山崎に行くのは初めてでしたが大好
きなビールが飲めなくて少しトーンダウンしてしまいました。万博公園は何度か

行きましたが、ニフレルは初めてでクラゲ、ペンギンのかわいい仕草、中でもホワイトタイガーの
エサやりはダイナミックで見ていて年甲斐もなく興奮してしまいました。　私は昨年より総会・遠
足に参加しています。最初の一歩の踏み出しは重たかったけど、今はすごく楽しみにしています。
みなさんも、”和歌山県支部よいとこ、一度はおいで”の替え歌のようにぜひ参加してください。

楽しかった家族旅行

支部恒例の秋の遠足で、「万葉人（まんようびと）の心を訪ねて ～奈良飛鳥路
～」のテーマのもと、秋の飛鳥路の風を直に肌に感じながらハイキング。当日
は晴天でさらに心地よさを感じました。「四神の館」という資料館で隣接する

キトラ古墳（高松塚古墳と並び壁画で有名です）の展示や映像で万葉人の様子をうかがい知
ることができました。軽く汗をかいた後は、懇親会。沖縄料理や酒に舌鼓を打ちながら懇親を
深めあい、有意義な1日を過ごすことができました。 

秋の奈良飛鳥路を歩きました！

忘れてはならない阪神淡路大震災、「北淡震災記念公園」を訪れ再確認し
ました。お昼は、卒業生『上村早苗さん』が女将をする「あわかん」こと『淡
路島観光ホテル』へ！豪華な本格懐石料理に一同びっくり!!!

最高のおもてなし、最高のお料理、最高の温泉、最高の眺望にこれまた一同感謝カンゲ
キ!!!その後「たこせんべいの里」で土産を買い帰路に着きました。
（2018年11月4日開催）

日帰り研修旅行のご報告

昨年の兵庫西支部総会は5月27日(日)午前11時からホテル日航姫路で開催し
ました。今回は例年の土曜夕方から日曜開催に変え、少し参加者も増えました。
大学を代表して大山弘学長補佐のご挨拶の後、懇親会では趣向を変え、男梅の

テレビCMで有名な津軽三味線の名人、高橋竹仙さんを招きました。2年前にニューヨークで世
界デビューを果たされ、古典から最新の演奏まで幅広く活躍中とのこと。その素晴らしい演奏
を堪能しました。最後は出席者全員が近況を報告し合って楽しい総会となりました。今年の総会
は5月11日(土)17時半から同ホテル3階で開催予定です。同窓生の皆様の参加を希望します。

今年の総会は5月11日（土）17：30からホテル日航姫路に決定!!
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今年の神戸学院大学同窓会岡山県支部の総会は、20回目となる記念す
べき総会です。 
2019年6月9日（日）に岡山プラザホテルにて行います。 

卒業生のみなさんぜひとも同窓会活動に参加いただくとともに総会にも出席いただき、
年代に関係なく神戸学院大学の思い出話しに花を咲かせませんか!! 
お待ちしております。 

祝 支部設立20周年!

支部総会終了後、講演会を開催しています。昨年は、現代社会学部社会防
災学科教授の前林先生に「京都の地震災害を考える－歴史と未来－」とい
うテーマでご講演頂き、防災、減災について多く学んだ翌日（6月18日）

に、大阪府北部を最大震度６弱の地震に見舞われ、京都も大きく揺れました。その時、ご
講演のおかげで「自分で出来ることは？」と考え、行動が出来ました。今年の総会も講演会
を開催いたします。是非、ご参加ください。 

役立った前林先生の特別講演（備えあれば憂いなし）

今期は支部内での役割をお互いに理解出来るようにと考え、支部長を含
め役職の改選を行いました。活動としては東海支部と合同でのビール工
場見学、秋の音楽鑑賞会は台風により中止でしたが、恒例の伊勢神宮へ初

詣に行きました。「新しい時代を伊勢から」とし、若年層の同窓生も参加しやすい企画で盛
り上げていきますのでよろしくお願いします。活動に関してはfacebookで「神戸学院大
学同窓会三重県支部」で検索して下さい！ 

第３回の支部総会は6月2日伊勢シティホテルで開催！

同窓会には利害関係が無く気楽で楽しい空間があります。また東海同窓
会は女性の参加者が多く、毎年増えております。
前回の総会はBlue’dge/ミッドランドスクエア41Fにて開催し、参加者の

皆様のお蔭様で大盛会となりました。２０１９年度も女性への感謝の想いを込めて、母の
日の５月１２日（日）マリオットアソシアホテルアイリスにて、１１時３０分より総会を開催致し
ます。皆様お気軽にご参加ください。

女性参加者が多い東海同窓会

2018年8月31日から9月3日まで石川県小松市のスカイパークこまつ翼
で全日本男子大学ソフトボール選手権大会が行われ、男子ソフトボール部
の選手が出場されました。初戦から接戦で手に汗握る試合が続き、全国で

ベスト8となりました。2019年の同大会は富山県で開催が予定されています。出場の際
はぜひ一緒に応援しませんか？

現役学生の応援

2018年度の東京同窓会は、6月の支部総会、7月の暑気払い、9月の女子
会、10月の周年行事、12月の忘年会、1月の新年会と沢山のイベントを開
きました。毎回卒業学部、年齢を超えて楽しい時間を共有できる事を嬉し

く思っています。詳細は神戸学院大学同窓会webページの東京同窓会のページでご覧
いただけます。2019年度は6月9日、東京駅直結の素敵なお店で支部総会を開きます。
ぜひご参加ください！

2018年度も沢山の応援をありがとうございました！

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。

同窓生のお店での交流会の開催や女子駅伝競走部や野球部等の様々な運動部の応援
企画も進めており、様々な世代を超えてつながっています。
多種多様な同窓生や学生達と「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います。SNSでも発信中!!
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山陰支部総会は、昨年の総会を6月9日に松江で開催しました。 宍道湖で
の夕日観賞遊覧船を目玉とし、総会前にそのイベントに期待を膨らまして
おりましたが、天候に恵まれずきれいな夕日を見ることは、かないません

でした。しかしながら宍道湖から見る景色は、心を穏やかにしてくれました。 さて、次回の
総会は・・・中国地方最高峰の「大山」は古くから山岳信仰が盛んで、大山寺が開創されて
2018年で1300年となりました。その大山寺の参拝、そして大山を望むことのできる大
山ロイヤルホテルでの総会。みなさん、参加してみませんか♪ 

次回は6月29日！大山開山1300年！

昨年の3月25日(日)和歌山県支部の家族旅行は、サントリー山崎工場と万博公
園の中のニフレルに行きました。サントリー山崎に行くのは初めてでしたが大好
きなビールが飲めなくて少しトーンダウンしてしまいました。万博公園は何度か

行きましたが、ニフレルは初めてでクラゲ、ペンギンのかわいい仕草、中でもホワイトタイガーの
エサやりはダイナミックで見ていて年甲斐もなく興奮してしまいました。　私は昨年より総会・遠
足に参加しています。最初の一歩の踏み出しは重たかったけど、今はすごく楽しみにしています。
みなさんも、”和歌山県支部よいとこ、一度はおいで”の替え歌のようにぜひ参加してください。

楽しかった家族旅行

支部恒例の秋の遠足で、「万葉人（まんようびと）の心を訪ねて ～奈良飛鳥路
～」のテーマのもと、秋の飛鳥路の風を直に肌に感じながらハイキング。当日
は晴天でさらに心地よさを感じました。「四神の館」という資料館で隣接する

キトラ古墳（高松塚古墳と並び壁画で有名です）の展示や映像で万葉人の様子をうかがい知
ることができました。軽く汗をかいた後は、懇親会。沖縄料理や酒に舌鼓を打ちながら懇親を
深めあい、有意義な1日を過ごすことができました。 

秋の奈良飛鳥路を歩きました！

忘れてはならない阪神淡路大震災、「北淡震災記念公園」を訪れ再確認し
ました。お昼は、卒業生『上村早苗さん』が女将をする「あわかん」こと『淡
路島観光ホテル』へ！豪華な本格懐石料理に一同びっくり!!!

最高のおもてなし、最高のお料理、最高の温泉、最高の眺望にこれまた一同感謝カンゲ
キ!!!その後「たこせんべいの里」で土産を買い帰路に着きました。
（2018年11月4日開催）

日帰り研修旅行のご報告

昨年の兵庫西支部総会は5月27日(日)午前11時からホテル日航姫路で開催し
ました。今回は例年の土曜夕方から日曜開催に変え、少し参加者も増えました。
大学を代表して大山弘学長補佐のご挨拶の後、懇親会では趣向を変え、男梅の

テレビCMで有名な津軽三味線の名人、高橋竹仙さんを招きました。2年前にニューヨークで世
界デビューを果たされ、古典から最新の演奏まで幅広く活躍中とのこと。その素晴らしい演奏
を堪能しました。最後は出席者全員が近況を報告し合って楽しい総会となりました。今年の総会
は5月11日(土)17時半から同ホテル3階で開催予定です。同窓生の皆様の参加を希望します。

今年の総会は5月11日（土）17：30からホテル日航姫路に決定!!
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今年の神戸学院大学同窓会岡山県支部の総会は、20回目となる記念す
べき総会です。 
2019年6月9日（日）に岡山プラザホテルにて行います。 

卒業生のみなさんぜひとも同窓会活動に参加いただくとともに総会にも出席いただき、
年代に関係なく神戸学院大学の思い出話しに花を咲かせませんか!! 
お待ちしております。 

祝 支部設立20周年!

支部総会終了後、講演会を開催しています。昨年は、現代社会学部社会防
災学科教授の前林先生に「京都の地震災害を考える－歴史と未来－」とい
うテーマでご講演頂き、防災、減災について多く学んだ翌日（6月18日）

に、大阪府北部を最大震度６弱の地震に見舞われ、京都も大きく揺れました。その時、ご
講演のおかげで「自分で出来ることは？」と考え、行動が出来ました。今年の総会も講演会
を開催いたします。是非、ご参加ください。 

役立った前林先生の特別講演（備えあれば憂いなし）

今期は支部内での役割をお互いに理解出来るようにと考え、支部長を含
め役職の改選を行いました。活動としては東海支部と合同でのビール工
場見学、秋の音楽鑑賞会は台風により中止でしたが、恒例の伊勢神宮へ初

詣に行きました。「新しい時代を伊勢から」とし、若年層の同窓生も参加しやすい企画で盛
り上げていきますのでよろしくお願いします。活動に関してはfacebookで「神戸学院大
学同窓会三重県支部」で検索して下さい！ 

第３回の支部総会は6月2日伊勢シティホテルで開催！

同窓会には利害関係が無く気楽で楽しい空間があります。また東海同窓
会は女性の参加者が多く、毎年増えております。
前回の総会はBlue’dge/ミッドランドスクエア41Fにて開催し、参加者の

皆様のお蔭様で大盛会となりました。２０１９年度も女性への感謝の想いを込めて、母の
日の５月１２日（日）マリオットアソシアホテルアイリスにて、１１時３０分より総会を開催致し
ます。皆様お気軽にご参加ください。

女性参加者が多い東海同窓会

2018年8月31日から9月3日まで石川県小松市のスカイパークこまつ翼
で全日本男子大学ソフトボール選手権大会が行われ、男子ソフトボール部
の選手が出場されました。初戦から接戦で手に汗握る試合が続き、全国で

ベスト8となりました。2019年の同大会は富山県で開催が予定されています。出場の際
はぜひ一緒に応援しませんか？

現役学生の応援

2018年度の東京同窓会は、6月の支部総会、7月の暑気払い、9月の女子
会、10月の周年行事、12月の忘年会、1月の新年会と沢山のイベントを開
きました。毎回卒業学部、年齢を超えて楽しい時間を共有できる事を嬉し

く思っています。詳細は神戸学院大学同窓会webページの東京同窓会のページでご覧
いただけます。2019年度は6月9日、東京駅直結の素敵なお店で支部総会を開きます。
ぜひご参加ください！

2018年度も沢山の応援をありがとうございました！

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。

同窓生のお店での交流会の開催や女子駅伝競走部や野球部等の様々な運動部の応援
企画も進めており、様々な世代を超えてつながっています。
多種多様な同窓生や学生達と「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。
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映画研究会は今年で45周年（創部1974年）を迎えます。
そこで、2019年8月24日（土）にポートアイランドキャンパスにて2部構成で、企画・パーティを実施致し
ます。現OB会会員の方は当然ながら、いままで音信不通の方、映画研究会を1年足らずで辞めた方、映
画に出演した事がある方等々、この機会にOB会に入り『創立45周年パーティ』に是非、参加ください。

OB会が 20数年休止状態だったため、現在連絡が取れる会員は約 80名（1979～ 88年入学
の 8割・77・78・90・91・98・99入学の一部）です。まだ、百数十名の方と連絡取れてい
ないのが、OB会の現状です。
OB会のこと、『創立 45周年パーティ』のこと等、詳細については①氏名（旧姓）②入学年③住
所④電話番号⑤メールアドレス・LINE ID⑥映研時代の事⑦その他質問等を4月15日までにご
連絡ください。
※45周年企画の案内が 3月末までに届いていない会員さんも連絡願います。

【連絡先】
事務局長　小出隆男（1982年入学）宛て
kgu.eiken.1974.ob@gmail.comまたは LINEID:takaokoide0211

2018年12月15日（土）第4回総会を開催しました。
また同日、毎年恒例の現役生による刑法討論会決勝
大会（記念すべき第20回大会）が行われました。
懇親会ではゼミ30期生の紹介も行われ、二次会では
ゼミ30周年を記念した記念品の授与式も行われま
した。4期生（1993卒）から現役生まで幅広い世代の
方にご参加いただき大盛況でした。同窓生で佐藤ゼ
ミ出身者の方、ご連絡お待ちしています！
次は夏の同窓会でお会いしましょう。

ホームページ
http://www.satozemi.net/
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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めざします。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めざしています。
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。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。

◆第1回登録団体 意見交換会

神院会
剣道部OB会
経済研究会OB会「135会」
スキー部OB会「神岳会」
演劇部OB会
栄養学研究ネット
ESS－OB会
テニス部OB会
F.S.C.子午線会
体育会サッカー部OB会
岩橋ゼミ同窓会
高島ゼミナール同窓会
風見鶏スキークラブ
法学部佐藤ゼミOB・OG会
軟式野球部OB会
映画研究会OB会
経済学部林ゼミOB・OG会
経済学部企業研究会
バスケットボール部OB会
硬式野球部OB会
珈神会
躰道部OBOG会「躰心会」
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
ハンドボール部OB会

2013/11/  2
2013/11/  2
2013/11/  2
2013/11/  2
2014/  7/26
2014/  7/26
2014/  9/  6
2014/  9/  6
2014/10/11
2015/  3/28
2015/  4/11
2015/  7/  5
2015/  7/  5
2015/  7/  5
2016/  4/17
2016/  6/  4
2016/  6/11
2016/  6/11
2016/  7/  2
2016/  7/  2
2016/  7/  2
2016/12/  3
2017/  2/18
2017/  7/  1
2017/  7/  1
2018/  1/13
2018/  8/25

阪神地区の不動産・建築・士業を中心とした集まり
剣道部OBを中心とした集まり
経済学研究会の卒業生
スキー部の卒業生
演劇部の卒業生
栄養学部の卒業生
ESS-OBの卒業生有志
テニス部の卒業生、または役員会で認められた者
フォークソング部OB・OGを中心とした集まり
サッカー部の卒業生、または1年以上在籍し会が承認した者
岩橋誠一ゼミ卒業生
高島ゼミナールのOB
風見鶏スキークラブの卒業生
法学部佐藤ゼミに所属した者で必要事項を登録した者
軟式野球部に1年以上在籍したもの
映画研究会に在籍し、母校を卒業した者
経済学部林ゼミに在籍した者で自ら希望した者
経済学部の林隆一が担当した企業研究を行った者かつ自ら希望した者
卒部した者又は年次会が認めた者で、会の趣旨に賛同するもの
在学中硬式野球部に在籍していた者及び役員会が会員と認めた者
母校を卒業しコーヒー（主商材として）関連業務に従事する者
躰道部OBOGであって、規約に定める資格を有する者
アメリカ民謡研究会に在籍し、母校を卒業した者
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
在学中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
神戸学院大学ハンドボール部に在籍した者

藤本 勝彦
萬代 裕司
斎藤 壽久
秋吉 淳二
長崎 洋介
宮前 眞智子
吉原 祐二
武貞 康洋
中張 直人
坂根 克己
小川 嘉之
山﨑 　浩
島田 圭三
平野 良賢
井垣 　将
藤原 茂敬
常本 拓哉
森田 将伍
今岡 健一
浦　 恒次
小川 嘉之
古谷 幸辰
大和 英之
山上 紗智子
古谷 幸辰
谷 　　晃
前田 輝久

団 体 名 登 録 日 詳　　細 代表者名
登録団体 （2019年3月現在 27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

体育会スキー部OB・OG「神岳会」

体育会スキー部創部50周年記念パーティーを開催しました
体育会スキー部は、2018年11月11日
（日）、グリーンヒルホテル明石において
OB総会ならびに創部50周年記念パー
ティーを開催しました。OB・OG組織の
「神岳会」総会では執行部の役員改選が
行われ、新会長に戸川禎宏さん（2000
年卒）が選任されました。記念パー
ティーでは、OB、OG、現役部員など約
50名が親睦を深めました。戸川会長は
「自分が主将のときは50年も続くとは
想像できなかった。奇跡だと思う。これ
からも現役部員を支えていきたい」など
と挨拶し、あらためてスキー部の50年
の歴史とこれからの未来に思いを寄せ
るひとときとなりました。

映画研究会 OB会

映画研究会に在籍した事がある方、連絡願います

法学部佐藤ゼミOB・OG会

佐藤ゼミはゼミ創立30周年を迎えます
2018年4月14日（土）神戸市勤労会館にて登録団体の代表者が集い、母
校の発展・現役学生へのサポート支援等について協議する「第1回登録団
体意見交換会」を開催しました。
初顔合わせのため、自己紹介からスタート、参加者からは「現役学生への
サポート」および「金銭的寄付・物品的寄贈」「就活支援」等の頼もしい言葉
が発せられました。
今後の課題と提案として、「文化会系クラブの登録勧誘」「登録各団体の
『旗』の作成」「今後の意見交換会開催要望」等があげられました。
また、登録団体に所属される方々が各地で開催される支部総会および本
部総会にも積極的に参加し、同窓生の親睦をはかると共に母校の発展へ寄与すべく活動する事が確認されました。
※参加登録団体
神院会・剣道部OB会・経済研究会OB会「135会」・スキー部OB会「神岳会」・演劇部OB会・テニス部OB会・風見鶏スキークラブ・法
学部佐藤ゼミOB・OG会・映画研究会OB会・バスケットボール部OB会・硬式野球部OB会・躰道部OBOG会「躰心会」・女子駅伝競
走部OG会・神院体友会・ラクビー部OB会・髙島ゼミナール同窓会
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映画研究会は今年で45周年（創部1974年）を迎えます。
そこで、2019年8月24日（土）にポートアイランドキャンパスにて2部構成で、企画・パーティを実施致し
ます。現OB会会員の方は当然ながら、いままで音信不通の方、映画研究会を1年足らずで辞めた方、映
画に出演した事がある方等々、この機会にOB会に入り『創立45周年パーティ』に是非、参加ください。

OB会が 20数年休止状態だったため、現在連絡が取れる会員は約 80名（1979～ 88年入学
の 8割・77・78・90・91・98・99入学の一部）です。まだ、百数十名の方と連絡取れてい
ないのが、OB会の現状です。
OB会のこと、『創立 45周年パーティ』のこと等、詳細については①氏名（旧姓）②入学年③住
所④電話番号⑤メールアドレス・LINE ID⑥映研時代の事⑦その他質問等を4月15日までにご
連絡ください。
※45周年企画の案内が 3月末までに届いていない会員さんも連絡願います。

【連絡先】
事務局長　小出隆男（1982年入学）宛て
kgu.eiken.1974.ob@gmail.comまたは LINEID:takaokoide0211

2018年12月15日（土）第4回総会を開催しました。
また同日、毎年恒例の現役生による刑法討論会決勝
大会（記念すべき第20回大会）が行われました。
懇親会ではゼミ30期生の紹介も行われ、二次会では
ゼミ30周年を記念した記念品の授与式も行われま
した。4期生（1993卒）から現役生まで幅広い世代の
方にご参加いただき大盛況でした。同窓生で佐藤ゼ
ミ出身者の方、ご連絡お待ちしています！
次は夏の同窓会でお会いしましょう。
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http://www.satozemi.net/

15 SUIRYO 83 16SUIRYO 83

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めざします。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めざしています。
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。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。

◆第1回登録団体 意見交換会

神院会
剣道部OB会
経済研究会OB会「135会」
スキー部OB会「神岳会」
演劇部OB会
栄養学研究ネット
ESS－OB会
テニス部OB会
F.S.C.子午線会
体育会サッカー部OB会
岩橋ゼミ同窓会
高島ゼミナール同窓会
風見鶏スキークラブ
法学部佐藤ゼミOB・OG会
軟式野球部OB会
映画研究会OB会
経済学部林ゼミOB・OG会
経済学部企業研究会
バスケットボール部OB会
硬式野球部OB会
珈神会
躰道部OBOG会「躰心会」
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
ハンドボール部OB会

2013/11/  2
2013/11/  2
2013/11/  2
2013/11/  2
2014/  7/26
2014/  7/26
2014/  9/  6
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2014/10/11
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2015/  4/11
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2015/  7/  5
2016/  4/17
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2016/  7/  2
2016/12/  3
2017/  2/18
2017/  7/  1
2017/  7/  1
2018/  1/13
2018/  8/25

阪神地区の不動産・建築・士業を中心とした集まり
剣道部OBを中心とした集まり
経済学研究会の卒業生
スキー部の卒業生
演劇部の卒業生
栄養学部の卒業生
ESS-OBの卒業生有志
テニス部の卒業生、または役員会で認められた者
フォークソング部OB・OGを中心とした集まり
サッカー部の卒業生、または1年以上在籍し会が承認した者
岩橋誠一ゼミ卒業生
高島ゼミナールのOB
風見鶏スキークラブの卒業生
法学部佐藤ゼミに所属した者で必要事項を登録した者
軟式野球部に1年以上在籍したもの
映画研究会に在籍し、母校を卒業した者
経済学部林ゼミに在籍した者で自ら希望した者
経済学部の林隆一が担当した企業研究を行った者かつ自ら希望した者
卒部した者又は年次会が認めた者で、会の趣旨に賛同するもの
在学中硬式野球部に在籍していた者及び役員会が会員と認めた者
母校を卒業しコーヒー（主商材として）関連業務に従事する者
躰道部OBOGであって、規約に定める資格を有する者
アメリカ民謡研究会に在籍し、母校を卒業した者
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
在学中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
神戸学院大学ハンドボール部に在籍した者

藤本 勝彦
萬代 裕司
斎藤 壽久
秋吉 淳二
長崎 洋介
宮前 眞智子
吉原 祐二
武貞 康洋
中張 直人
坂根 克己
小川 嘉之
山﨑 　浩
島田 圭三
平野 良賢
井垣 　将
藤原 茂敬
常本 拓哉
森田 将伍
今岡 健一
浦　 恒次
小川 嘉之
古谷 幸辰
大和 英之
山上 紗智子
古谷 幸辰
谷 　　晃
前田 輝久

団 体 名 登 録 日 詳　　細 代表者名
登録団体 （2019年3月現在 27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

体育会スキー部OB・OG「神岳会」

体育会スキー部創部50周年記念パーティーを開催しました
体育会スキー部は、2018年11月11日
（日）、グリーンヒルホテル明石において
OB総会ならびに創部50周年記念パー
ティーを開催しました。OB・OG組織の
「神岳会」総会では執行部の役員改選が
行われ、新会長に戸川禎宏さん（2000
年卒）が選任されました。記念パー
ティーでは、OB、OG、現役部員など約
50名が親睦を深めました。戸川会長は
「自分が主将のときは50年も続くとは
想像できなかった。奇跡だと思う。これ
からも現役部員を支えていきたい」など
と挨拶し、あらためてスキー部の50年
の歴史とこれからの未来に思いを寄せ
るひとときとなりました。

映画研究会 OB会

映画研究会に在籍した事がある方、連絡願います

法学部佐藤ゼミOB・OG会

佐藤ゼミはゼミ創立30周年を迎えます
2018年4月14日（土）神戸市勤労会館にて登録団体の代表者が集い、母
校の発展・現役学生へのサポート支援等について協議する「第1回登録団
体意見交換会」を開催しました。
初顔合わせのため、自己紹介からスタート、参加者からは「現役学生への
サポート」および「金銭的寄付・物品的寄贈」「就活支援」等の頼もしい言葉
が発せられました。
今後の課題と提案として、「文化会系クラブの登録勧誘」「登録各団体の
『旗』の作成」「今後の意見交換会開催要望」等があげられました。
また、登録団体に所属される方々が各地で開催される支部総会および本
部総会にも積極的に参加し、同窓生の親睦をはかると共に母校の発展へ寄与すべく活動する事が確認されました。
※参加登録団体
神院会・剣道部OB会・経済研究会OB会「135会」・スキー部OB会「神岳会」・演劇部OB会・テニス部OB会・風見鶏スキークラブ・法
学部佐藤ゼミOB・OG会・映画研究会OB会・バスケットボール部OB会・硬式野球部OB会・躰道部OBOG会「躰心会」・女子駅伝競
走部OG会・神院体友会・ラクビー部OB会・髙島ゼミナール同窓会
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・学生の活躍・

私たち「躰心会」は、躰道部OBOGによる現役部員への支
援や、相互交流を目的に設立されました。現在、150名を
超える会員を擁しています。
2017年3月には、本会創立50周年記念式典を開催し、佐
藤学長を始めとする来賓の皆様にもご出席を賜りました。
本会会員には、卒業後も積極的に躰道を続けるといった
高い意識を有するOBやOGもおり、2017年7月に開催さ
れた世界大会入賞に続き、2018年に開催された第52回
全日本躰道選手権大会では優勝という実績を残していま
す。
2016年12月に同窓会の登録団体として認定を受けまし
た。今後も、OBOGおよび現役部員が力を合わせ更なる
発展をめざしたいと考えています。

2018年7月21日に「ハンドボールＯＢ
会」が同窓会の登録団体として承認され
ました。ＯＢ同士の親睦はもちろん現役
部員に対する支援を目的としています。
また、来年は1980年にハンドボール愛
好会としてスタート40周年の節目とな
り、これを記念して秋頃に大同窓会を計
画しています。ただ、残念ながら1990年
以降のＯＢの連絡先がわからない状況
です。これを読まれたＯＢの皆様、事務
局の村井まで①氏名　②卒業年　③電
話番号　④在住都道府県（詳細な住所
は不要）をご連絡ください。ＯＢ会を大い
に盛り上げていきましよう！
【連絡先】事務局（村井）宛て
E-mail：akm1.5724@outlook.jp
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登録団体活動紹介

女子駅伝競走部OG会

OG会始動!
女子駅伝競走部は、過去に全日本大学女子駅伝へ11回出
場を果たしている他、神戸マラソンにも第1回大会から積極
的に参加しています。近年は2015年大会にて杉谷優衣が優
勝、2017年は大樽瑞葉が日本人1位となり、2018年のゴー
ルドコーストマラソンにて神戸学院大学をアピールしまし
た。
新しくなった第6グランドで充実した練習が出来るように
なっています。合わせて、市民ランナーや中高生の走力アッ
プをめざしたランニング教室の開催など、新しい試みが多い
年となりました。
創部から長い年月が経ち、多くのOGが卒業後もそれぞれ
で活躍されていますが、OG同士が連絡を取り合える公式な
場がこれまでありませんでした。これからは更なる活躍に期
待すると共に、定期的に活動報告や各案内が出来ればと
思っています。

躰道部OBOG会　「躰心会（たいしんかい）」

躰心会のさらなる発展をめざして

ハンドボール部OB会

ハンドボール部ＯＢ会を発足しました！

平成30年度国家公務員採用総合職試験の合格者発表が人事院からあり、本学から岩本拓巳さんと喜多村譲さん（ともに法学
部4年次生）が合格しました。キャリア官僚となる超難関試験に、2年連続で複数の合格者が出ました。

国家公務員総合職試験 2年連続で複数合格

全日本ビーチバレーボール大会で中川・齋藤ペアが3連覇！
ビーチバレーボールジャパンカレッジ2018「第30回全日本ビーチバレー
ボール大学男女選手権」の決勝戦が行われ、本学の中川大成・齋藤侑亮ペア
（ともに法学部4年次生）と関東亨哉（経営学部3年次生）・中川成仁（法学部2
年次生）ペアが対戦し、2-0で中川大成・齋藤侑亮ペアが優勝、3連覇を果たし
ました。

バレーボール部

栄養学部の学生と阪神百貨店、まねき食品がコラボした「おせち」を販売

栄養学部の学生と阪神百貨店、まねき食品（本社・姫路市）がコラボした、3
世代が楽しめるおせち「春花一新」を販売しました。
日本の伝統的な食文化が次世代に受け継がれていくことや、家族団らんの
大切さを伝えることを目的とするとともに、「甘味・酸味・塩味・苦味・旨味」の
五味を意識した味のバランスや、家族全員が楽しめるようにと三段重のメ
ニューを試行錯誤。学生のアイデアが随所に散りばめられた仕上りとなりま
した。阪神梅田本店のほか、インターネットでも予約販売されました。

しゅんかいっしん

経営学部辻ゼミの学生と、菓子メーカー「ブルボン」の産学連携で開発した、兵庫県
政150周年記念商品「神戸しっとりチーズケーキ」を販売。2017年度に神戸開港
150周年記念商品として同社と神戸市および本学で共同開発し販売した「白のアル
フォートミニチョコレート塩バニラ」に続き、第2弾となります。

学部等の取り組み
「神戸しっとりチーズケーキ」販売開始

芝選手日本代表選出、第10回アジア男子選手権大会優勝
ソフトボール部の芝聖選手（現代社会学部4年次生）ら日本代表チームがイ
ンドネシアのジャカルタで開かれたソフトボールの「第10回アジア男子選
手権大会」で優勝。芝選手は、打撃専門の選手として予選8試合の5試合に
出場。決勝トーナメントでも、第1、2戦（決勝）でそれぞれ2点本塁打を放つ
活躍を見せました。
その他の戦績
第53回全日本大学男子ソフトボール選手権大会2年連続ベスト8
第50回秋季関西学生ソフトボールリーグ戦で、4季連続12回目のリーグ優勝

課外活動
ソフトボール部

佐藤ゼミの井若麻香音（法学部4年次生）さんが司法試験・国家公務員1種採用試験と並んで3大難関国家試験とも言われる公
認会計士国家試験に合格しました。

その他
公認会計士国家試験 現役合格

学部・年次は2019年1月現在

写真は日本ソフトボール協会提供
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・学生の活躍・
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本法人は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」として取りまとめ、全教職員が協力し、計画の実現に努
めてまいりました。
この度、計画の最終年度を終え、5年間でどのような成果があったのかを報告書にまとめ、ホームページに公開しました。これからも
本法人のさらなる発展に向け尽力してまいりますので、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。

中期行動計画（2013-2017）成果報告書につきましては、下記のURLをご参照ください（QRコードからもアクセスできます）。
https://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－

学校法人 神戸学院
中期行動計画（2013-2017）成果報告書を作成しました

大学では、新学部の開設やキャンパス再編などによるポートアイランドキャンパスにおける学生数の増加に伴い、さらなる教育施
設の充実と課外活動施設の整備が懸案となっていました。この度、学校法人夙川学院が学校法人須磨学園と業務提携し、移転
することに伴い、同法人がポートアイランドに所有している校地・校舎を取得しました。
現在、改修等を進めており、一部の施設を除き2019年9月の利用開始を予定しています。

新校地・校舎の概略は次のとおりです。
新校地・校舎の概略
所　　在　　地：神戸市中央区港島1丁目3番11　　　敷 地 面 積：25,202㎡
建　　物　　数：3棟（附属建物を含む）　　　　　　　建物延べ床面積：17,100.12㎡

また、「キャンパス整備基本計画2018－2028」に基づき、有瀬キャンパスの再整備も進めており、今後とも教育環境の整備に力
を入れていまいります。

神戸学院大学ポートアイランド第2キャンパスの開設について

SUIRYO
INFORMATION

-同窓会からのお知らせ-

2018年度も学生は被災地支援ボランティアを継続してい
ます。2018年8月23日（木）～27日（月）熊本地震被災地支援
ボランティア・夏の陣では、同窓会より平阪和久（1993年・法
学部卒）らが活動に参加し、学生のボランティア活動の支援を
行いました。2019年2月21日（木）～25日（月）同・春の陣で
は、松尾紀明（1999年・法学部卒）が出発する学生を見送り
ました。現地では木村誠会長が差し入れを届け、学生のボラ
ンティア活動を応援しました。また、2019年3月2日（土）開催
「災害支援ボランティアミーティング」には委員数名が参加し、
「南海トラフ地震への神戸学院の備え、体制」をテーマに学
生と意見交換を行いました。2019年度も引き続き、学生のボ

ランティア活動を
支援してきます。

ボランティア活動支援

2018年12月24日、大阪新阪急ホテルでの「純烈クリスマスランチ＆コンサート2018」の
終了後、同窓生で「純烈」メンバーの小田井涼平さんに、紅白出場までの道のりや学生時
代の思い出をお話しいただきました。
元戦隊ヒーロー出身のメンバーで結成された「純烈」。今より少しでも上へと飛び込んだ
演歌・歌謡曲の世界でしたが、ツテも何もなく、どうすればステージに立てるのか分からない
まま、デビュー当初は仕事も少なく、声をかけていただけるだけでありがたく、歌えるのであれ
ばどこでも嬉しかったと振り返る小田井さん。
転機は「スーパー銭湯アイドル」のキャッチフレーズでメディアへの露出が増えた2017
年。以来、仕事も増えて、この日のコンサートも紅白出場決定以前から決まっていたもののチ
ケットは完売。多くのファンを魅了し続けている「純烈」、今後の活躍がますます楽しみです。
学生時代は法学部に在籍。バレーボール部と体育会本部での活動を両立させ、大学祭

や尾上杯マラソン大会など学内行事の運営に携わることで得た貴重な経験が、今のご自分
にとっての糧になっているとのこと。
今年11月3日（日）、同窓会主催のホームカミングデーに出演してくださる予定です。同窓

生の皆さん、母校で「純烈」のステージを一緒に楽しみま
しょう！ ※詳細は同窓会ホームページに掲載します。

第69回NHK紅白歌合戦出場！「純烈」小田井 涼平さん（法学部卒）にインタビュー

この度、神戸学院大学同窓会の
ホームページをリニューアルしまし
た。是非ご覧ください。従前のホー
ムページではお伝えできなかった大
学の現在の状況を『360°キャンパ
スツアー』と称し楽しんでいただくこ
とができるようになりました。また、
『キャンパスアーカイブ』では皆さま
からいただいた懐かしの写真を掲載
する予定です。
トップページを整理し『お知らせ』
部分も見やすくしました。改善の余
地があれば、定期的にメンテナンス
していきます。ご意見ご要望等ござ
いましたら同窓会事務局までお寄せ
ください。

ホームページをリニューアルしました

「夢は紅白、親孝行」をキャッチフレーズに掲げ、スーパー銭湯や健康ランドなど全国各地の温泉施
設を中心に活動し続けてきたことで、「スーパー銭湯アイドル」と呼ばれるようになった男性4人組の
ムード歌謡コーラスグループ「純烈」。「純粋であり、かつ強く正しく節操や分別がある」「志を最後まで
貫く」という意味が込められたそのグループ名そのままに、結成11年にして平成最後のNHK紅白歌合
戦への出場を果たす。

大学の第6グラウンドが全面改修工事を終え、人工芝と一
部を全天候型にしたトラックレーンやクロスカントリーのコース
も備えた施設に生まれ変わり、2018年5月4日（金・祝）にこけら
落としが行われました。

神戸学院大学第6グラウンドが生まれ変わりました

インタビューを受ける小田井さん

同窓会より用具入れ
の物置を寄贈いただ
きました

純烈profile

大学では、2019年4月に大学院人間文化学研究科心理学専攻修士課程および人間行動論専攻博士後期課程行動発達論講
座を改組し、心理学研究科を設置します。
2017年に施行された心理専門職の国家資格である公認心理師の社会的重要性を深く認識し、これまでの経験を生かし、社会

のニーズに応える確かな知識と技能を持った公認心理師を育成していきます。

2019年4月、神戸学院大学大学院心理学研究科開設

神戸学院大学大学院心理学研究科の概要
専 攻 名：心理学研究科　心理学専攻
入学定員：修士課程　18名、博士後期課程　2名

取得学位：修士課程　修士（心理学）、博士後期課程　博士（心理学）
設置場所：有瀬キャンパス
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めてまいりました。
この度、計画の最終年度を終え、5年間でどのような成果があったのかを報告書にまとめ、ホームページに公開しました。これからも
本法人のさらなる発展に向け尽力してまいりますので、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。

中期行動計画（2013-2017）成果報告書につきましては、下記のURLをご参照ください（QRコードからもアクセスできます）。
https://www.kobegakuin.ac.jp/foundation/middle/
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学校法人 神戸学院
中期行動計画（2013-2017）成果報告書を作成しました

大学では、新学部の開設やキャンパス再編などによるポートアイランドキャンパスにおける学生数の増加に伴い、さらなる教育施
設の充実と課外活動施設の整備が懸案となっていました。この度、学校法人夙川学院が学校法人須磨学園と業務提携し、移転
することに伴い、同法人がポートアイランドに所有している校地・校舎を取得しました。
現在、改修等を進めており、一部の施設を除き2019年9月の利用開始を予定しています。

新校地・校舎の概略は次のとおりです。
新校地・校舎の概略
所　　在　　地：神戸市中央区港島1丁目3番11　　　敷 地 面 積：25,202㎡
建　　物　　数：3棟（附属建物を含む）　　　　　　　建物延べ床面積：17,100.12㎡

また、「キャンパス整備基本計画2018－2028」に基づき、有瀬キャンパスの再整備も進めており、今後とも教育環境の整備に力
を入れていまいります。

神戸学院大学ポートアイランド第2キャンパスの開設について

SUIRYO
INFORMATION

-同窓会からのお知らせ-

2018年度も学生は被災地支援ボランティアを継続してい
ます。2018年8月23日（木）～27日（月）熊本地震被災地支援
ボランティア・夏の陣では、同窓会より平阪和久（1993年・法
学部卒）らが活動に参加し、学生のボランティア活動の支援を
行いました。2019年2月21日（木）～25日（月）同・春の陣で
は、松尾紀明（1999年・法学部卒）が出発する学生を見送り
ました。現地では木村誠会長が差し入れを届け、学生のボラ
ンティア活動を応援しました。また、2019年3月2日（土）開催
「災害支援ボランティアミーティング」には委員数名が参加し、
「南海トラフ地震への神戸学院の備え、体制」をテーマに学
生と意見交換を行いました。2019年度も引き続き、学生のボ

ランティア活動を
支援してきます。

ボランティア活動支援

2018年12月24日、大阪新阪急ホテルでの「純烈クリスマスランチ＆コンサート2018」の
終了後、同窓生で「純烈」メンバーの小田井涼平さんに、紅白出場までの道のりや学生時
代の思い出をお話しいただきました。
元戦隊ヒーロー出身のメンバーで結成された「純烈」。今より少しでも上へと飛び込んだ
演歌・歌謡曲の世界でしたが、ツテも何もなく、どうすればステージに立てるのか分からない
まま、デビュー当初は仕事も少なく、声をかけていただけるだけでありがたく、歌えるのであれ
ばどこでも嬉しかったと振り返る小田井さん。
転機は「スーパー銭湯アイドル」のキャッチフレーズでメディアへの露出が増えた2017
年。以来、仕事も増えて、この日のコンサートも紅白出場決定以前から決まっていたもののチ
ケットは完売。多くのファンを魅了し続けている「純烈」、今後の活躍がますます楽しみです。
学生時代は法学部に在籍。バレーボール部と体育会本部での活動を両立させ、大学祭

や尾上杯マラソン大会など学内行事の運営に携わることで得た貴重な経験が、今のご自分
にとっての糧になっているとのこと。
今年11月3日（日）、同窓会主催のホームカミングデーに出演してくださる予定です。同窓

生の皆さん、母校で「純烈」のステージを一緒に楽しみま
しょう！ ※詳細は同窓会ホームページに掲載します。

第69回NHK紅白歌合戦出場！「純烈」小田井 涼平さん（法学部卒）にインタビュー

この度、神戸学院大学同窓会の
ホームページをリニューアルしまし
た。是非ご覧ください。従前のホー
ムページではお伝えできなかった大
学の現在の状況を『360°キャンパ
スツアー』と称し楽しんでいただくこ
とができるようになりました。また、
『キャンパスアーカイブ』では皆さま
からいただいた懐かしの写真を掲載
する予定です。
トップページを整理し『お知らせ』
部分も見やすくしました。改善の余
地があれば、定期的にメンテナンス
していきます。ご意見ご要望等ござ
いましたら同窓会事務局までお寄せ
ください。

ホームページをリニューアルしました

「夢は紅白、親孝行」をキャッチフレーズに掲げ、スーパー銭湯や健康ランドなど全国各地の温泉施
設を中心に活動し続けてきたことで、「スーパー銭湯アイドル」と呼ばれるようになった男性4人組の
ムード歌謡コーラスグループ「純烈」。「純粋であり、かつ強く正しく節操や分別がある」「志を最後まで
貫く」という意味が込められたそのグループ名そのままに、結成11年にして平成最後のNHK紅白歌合
戦への出場を果たす。

大学の第6グラウンドが全面改修工事を終え、人工芝と一
部を全天候型にしたトラックレーンやクロスカントリーのコース
も備えた施設に生まれ変わり、2018年5月4日（金・祝）にこけら
落としが行われました。

神戸学院大学第6グラウンドが生まれ変わりました

インタビューを受ける小田井さん

同窓会より用具入れ
の物置を寄贈いただ
きました

純烈profile

大学では、2019年4月に大学院人間文化学研究科心理学専攻修士課程および人間行動論専攻博士後期課程行動発達論講
座を改組し、心理学研究科を設置します。
2017年に施行された心理専門職の国家資格である公認心理師の社会的重要性を深く認識し、これまでの経験を生かし、社会

のニーズに応える確かな知識と技能を持った公認心理師を育成していきます。

2019年4月、神戸学院大学大学院心理学研究科開設

神戸学院大学大学院心理学研究科の概要
専 攻 名：心理学研究科　心理学専攻
入学定員：修士課程　18名、博士後期課程　2名

取得学位：修士課程　修士（心理学）、博士後期課程　博士（心理学）
設置場所：有瀬キャンパス

神戸学院大学同窓会報　翠陵　p19_20



21 SUIRYO 83 22SUIRYO 83

神戸学院 INFORMATION －学校法人　神戸学院からのお知らせ－

お問い合わせ先
資料請求

神戸学院大学附属中学校・高等学校
〒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　

2019年4月、すべての学年がポートアイランドの新校舎に揃います。オール神戸学院での「中高大連携教育」の充実と一層
の飛躍にご期待ください。

附属中学校・高等学校 高等学校移転から4年目、中学校開校から3年目を迎えます

2018年度、附属中学校・高等学校生の活躍と社会貢献

12月14日、附属中学校2年生が、あいな里山公園で、追悼行事「阪神・淡路大震災1.17のつどい」（三宮・東遊園地）で
使用される竹灯籠を作りました。その様子が、テレビ・新聞等で報道されました。

＜「阪神・淡路大震災1.17のつどい」竹灯籠づくり＞

・南海電鉄 観光列車の愛称「さち」（高2生）
・新美術館の正式名称「大阪中之島美術館」（高1生2名）
・JR姫路駅北側の再開発地区　商業街区の愛称「キャスティタウン」（高2生2名）
　　　　　　　　　　　　　　歩道橋の愛称「キャスティウォーク」（中1生・高2生）
・兵庫県の最低賃金キャッチフレーズ「再確認！みんなで知って みんなで守ろう！最低賃金」（高2生）

＜公募に挑戦 名付け親に！標語も採用！＞  1人1台のタブレットを活用して応募。採用されました。

・サッカーU-19 日本代表およびU-21 日本代表 ／ ヴィッセル神戸トップチーム（J1）で活躍（高3生）
・サッカーU-17 日本代表（高2生）
・国民体育大会冬季大会 ショートトラック少年男子 500m出場・1000m決勝進出（高1生）
・毎日パソコン入力コンクール
　　  学校の部 特別優秀学校賞（附属高等学校）／ 優秀中学校賞2位（附属中学校）
　　  個人の部 全国大会出場 漢字中高生の部 4位・6位・8位（いずれも高2生）
・Googleウェブレンジャー アンバサダー賞 ／ インターネットの安心・安全に関する動画フェスタ2018 審査員特別賞
　　  2つのコンクールで受賞：啓発動画作品「ネット詐欺について」（高1生3名）
・高校生ICTカンファレンス2018 in サミット 全国大会出場（高2生）
・全国中学生創造ものづくり教育フェア パソコン入力部門 全国大会出場（中2生）

＜世界大会・全国大会での活躍＞

自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日

2019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

76,200,000

300,000
10,000

2,115,803

76,800,000

76,200,000

0

2,500,000
△ 76,200,000

△ 298,515

124,677,561

282,304,849

63,090,000

400,000
250,000
2,500,000

86,280,000

63,090,000

1,000,000

2,800,000
△ 63,090,000

△ 209,475

147,787,036

303,897,561

13,110,000

△ 100,000
△ 240,000
△ 384,197

△ 9,480,000

13,110,000

△ 1,000,000

△ 300,000
△ 13,110,000

△ 89,040

△ 23,109,475

△ 21,592,712

13,110,000

△ 100,000
△ 240,000
△ 384,197

△ 9,480,000

13,110,000

△ 1,000,000

△ 300,000
△ 13,110,000

△ 89,040

△ 23,109,475

△ 21,592,712

（@30×2,540人（2018年3月卒業生＋
前期卒業生）+予納金未返却分含む）    

＠2×150人

その他雑収入

預金・利札利息等

＠30×2560人（2019年度入
学予定者）

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

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

18,000,000

5,000,000

500,000

500,000

1,000,000

1,800,000

12,000,000

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

116,154,849

282,304,849

18,000,000

5,000,000

500,000

500,000

1,000,000

1,800,000

12,000,000

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

116,154,849

282,304,849

18,000,000

7,000,000

500,000

400,000

1,200,000

2,300,000

12,000,000

1,000,000

100,000

1,500,000

1,000,000

1,500,000

5,000,000

14,000,000

150,000

900,000

86,280,000

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

124,677,561

303,897,561

0

△ 2,000,000

0

100,000

△ 200,000

△ 500,000

0

△ 1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 9,480,000

0

0

0

0

0

0

0

△ 8,522,712

△ 21,592,712

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

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

在学生ｽﾎﾟ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

調整勘定

目標額　400,000（～2026年度）

目標額　150,00（～2025年度）

目標額  3,800（～2025年度）

目標額　125,000（～2025年度）

目標額　50,000（～2025年度）

目標額　78,000（～2025年度）  

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

支出の部 （単位 円）

※2017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。2019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、ま
た歩調を合わせながら学生達といっしょに出来るボラン
ティアを模索し、協力・支援を継続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

2019年度予算 2019年4月1日から2020年3月31日まで

本部総会・懇親会
2019年7月20日（土）　13:00受付　13：30本部総会　15：00懇親会（予定）

今回は懇親会が15時開始のため、例年とは少し異なる趣
向を凝らした企画を検討しています。
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

ホームカミングデーHome Coming Day
2019年11月3日（日） 

純烈ステージ&小田井涼平トークショー（予定）
大学祭に合わせて、講演会やステージのイベントを開催。大学祭中
央実行委員会との共同企画も予定しています。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にてご案内します）

日時

ポートアイランドキャンパス（予定）会場

開催予定日

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、附属高校から神戸学院大学に特別入試で進学する場合、検定料不要、入学金半額です（他の入試との比較）。

※ 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

神戸学院大学同窓生への優遇制度が充実

附属中学校個別説明会（予約制・先着順）／夏休みオープンスクール（小学生対象）／夏休みオープンハイスクール（中学生対象）

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

【神戸学院大学附属中学校】男女共学・中高完全一貫校 …… 60名（人数は募集定員）
【神戸学院大学附属高等学校】男女共学・全日制普通科
　　　  特進サイエンス（理数）コース ……  40名　　特進グローバルコース ……  40名
　　　  特進アカデミック（文理）コース …… 40名　　総合進学コース ………… 140名

神戸学院大学同窓会報　翠陵　p21_22
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神戸学院 INFORMATION －学校法人　神戸学院からのお知らせ－

お問い合わせ先
資料請求

神戸学院大学附属中学校・高等学校
〒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　

2019年4月、すべての学年がポートアイランドの新校舎に揃います。オール神戸学院での「中高大連携教育」の充実と一層
の飛躍にご期待ください。

附属中学校・高等学校 高等学校移転から4年目、中学校開校から3年目を迎えます

2018年度、附属中学校・高等学校生の活躍と社会貢献

12月14日、附属中学校2年生が、あいな里山公園で、追悼行事「阪神・淡路大震災1.17のつどい」（三宮・東遊園地）で
使用される竹灯籠を作りました。その様子が、テレビ・新聞等で報道されました。

＜「阪神・淡路大震災1.17のつどい」竹灯籠づくり＞

・南海電鉄 観光列車の愛称「さち」（高2生）
・新美術館の正式名称「大阪中之島美術館」（高1生2名）
・JR姫路駅北側の再開発地区　商業街区の愛称「キャスティタウン」（高2生2名）
　　　　　　　　　　　　　　歩道橋の愛称「キャスティウォーク」（中1生・高2生）
・兵庫県の最低賃金キャッチフレーズ「再確認！みんなで知って みんなで守ろう！最低賃金」（高2生）

＜公募に挑戦 名付け親に！標語も採用！＞  1人1台のタブレットを活用して応募。採用されました。

・サッカーU-19 日本代表およびU-21 日本代表 ／ ヴィッセル神戸トップチーム（J1）で活躍（高3生）
・サッカーU-17 日本代表（高2生）
・国民体育大会冬季大会 ショートトラック少年男子 500m出場・1000m決勝進出（高1生）
・毎日パソコン入力コンクール
　　  学校の部 特別優秀学校賞（附属高等学校）／ 優秀中学校賞2位（附属中学校）
　　  個人の部 全国大会出場 漢字中高生の部 4位・6位・8位（いずれも高2生）
・Googleウェブレンジャー アンバサダー賞 ／ インターネットの安心・安全に関する動画フェスタ2018 審査員特別賞
　　  2つのコンクールで受賞：啓発動画作品「ネット詐欺について」（高1生3名）
・高校生ICTカンファレンス2018 in サミット 全国大会出場（高2生）
・全国中学生創造ものづくり教育フェア パソコン入力部門 全国大会出場（中2生）

＜世界大会・全国大会での活躍＞

自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日

2019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

76,200,000

300,000
10,000

2,115,803

76,800,000

76,200,000

0

2,500,000
△ 76,200,000

△ 298,515

124,677,561

282,304,849

63,090,000

400,000
250,000
2,500,000

86,280,000

63,090,000

1,000,000

2,800,000
△ 63,090,000

△ 209,475

147,787,036

303,897,561

13,110,000

△ 100,000
△ 240,000
△ 384,197

△ 9,480,000

13,110,000

△ 1,000,000

△ 300,000
△ 13,110,000

△ 89,040

△ 23,109,475

△ 21,592,712

13,110,000

△ 100,000
△ 240,000
△ 384,197

△ 9,480,000

13,110,000

△ 1,000,000

△ 300,000
△ 13,110,000

△ 89,040

△ 23,109,475

△ 21,592,712

（@30×2,540人（2018年3月卒業生＋
前期卒業生）+予納金未返却分含む）    

＠2×150人

その他雑収入

預金・利札利息等

＠30×2560人（2019年度入
学予定者）

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

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

18,000,000

5,000,000

500,000

500,000

1,000,000

1,800,000

12,000,000

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

116,154,849

282,304,849

18,000,000

5,000,000

500,000

500,000

1,000,000

1,800,000

12,000,000

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

116,154,849

282,304,849

18,000,000

7,000,000

500,000

400,000

1,200,000

2,300,000

12,000,000

1,000,000

100,000

1,500,000

1,000,000

1,500,000

5,000,000

14,000,000

150,000

900,000

86,280,000

5,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

124,677,561

303,897,561

0

△ 2,000,000

0

100,000

△ 200,000

△ 500,000

0

△ 1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 9,480,000

0

0

0

0

0

0

0

△ 8,522,712

△ 21,592,712

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

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

在学生ｽﾎﾟ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

調整勘定

目標額　400,000（～2026年度）

目標額　150,00（～2025年度）

目標額  3,800（～2025年度）

目標額　125,000（～2025年度）

目標額　50,000（～2025年度）

目標額　78,000（～2025年度）  

科　目 本年度 前年度 差　異 摘　要

支出の部 （単位 円）

※2017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。2019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、ま
た歩調を合わせながら学生達といっしょに出来るボラン
ティアを模索し、協力・支援を継続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

2019年度予算 2019年4月1日から2020年3月31日まで

本部総会・懇親会
2019年7月20日（土）　13:00受付　13：30本部総会　15：00懇親会（予定）

今回は懇親会が15時開始のため、例年とは少し異なる趣
向を凝らした企画を検討しています。
皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。

ホームカミングデーHome Coming Day
2019年11月3日（日） 

純烈ステージ&小田井涼平トークショー（予定）
大学祭に合わせて、講演会やステージのイベントを開催。大学祭中
央実行委員会との共同企画も予定しています。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にてご案内します）

日時

ポートアイランドキャンパス（予定）会場

開催予定日

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、附属高校から神戸学院大学に特別入試で進学する場合、検定料不要、入学金半額です（他の入試との比較）。

※ 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

神戸学院大学同窓生への優遇制度が充実

附属中学校個別説明会（予約制・先着順）／夏休みオープンスクール（小学生対象）／夏休みオープンハイスクール（中学生対象）

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

【神戸学院大学附属中学校】男女共学・中高完全一貫校 …… 60名（人数は募集定員）
【神戸学院大学附属高等学校】男女共学・全日制普通科
　　　  特進サイエンス（理数）コース ……  40名　　特進グローバルコース ……  40名
　　　  特進アカデミック（文理）コース …… 40名　　総合進学コース ………… 140名
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特集　同窓生に送る!健幸生活のススメ

2019 MARCH

山口県支部

兵庫西支部

東海同窓会

北陸支部

徳島県支部

奈良県支部

広島県支部

高知県支部

九州支部

三重県支部

大阪府支部

岡山県支部

東京同窓会

沖縄県支部

京都滋賀支部

愛媛県支部

兵庫東・北支部

和歌山県支部

山陰支部

香川県支部

4/21（日）

5/11（土）

5/12（日）

5/18（土）

5/18（土）

5/19（日）

5/19（日）

5/25（土）

6/2（日）

6/2（日）

6/8（土）

6/9（日）

6/9（日）

6/15（土）

6/16（日）

6/16（日）

6/23（日）

6/23（日）

6/29（土）

6/30（日）

あいお荘（山口市）

ホテル日航姫路

名古屋マリオットアソシアホテル

金沢東急ホテル

阿波観光ホテル

ホテル日航奈良

広島エアポートホテル

土佐しっぽく料理「葉山」

ヒルトン福岡シーホークホテル

伊勢シティホテル

URGE

岡山プラザホテル

カサブランカシルク 丸の内店

ロワジールホテル那覇

琵琶湖ホテル

ホテルマイステイズ松山

淡路島観光ホテル

ホテルグランヴィア和歌山

大山ロイヤルホテル

高松東急REI ホテル

12:00

17:30

11:30

11:00

18:30

11:30

11:30

18:30

11:00

11:30

12:00

11:00

11:30

14:00

11:00

11:30

12:00

12:00

16:00

12:00

083-984-2201

079-222-2231

052-584-1111

076-231-2411

088-622-5161

0742-35-8831

0848-60-8111

088-882-6670

092-844-8111

0596-28-2111

06-6485-7005

086-272-1201

03-5220-5612

098-868-2222

077-524-7111

089-913-2580

0799-26-0111

073-425-3333

0859-68-2333

087-821-0109

国際交流センター所長　中西のりこ
法学部　小松卓也
学長　佐藤雅美
経営学部　塩出省吾
法学部長　田中裕明
経済学部　石本眞八
学長　佐藤雅美
人文学部　中山文
経済学部長　常廣泰貴
総合リハビリテーション学部　岩井信彦
学長　佐藤雅美
薬学部　岡本正志
心理学部長　秋山学
現代社会学部　中山久憲
研究支援センター所長　市川秀喜
法学部　生田卓也
副学長　春藤久人
グローバル・コミュニケーション学部　大濱慶子
学長補佐　辻幸恵
人文学部　伊藤茂
学長　佐藤雅美
副学長　津田裕子
副学長　春藤久人
心理学部長　秋山学
学長　佐藤雅美
栄養学部　藤岡由夫
図書館・情報支援センター所長　毛利進太郎
現代社会学部　岩本茂樹
学生支援センター所長　宇野文夫
総合リハビリテーション学部　西垣千春
学長補佐　渡部尚史
経営学部長　田中康介
学長補佐　大山弘
グローバル・コミュニケーション学部　トーマス シャーロー
副学長　津田裕子
心理学部　難波愛
副学長　津田裕子
経済学部　伴ひかり
副学長　春藤久人
栄養学部　松田広一

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！！
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※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

『美しさ』とは何か。それを「自己実現」だとした
末延則子さん。化粧品はあくまで「より自分ら
しくいること」を後押しするもの。本質的な『美
しさ』とは年齢や性別に関係なく、自分らしくあ
ろうと前を向く意識を指すのだと気づかされま
した。今回の特集「健幸」は、様々な年代の方々
が健康やライフスタイルを考えるヒントになれ
ばと企画したものです。少しでも皆様の『美し
さ』を見つめなおすきっかけなれば幸いです。

広報企画委員会　柴田　明奈

神戸学院あれ
これ

             
        About the Kobegakuin

インスタ映えで注目されているメリケ
ンパークの「BE KOBE」文字モニュメン
ト。その2つ目が、3月下旬≪ポーアイし
おさい公園》に登場予定。1つ目とは異
なるデザインで、ライトアップもされる
そうです。同公園は、ポートアイランド
キャンパスの西側に隣接。キャンパスと
一体的にデザインされており、客船も
接岸できます。海・山、そして対岸の
ハーバーランドが一望できる神戸の新
名所と母校キャンパスをぜひお訪ねく
ださい。

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

特　集
同窓生に送る！健幸生活のススメ
Report
第一回神戸学院寄席を
神戸新開地にオープンした『喜楽館』で開催
同窓生のお店訪問
同窓生NOW！
ウーマン・オブ・ザ・イヤー2018大賞受賞
　　末延（福山） 則子さん（薬学部卒）
同窓会活動報告
同窓会支部だより
登録団体制度
学生の活躍
SUIRYO INFORMATION
－同窓会からのお知らせ－
第69回NHK紅白歌合戦出場！
「純烈」小田井 涼平さん（法学部卒）にインタビュー
神戸学院INFORMATION
－学校法人 神戸学院からのお知らせ－
2019年度事業計画
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