
学長　上田 國寛

　平成20年に玉田学園創立100周年、神戸常盤短期大学
開学40周年を記念して短期大学を改組し、開設された神戸
常盤大学は今春保健科学部から初めての卒業生を送り出
し、完成を迎えました。陸上競技に例えるなら、第1コーナーを
曲がったといえるでしょう。
　この4年間のスタートダッシュは、なかなか見事だったと自負
しています。まず、巷間知られた少子化の時代にあって、保健
科学部の2学科（医療検査、看護）と短期大学部の2学科
（幼児教育、口腔保健）が入試において、（認可の関係で募
集開始の遅れた初年度1学科を除き）いずれも定員を悠々充
足してきたこと、また、近年言われる就職の氷河期にあって、
卒業生のほとんどが希望する就職先に就職できたことは、私
たち教職員の心配を超えるものでした。昨秋、新設大学の完
成を前に文部科学省による査察がありましたが、「こんなに問
題のない順調な大学は初めてだ」という高い評価を受けまし
た。最近発表された今年の3つの国家試験の成績も、合格率
で見て、臨床検査技師92.3％、看護師92.0％、歯科衛生士
100％の好成績でした。

　この大学のユニークな点は、この好調さに安住することな
く、さらに挑戦をつづけていることです。すなわち、この4月か
ら、かねがね準備を進めて来た短期大学部幼児教育学科（2
年制）の改組を行い、4年制の教育学部こども教育学科を発
足させました。この変更により、卒業生は全員保育士、幼稚園
教諭（二種改め）一種免許状に加え、小学校教諭一種免許
状を得ることが可能となりました。認可待ちの募集遅れで心配
された入試も、例年以上にたくさんの優秀な受験生を集め、定
員を十分充たすことができました。

　新学科のこうした入試展開や就職支援において担当者が
つくづく感じたのは、先輩たち（ときわびと）が残してくれた「神
戸常盤」ブランドへの世間からの厚い信頼です。この声価を
損なうことなく、さらに高めて次の世代へ引き継げるよう、教職
員と学生一同心を合わせ、力を合わせて努力している現況
です。

短期大学初期の卒業生が次々と定年を迎え始める
なか、医療検査学科と看護学科の４年制の１期生が
卒業を迎えました。教育学部こども教育学科が新設
され、幼児教育も４年制になります。本年1月に医療
検査学科が大学で全国で初めて文部科学省より「指
定校」に認定されるなど、何かと話題の多い編集とな
りました。パソコン普及によりHPから大学、同窓会の
情報が得やすくなっていますが、ローカルな印刷物
なりの内容をめざしました。 （M.N記）

編集後記 〒653-0838 神戸市長田区大谷町2-6-2
神戸常盤大学内
TEL/FAX （078） 642-0625
E-Mail : dousou@kobe-tokiwa.ac.jp

同窓会ホームページアドレス
http://www.tokiwabito.com/

神戸常盤大学ホームページアドレス
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/JR新長田駅でまってます

神戸常盤大学の現況について

■ 平成23年度 就職状況（H24.4.10現在）

医療検査学科
看護学科
口腔保健学科
幼児教育学科

65
75
54
96

64
74
54
89

64
74
53
89

100％
100％
98.1％
100％

卒業数 就職希望者 内定者数 内定率

※

※※

※就職73名、進学1名　　※※1名病気療養中

■ 平成23年度 国家試験合格率

臨床検査技師
看護師
看護師 通信課程
歯科衛生士

65
75
214
54

60
69
184
54

92.3％
92.0％
85.9％
100％

75.4％
90.1％
90.1％
95.8％

受験者数 合格者数 合格率 全国平均

お知らせ

　この度、医療検査学科が臨床検査技師養成を目的とする大学
として、大学で初めて文部科学省より「指定校」に認められた。
　「すでに四年制大学で検査技師養成しているではないか？」と
の疑問もあるかも知れないが、実は他の医療職では当たり前の
目的養成「指定校」である大学が無かったのである。短期大
学・専門学校は指定校であるが、大学に「指定校」がない故に
「検査技師には大学教育が無い」という解釈をされ、社会的地位
に微妙な影響を与えていたのも事実である。また過去いくつかの
大学が「指定校」を希望したが叶わなかったという歴史がある。
　今回本学は、難関と云われた「指定校」をクリアして、2012年4
月より日本で最初の臨床検査技師養成大学「指定校」として、短

期大学開学以来の臨床検査技師養成の伝統を引き継ぎ、更な
る発展を遂げることになる。
　大学指定校での養成教育は臨床検査技師の社会的地位
向上に貢献できるものと確信する。

参考：文部科学省HP
医療関係技術者養成制度解説
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/de
tail/__icsFiles/afieldfile/2011/12/14/1266191_2.pdf

医療検査学科 文部科学省「大学・指定校」に認可される 医療検査学科　酒井 健雄

　2010年度にキャリア支援委員会が発足し本学のキャリアガイ
ドシステムの構築を行い、卒業生を中心としたキャリアサポートシ
ステムが始まりました。2011年度は本学のキャリア教育方針を策
定し、教育課程におけるキャリア教育の検討と課程外における
キャリア教育事業を推進してきました。その成果の一つとして,学
科横断の学生グループが地域社会活動を起こすセルフモチ
ベーションプログラム(SMP)が誕生しました。
　そして2012年度からは、教育課程において全学科共通の

キャリア教育カリキュラムが一年生を対象として授業科目として
実施されます。
　この2年間の取り組みを礎としてキャリア教育委員会は発展
的に解消し、学生のキャリアに関る学内委員会を総括する新た
な組織が誕生して本学のキャリア教育が推進されます。今後とも
キャリアサポーターとして同窓生の本学キャリア教育への参画を
お願い致します。

本学のキャリア教育の取り組み

　TECが発足して10年を経過しましたが、生涯学習と地域交
流および国際交流の三つの活動フイールドは不変で、同窓生の
参画を得て多くの事業が推進されています。
　事業の詳細は本学ホームページ(HP)あるいは前期と後期に
刊行されるセミナーガイドでお知らせしています。
　20 1 0年から始まったTECが主宰する地域交流事業
「TOKIWA健康フエア」は、学園が発信する貢献事業として、地
域に定着して多くの住民の参加を得ています。本年は10月28日（日）

に行われます。
　ネパールへの交換研修生隔年派遣事業は、本年も12月下旬
にネパールへ研修生を派遣します。詳細は夏に募集要領でお
知らせしますが、同窓生の募集については同窓会HPで案内さ
れます。
　生涯学習におけるリカレント講座や地域交流および国際交流
事業への同窓生の参画をお願い致します。 

本学エクステンションセンター(TEC)からのお知らせ センター長　小野 一男
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　平成24年4月、神戸常盤大学に「教育学部こども教育学
科」が誕生しました。
　本学はこれまで半世紀近くに渡り、短期大学として、保育
士・幼稚園教諭の養成に携わってまいりました。時代が進
み、教員や保育士に求められる内容もより専門性の高い多
彩なものとなってきました。こどもたちは、未来を拓く大切な存
在です。そのこどもたちにかかわる教員や保育士自身は、確
かな専門性と実践力を持っているだけでなく、活き活きとした
人間性豊かな人でもあってほしいと考えます。このような願い
を短期大学部から引き継ぎ発展させた「教育学部こども教育
学科」の誕生とともに、短期大学部は最後の学生さんを社会
に送り出して、短期大学としての使命を終えることとなりまし
た。しかし、これまでの短期大学幼児教育学科の卒業生の
第二のふるさととしての役割はそのまま引き継いでまいる所
存です。どうぞ里帰りや研修の機会等にご利用いただきます
とありがたく存じます。
　「こども教育学科」では、小学校教諭、幼稚園教諭、保育
士の三つの免許資格を全員が取得することが可能です。そ
れぞれの資格に求められる専門性を一層高める科目をたくさ
ん揃えています。本学ならではの特色も盛り込んでいます。学
長を初めとする本学の医療系の学部学科の教員の応援を
いただけますので、こどもの病気や特別支援についての深い
理解を育くむこともできます。また客員教授にお迎えしている
大平光代弁護士からは、「法と教育」「法学（日本国憲法）」
の授業を受けることもできます。さらにこどもが傷ついた体験を
克服できるプログラムも学ぶことができます。これは最近大阪
市の公立保育所等で研修に採用されはじめていますが、日
本の養成校としては初の取り組みになります。

　JR新長田駅より大学に向かう道路わきに植えられたヒマラヤ桜。毎年１１月下旬から１２月
にかけて薄ピンク色の見事な花を咲かせます。
　長田区生まれの美術作家佐野由美さんの縁で植えられているとお聞きしました。佐野さ
んは大阪芸術大学在学中に、阪神・淡路大震災に被災。倒壊した自宅からスケッチブックと
ペンを取り出し、被災状況を連日克明に記録し「神戸・長田スケッチ 路地裏に綴るこえ」（六
甲出版）を出版。その後、ネパールに渡り、首都カトマンズに隣接するパタン市のスラム地区
の福祉小学校で、ボランティアの美術教師として1年間赴任。社会の底辺で生きる貧困層の
人々の日常に接しながら、美術活動を継続。多くの作品を発表されました。帰国直前の
1999年4月4日、同国南部の山中で、トラックの追突事故に巻き込まれ逝去。享年23。

（文章：Wikipediaより転載）

　資格に必要な実習以外に本学の独自の実習を多く配置し
ています。大学での学びを現場で確認し、また大学で深め
る、というサイクルを重ねることで、実践力をより確かなものした
いと考えています。
　そして豊かな人間性を育むことについては、短期大学時
代からのノウハウを活かし発展させています。伝統文化や芸
術、自然等様々な体験を用意して、伝統の中で伝えられてき
た大切なことを受け止めたり、感性を揺さぶったり人と分かち
合うなど、経験を一つ一つ自分のものにする実感と人としての
豊かさを育てます。
　教育課程の内外でキャリア教育に取り組む風土とシステム
が本学にはありますので、職業人として社会に元気に飛び出
して行く力も養うことができます。
　こうした「教育学部こども教育学科」について、現場や受験
生から期待の声をいただいいて、入学試験も認可後の11月
からという遅ればせのスタートでしたが、多くの受験生に志願
していただき、定員を超過しすぎないようにという嬉しい苦労
をしました。またこれまでになく男子学生が増えております。新
学科に期待されている社会的責任を適切に果たし、入学生
の夢の実現を支援していけるよう、あらためて教員一同心を
引き締めているところでございます。これまでの幼児教育学
科と同様、新学科に対して皆様方のご支援を賜りたくお願い
申し上げます。

　看護学科では、この3月17日に76名が、学位を授与され、
看護専門職への第１歩を踏み出します。４年制大学に昇格
し、初めての卒業生として、“ときわびと”の仲間入りをします。
看護学の学位という、学術的称号を取得する課程（もちろん
保健師・看護師の国試受験資格とともに）の学修は、そうた
やすいものではありませんでしたが、第１期生の諸君は、教
員・学友とともに夢を語りながら、誠実に学んだ４年間でした。
　周知の通り、ケアを中核とする看護の実践は、ケア／ケアリ
ングとして、その専門性が求められております。ケアの語意に
は、一般的にSorrow(悲しみ、悲哀)を含み、世話をし、庇護
するといった意味があります。しかし看護の領域においては、
単に世話し庇護することではなく、ケアの本質を導いた
Mayeroff(1971)が述べているごとく、「最も深い意味でその
人が成長すること、己実現を助けること」の意味を含み、それ
はまた現象学的な「相互の過程」を重視したものであります。
あの著名なNightingaleもその著書（看護覚え書き1860）に
おいて、「…他人の感情の中へ自己を投入する力をこれほど

必要とする仕事は、他に存在しません。人間の持つ自然治癒
力を回復させ、消耗させないようにケアや観察をする必要が
あります。…」というように、ケアとそのかかわりの意義を述べて
おります。
　このケアにおける患者（健康な人も）と看護者の相互のか
かわりに焦点を当てた場合、ケアリングとも称しますが、4大第
1期生は、まさしくこのケア／ケアリングを中核とした看護学を
修めてきました。言い換えると、“人間の尊厳を基調とした人
間科学としてのサイエンスと道徳的理念としてのアートを結
合させ、あらゆる健康レベルにある看護の対象者と相互のか
かわりにより、相手をいやし、持っている力を引き出し発展させ
る営み”の基本を身につけた看護専門職として、巣立つとい
うことになります。
　新しい“ときわびと”には、先輩達が築かれた道筋をたどり、
それがさらに固く確かなものとなるよう、お導きをよろしくお願い
致します。最後になりましたが、同窓会の皆様方のさらなるご
活躍と、ご発展をお祈り申し上げます 。 

4大1期生が巣立ちます！ 保健科学部看護学科長　鎌田 美智子

　平成20年4月神戸常盤大学の開学とともに口腔保健学科
が開設されて4年が経ちました。
　昨年3月には記念すべき第1期生53名全員が無事国家試
験に合格し歯科衛生士として巣立ち歯科医療の現場で活
躍をしています。
　歯科衛生士は昭和23年制定の歯科衛生士法に基づく国
家資格です。養成年限は平成22年より3年間以上となりまし
たが、その養成は未だに専門学校が主流です。兵庫県下に
も3校の専門学校がありますが、大学教育としては本学口腔
保健学科が唯一です。

　建学の精神に基づき実践力あるスペシャリストを養成すべ
く臨床経験豊かな教員が教授する授業は臨床に即した内
容であり、また学内にある神戸常盤大学歯科診療所では歯
石除去や患者指導など実践力を磨くことができます。関連施
設であるときわ病院には一昨年歯科･歯科口腔外科が開設
され実習病院となるなど、学習し資格を目指すために必要な
条件が整っています。
　これからも歯科医療だけでなく介護･福祉･医療など幅広
い分野で貢献できる歯科衛生士を育成していきます。 

「本学口腔保健学科＆歯科衛生士のご紹介」 短期大学部口腔保健学科　上原 弘美

　本学に通信制課程が誕生して8年目を迎え、卒業生も
1300人余となり卒業生の存在が、点から線へそして面となっ
ていっていることを実感するようになりました。最近、実習施設
を訪問した際に「卒業生の○○さんが・・」ということが、挨拶
とともに語られることも多くなり、そんな時教師冥利に尽きる思
いをさせていただいています。地元関西はもとより、東京や島
根や鳥取など遠方での卒業生の頑張りは、在籍期間におけ
る苦労の姿を思い起こし感慨も深くなり胸が熱くなります。
　大学構内は今、厳しい冬の寒さに鍛えた力で春を準備す
る樹木が変化を始めています。春のさくら、そして新緑の５
月、夏の欅の茂み、秋の大銀杏の黄金色の見事さ、冬枯れ
のなかでの可憐な山椿、それらは学生を包み込み励まし見
守りつつ自らも成長しているのですが、そんな学内の景色を

通信制課程の皆さんは見たり感じたりできただろうかと時々
思います。
　通信制課程は神戸常盤短期大学看護学科を母として産
まれ、神戸常盤大学の大きな懐の中で育てられ、短期大学
部看護学科通信制課程として成長して来ました。通信制課
程の皆さんは、同窓会会員もすくなく何となく同窓会には縁遠
い印象です。しかし、ここは皆さんの看護師としての故郷であ
り、母校であります。今、大学のＴＥＣが企画するリカレント教
育講座の開催により、受講生として通信の卒業生が再び学
びに来られて、学び続けることと再会に新鮮な振り返りがされ
ている様子です。
　みなさん、母校はいつも皆さんと一緒です。看護専門職とし
ての学びに誇りを持ち、時に学んだ時間を思い出してください。

ときわ人へのメッセージ 短期大学部看護学科通信制課程課程長　高宮洋子

「教育学部 こども教育学科」開設 教育学部学部長／こども教育学科学科長　後藤 晶子
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　平成24年4月、神戸常盤大学に「教育学部こども教育学
科」が誕生しました。
　本学はこれまで半世紀近くに渡り、短期大学として、保育
士・幼稚園教諭の養成に携わってまいりました。時代が進
み、教員や保育士に求められる内容もより専門性の高い多
彩なものとなってきました。こどもたちは、未来を拓く大切な存
在です。そのこどもたちにかかわる教員や保育士自身は、確
かな専門性と実践力を持っているだけでなく、活き活きとした
人間性豊かな人でもあってほしいと考えます。このような願い
を短期大学部から引き継ぎ発展させた「教育学部こども教育
学科」の誕生とともに、短期大学部は最後の学生さんを社会
に送り出して、短期大学としての使命を終えることとなりまし
た。しかし、これまでの短期大学幼児教育学科の卒業生の
第二のふるさととしての役割はそのまま引き継いでまいる所
存です。どうぞ里帰りや研修の機会等にご利用いただきます
とありがたく存じます。
　「こども教育学科」では、小学校教諭、幼稚園教諭、保育
士の三つの免許資格を全員が取得することが可能です。そ
れぞれの資格に求められる専門性を一層高める科目をたくさ
ん揃えています。本学ならではの特色も盛り込んでいます。学
長を初めとする本学の医療系の学部学科の教員の応援を
いただけますので、こどもの病気や特別支援についての深い
理解を育くむこともできます。また客員教授にお迎えしている
大平光代弁護士からは、「法と教育」「法学（日本国憲法）」
の授業を受けることもできます。さらにこどもが傷ついた体験を
克服できるプログラムも学ぶことができます。これは最近大阪
市の公立保育所等で研修に採用されはじめていますが、日
本の養成校としては初の取り組みになります。

　JR新長田駅より大学に向かう道路わきに植えられたヒマラヤ桜。毎年１１月下旬から１２月
にかけて薄ピンク色の見事な花を咲かせます。
　長田区生まれの美術作家佐野由美さんの縁で植えられているとお聞きしました。佐野さ
んは大阪芸術大学在学中に、阪神・淡路大震災に被災。倒壊した自宅からスケッチブックと
ペンを取り出し、被災状況を連日克明に記録し「神戸・長田スケッチ 路地裏に綴るこえ」（六
甲出版）を出版。その後、ネパールに渡り、首都カトマンズに隣接するパタン市のスラム地区
の福祉小学校で、ボランティアの美術教師として1年間赴任。社会の底辺で生きる貧困層の
人々の日常に接しながら、美術活動を継続。多くの作品を発表されました。帰国直前の
1999年4月4日、同国南部の山中で、トラックの追突事故に巻き込まれ逝去。享年23。

（文章：Wikipediaより転載）

　資格に必要な実習以外に本学の独自の実習を多く配置し
ています。大学での学びを現場で確認し、また大学で深め
る、というサイクルを重ねることで、実践力をより確かなものした
いと考えています。
　そして豊かな人間性を育むことについては、短期大学時
代からのノウハウを活かし発展させています。伝統文化や芸
術、自然等様々な体験を用意して、伝統の中で伝えられてき
た大切なことを受け止めたり、感性を揺さぶったり人と分かち
合うなど、経験を一つ一つ自分のものにする実感と人としての
豊かさを育てます。
　教育課程の内外でキャリア教育に取り組む風土とシステム
が本学にはありますので、職業人として社会に元気に飛び出
して行く力も養うことができます。
　こうした「教育学部こども教育学科」について、現場や受験
生から期待の声をいただいいて、入学試験も認可後の11月
からという遅ればせのスタートでしたが、多くの受験生に志願
していただき、定員を超過しすぎないようにという嬉しい苦労
をしました。またこれまでになく男子学生が増えております。新
学科に期待されている社会的責任を適切に果たし、入学生
の夢の実現を支援していけるよう、あらためて教員一同心を
引き締めているところでございます。これまでの幼児教育学
科と同様、新学科に対して皆様方のご支援を賜りたくお願い
申し上げます。

　看護学科では、この3月17日に76名が、学位を授与され、
看護専門職への第１歩を踏み出します。４年制大学に昇格
し、初めての卒業生として、“ときわびと”の仲間入りをします。
看護学の学位という、学術的称号を取得する課程（もちろん
保健師・看護師の国試受験資格とともに）の学修は、そうた
やすいものではありませんでしたが、第１期生の諸君は、教
員・学友とともに夢を語りながら、誠実に学んだ４年間でした。
　周知の通り、ケアを中核とする看護の実践は、ケア／ケアリ
ングとして、その専門性が求められております。ケアの語意に
は、一般的にSorrow(悲しみ、悲哀)を含み、世話をし、庇護
するといった意味があります。しかし看護の領域においては、
単に世話し庇護することではなく、ケアの本質を導いた
Mayeroff(1971)が述べているごとく、「最も深い意味でその
人が成長すること、己実現を助けること」の意味を含み、それ
はまた現象学的な「相互の過程」を重視したものであります。
あの著名なNightingaleもその著書（看護覚え書き1860）に
おいて、「…他人の感情の中へ自己を投入する力をこれほど

必要とする仕事は、他に存在しません。人間の持つ自然治癒
力を回復させ、消耗させないようにケアや観察をする必要が
あります。…」というように、ケアとそのかかわりの意義を述べて
おります。
　このケアにおける患者（健康な人も）と看護者の相互のか
かわりに焦点を当てた場合、ケアリングとも称しますが、4大第
1期生は、まさしくこのケア／ケアリングを中核とした看護学を
修めてきました。言い換えると、“人間の尊厳を基調とした人
間科学としてのサイエンスと道徳的理念としてのアートを結
合させ、あらゆる健康レベルにある看護の対象者と相互のか
かわりにより、相手をいやし、持っている力を引き出し発展させ
る営み”の基本を身につけた看護専門職として、巣立つとい
うことになります。
　新しい“ときわびと”には、先輩達が築かれた道筋をたどり、
それがさらに固く確かなものとなるよう、お導きをよろしくお願い
致します。最後になりましたが、同窓会の皆様方のさらなるご
活躍と、ご発展をお祈り申し上げます 。 

4大1期生が巣立ちます！ 保健科学部看護学科長　鎌田 美智子

　平成20年4月神戸常盤大学の開学とともに口腔保健学科
が開設されて4年が経ちました。
　昨年3月には記念すべき第1期生53名全員が無事国家試
験に合格し歯科衛生士として巣立ち歯科医療の現場で活
躍をしています。
　歯科衛生士は昭和23年制定の歯科衛生士法に基づく国
家資格です。養成年限は平成22年より3年間以上となりまし
たが、その養成は未だに専門学校が主流です。兵庫県下に
も3校の専門学校がありますが、大学教育としては本学口腔
保健学科が唯一です。

　建学の精神に基づき実践力あるスペシャリストを養成すべ
く臨床経験豊かな教員が教授する授業は臨床に即した内
容であり、また学内にある神戸常盤大学歯科診療所では歯
石除去や患者指導など実践力を磨くことができます。関連施
設であるときわ病院には一昨年歯科･歯科口腔外科が開設
され実習病院となるなど、学習し資格を目指すために必要な
条件が整っています。
　これからも歯科医療だけでなく介護･福祉･医療など幅広
い分野で貢献できる歯科衛生士を育成していきます。 

「本学口腔保健学科＆歯科衛生士のご紹介」 短期大学部口腔保健学科　上原 弘美

　本学に通信制課程が誕生して8年目を迎え、卒業生も
1300人余となり卒業生の存在が、点から線へそして面となっ
ていっていることを実感するようになりました。最近、実習施設
を訪問した際に「卒業生の○○さんが・・」ということが、挨拶
とともに語られることも多くなり、そんな時教師冥利に尽きる思
いをさせていただいています。地元関西はもとより、東京や島
根や鳥取など遠方での卒業生の頑張りは、在籍期間におけ
る苦労の姿を思い起こし感慨も深くなり胸が熱くなります。
　大学構内は今、厳しい冬の寒さに鍛えた力で春を準備す
る樹木が変化を始めています。春のさくら、そして新緑の５
月、夏の欅の茂み、秋の大銀杏の黄金色の見事さ、冬枯れ
のなかでの可憐な山椿、それらは学生を包み込み励まし見
守りつつ自らも成長しているのですが、そんな学内の景色を

通信制課程の皆さんは見たり感じたりできただろうかと時々
思います。
　通信制課程は神戸常盤短期大学看護学科を母として産
まれ、神戸常盤大学の大きな懐の中で育てられ、短期大学
部看護学科通信制課程として成長して来ました。通信制課
程の皆さんは、同窓会会員もすくなく何となく同窓会には縁遠
い印象です。しかし、ここは皆さんの看護師としての故郷であ
り、母校であります。今、大学のＴＥＣが企画するリカレント教
育講座の開催により、受講生として通信の卒業生が再び学
びに来られて、学び続けることと再会に新鮮な振り返りがされ
ている様子です。
　みなさん、母校はいつも皆さんと一緒です。看護専門職とし
ての学びに誇りを持ち、時に学んだ時間を思い出してください。

ときわ人へのメッセージ 短期大学部看護学科通信制課程課程長　高宮洋子

「教育学部 こども教育学科」開設 教育学部学部長／こども教育学科学科長　後藤 晶子

キャンパスレポート
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　昭和45年、衛生技術科卒の2期生、舩本康申です。昨年
初夏に神戸常盤大学で開催された同窓会にて四国支部の
まとめ役を仰せつかりました。常盤も歴史を重ね、学部・学科
の増設、さらには4年制大学へと発展し、四国支部でも2011
年までに総勢192名の同窓生を輩出しております。同窓会の
さらなる充実が望まれる処です。
　さて、支部同窓会の活動実績は特にないように思われます
が、“支部便り”として小生と同級の越智繁樹氏が2011年11
月厚生労働大臣賞を受賞された報告をさせていただきます。
　越智氏が勤務する済生会今治病院は愛媛県東予地区
の地域拠点病院として、さらには“がん拠点病院”として地域
医療の中心的な役割を担っております。越智氏は長年臨床

検査部の技師長として、さらには愛媛県臨床検査技師会の
副会長として地域医療への多大な貢献が評価されての受
賞でした。本年2月18日、180名の出席者のもと盛大な祝賀会
が催されました。様々なスピーチを拝聴する中で越智氏が
“臨床検査への思いをポリシーをもって、体現、貫徹したこと”
を感じ、常盤の丘で青春時代を共にしたものとして大変嬉し
く誇らしく思いました。共に60歳を超え、再雇用としての身分
ですがもう少し社会貢献しようと語り合いました。
　最後に私事になりますが、専門としている細胞診の仕事で
60歳まで勤務した香川大学から医学博士の学位を授与さ
れ、年に数回ではありますが神戸常盤大学に新設された細
胞検査士養成コースで後輩の指導にもあたっております。

　先ずは近況について
私は平成10年頃より糖尿病を発症し、平成14年4月頃より腎
臓の不調を感じ、平成17年４月には腎臓不全となり、以来平
成19年11月まで2年6ヶ月透析を致しました。平成19年11月
に妻より生体腎移植を受け、現在は以前の様に通常の生活
をしているところです（とても元気に過ごしております）。
　昭和44年第1回卒業生として出身地北海道に就職し以
来43年余り、東日本支部（愛知県以北）、北海道支部長と
勤めさせて頂きました。
　この間に同窓会総会、同期会の集い等で6回程訪問致し
ましたが行度毎に学校は大きくなっており感激しているところ
です。
　私は昨年12月に43年余りやって支部長を卒業する事が
出来ました。新支部長は六期生の宮田修君です（旭川市）。
きっと新風を送ってくれる事に期待しているところです。よろし
くお願い致します。
　結びについて神戸常盤大学同窓会の今後の益々発展を
ご祈念申し上げます。
　さて、此度同窓会だよりに投稿の依頼があり「題」は雪まつ
りとの事で私は第63回札幌雪まつりについて投稿致します。
　北海道各地で冬まつり行われていますが中でも札幌雪ま
つりが北海道では最大です。

　2月6日から12日までの1週間、大通公園を中心に行われま
した。自衛隊の協力による大雪像5基のうち、今年のメイン像
は東日本大震災の復興を願って高さ15メートルの福島県会
津若松市の「会津鶴ヶ城」でした。
　他に市民の手作りの中・小の像が196基の221基でした。
さらに国際コンクールも行われ16の国と地域よりの参加もあり
ました。
　来場者は205万人余り（インフルエンザの流行もあり前年よ
り30万人程少なかったが天候に恵まれ盛会裡に終了した。

　はじめまして 末吉です。
　11月に入ってもまだ半袖で過ごせる鹿児島ですが桜島の降灰に悩まされています。普
通は今の時期こちら（市街地）にはめったに降らないのですが…。
　まだまだ活発で…今年は既に823回も爆発しており、このままだと1000回を超えそうで
す。目に入ると痛いし、洗濯物は外に干せない本当に大変です。しかし鹿児島にとって美
しいシンボルです（写真は2011年4月に撮影）。

　初めまして。福井県越前市に居住している神戸常盤短期
大学衛生技術科第5期生（昭和48年卒業、年齢58歳）の重
屋志啓盛です。この度、中部支部の発足にあたって支部長
就任の要請があり、大変僭越ですが、お引き受けすることに
致しました。卒業後「同窓会誌　ときわびと」は定期的に送
付され、母校の状況や卒業生のご活躍ぶりを拝読しておりま
したが、同窓会にブロックごとの支部が有ることは知りません
でした。自動化学会や、近畿学会、全国学会など、卒業後か
なりの回数で神戸は訪れていましたが神戸常盤の学舎は20
代に訪れたのみでした。一昨年のクラス会の時、舞鶴・若狭
自動車道経由で須磨水族館で出て、神戸常盤大学を訪れ
ました。大学は大きく立派になり、母校の発展を嬉しく感じまし
た。しかし阪神淡路大震災被災後の市街地整備で、下宿し
ていた須磨区の板宿や、通学路の西代、常盤への上り坂入
口付近など、市街地の様相が38年前とは大きく様変わりして
おり、阪神地域に居住されている同窓生の方も大変なご苦
労をされたであろうと思いました。
　さて、前置きが長くなりましたが、中部支部季節便りとして
福井の冬景色と考えていましたが、現時点で降雪が少なく
北陸の冬景色らしくないので、我が本拠地の越前市白山地
区（豊岡市のコウノトリの里公園付近と気候、地形などの共
通点が多い）に兵庫県豊岡市コウノトリの里公園から、国の
特別天然記念物「コウノトリ」のつがいがやってきて、コウノトリ

の自然復帰を目指す取り組みを行っていることを紹介したい
と思います。（野生種は既に絶滅している）ここでつがいが繁
殖を成功させ、幼鳥が無事巣立てば、豊岡に次いで国内で
2番目の自然復帰が実現することになります。この自然再生の
取り組みは40年前にさかのぼります。旧武生市白山地区に、
下くちばしの先端が折れたコウノトリ（コウちゃんと命名）が飛
来し約半年滞在した時、地区の小学生、住民や行政が力を
合わせ保護活動を行ないましたが、満足に餌のとれないコウ
ちゃんは徐々にやせ衰え、これを見かねた地区民や行政がコ
ウちゃんを助けるために捕獲して、先進地である豊岡の飼育
施設に移送し、大切に飼育されて子孫を多く誕生させた事も
今回の取り組みに深くかかわっています。コウノトリは生物多
様性の頂点に位置する鳥で肉食です、成鳥を養う餌を自然
界で確保するには、40年～50年前の農村に近い自然環境
が必要で、それはとりもなおさず無農薬、無化学肥料、での
農業と、生き物（メダカ、フナ、ドジョウ、カエル、ヘビなど）が自
由に行き来できる水田（耕地整理により乾田化された水田に
生物はほとんど住めない）が最も適しています。福井県の里
山で、本業臨床検査技師、休日は地域活動・農林業など、年
中無休状態の日々です。中部支部は同窓会の活動実績は
有りませんが、今後事務局の助言を得ながら「ときわびと」に
紹介できるような取り組みを進めたいと思います。

北海道
東北・関東
中部
近畿
中国
四国
九州

宮田 修 （　M科　６期生　）
岡崎 紀子 （　M科　２期生　）
重屋 志啓盛 （　M科　５期生　）
吉本 茂 （　M科　７期生　）
酒井 啓子 （　M科　２期生　）
舩本 康申 （　M科　２期生　）
末吉 ひろ子 （　M科　２期生　）

支部長

※紙面の都合上、中国支部など他の支部はホームページをご参照ください。

支部組織および役員の紹介

支部活動

平成23年度定例総会で
中部支部が承認され7支部になりました

中部支部　支部長　重屋 志啓盛

四国支部　支部長　舩本 康申

北海道支部　前支部長　竹内 道雄

九州支部　支部長　末吉 ひろ子

ときわびと　　2012.3.31　No.274 No.27　2012.3.31 　　ときわびと 5

2012ときわびとNo27.indd   6 12/04/16   10:36



　昭和45年、衛生技術科卒の2期生、舩本康申です。昨年
初夏に神戸常盤大学で開催された同窓会にて四国支部の
まとめ役を仰せつかりました。常盤も歴史を重ね、学部・学科
の増設、さらには4年制大学へと発展し、四国支部でも2011
年までに総勢192名の同窓生を輩出しております。同窓会の
さらなる充実が望まれる処です。
　さて、支部同窓会の活動実績は特にないように思われます
が、“支部便り”として小生と同級の越智繁樹氏が2011年11
月厚生労働大臣賞を受賞された報告をさせていただきます。
　越智氏が勤務する済生会今治病院は愛媛県東予地区
の地域拠点病院として、さらには“がん拠点病院”として地域
医療の中心的な役割を担っております。越智氏は長年臨床

検査部の技師長として、さらには愛媛県臨床検査技師会の
副会長として地域医療への多大な貢献が評価されての受
賞でした。本年2月18日、180名の出席者のもと盛大な祝賀会
が催されました。様々なスピーチを拝聴する中で越智氏が
“臨床検査への思いをポリシーをもって、体現、貫徹したこと”
を感じ、常盤の丘で青春時代を共にしたものとして大変嬉し
く誇らしく思いました。共に60歳を超え、再雇用としての身分
ですがもう少し社会貢献しようと語り合いました。
　最後に私事になりますが、専門としている細胞診の仕事で
60歳まで勤務した香川大学から医学博士の学位を授与さ
れ、年に数回ではありますが神戸常盤大学に新設された細
胞検査士養成コースで後輩の指導にもあたっております。

　先ずは近況について
私は平成10年頃より糖尿病を発症し、平成14年4月頃より腎
臓の不調を感じ、平成17年４月には腎臓不全となり、以来平
成19年11月まで2年6ヶ月透析を致しました。平成19年11月
に妻より生体腎移植を受け、現在は以前の様に通常の生活
をしているところです（とても元気に過ごしております）。
　昭和44年第1回卒業生として出身地北海道に就職し以
来43年余り、東日本支部（愛知県以北）、北海道支部長と
勤めさせて頂きました。
　この間に同窓会総会、同期会の集い等で6回程訪問致し
ましたが行度毎に学校は大きくなっており感激しているところ
です。
　私は昨年12月に43年余りやって支部長を卒業する事が
出来ました。新支部長は六期生の宮田修君です（旭川市）。
きっと新風を送ってくれる事に期待しているところです。よろし
くお願い致します。
　結びについて神戸常盤大学同窓会の今後の益々発展を
ご祈念申し上げます。
　さて、此度同窓会だよりに投稿の依頼があり「題」は雪まつ
りとの事で私は第63回札幌雪まつりについて投稿致します。
　北海道各地で冬まつり行われていますが中でも札幌雪ま
つりが北海道では最大です。

　2月6日から12日までの1週間、大通公園を中心に行われま
した。自衛隊の協力による大雪像5基のうち、今年のメイン像
は東日本大震災の復興を願って高さ15メートルの福島県会
津若松市の「会津鶴ヶ城」でした。
　他に市民の手作りの中・小の像が196基の221基でした。
さらに国際コンクールも行われ16の国と地域よりの参加もあり
ました。
　来場者は205万人余り（インフルエンザの流行もあり前年よ
り30万人程少なかったが天候に恵まれ盛会裡に終了した。

　はじめまして 末吉です。
　11月に入ってもまだ半袖で過ごせる鹿児島ですが桜島の降灰に悩まされています。普
通は今の時期こちら（市街地）にはめったに降らないのですが…。
　まだまだ活発で…今年は既に823回も爆発しており、このままだと1000回を超えそうで
す。目に入ると痛いし、洗濯物は外に干せない本当に大変です。しかし鹿児島にとって美
しいシンボルです（写真は2011年4月に撮影）。

　初めまして。福井県越前市に居住している神戸常盤短期
大学衛生技術科第5期生（昭和48年卒業、年齢58歳）の重
屋志啓盛です。この度、中部支部の発足にあたって支部長
就任の要請があり、大変僭越ですが、お引き受けすることに
致しました。卒業後「同窓会誌　ときわびと」は定期的に送
付され、母校の状況や卒業生のご活躍ぶりを拝読しておりま
したが、同窓会にブロックごとの支部が有ることは知りません
でした。自動化学会や、近畿学会、全国学会など、卒業後か
なりの回数で神戸は訪れていましたが神戸常盤の学舎は20
代に訪れたのみでした。一昨年のクラス会の時、舞鶴・若狭
自動車道経由で須磨水族館で出て、神戸常盤大学を訪れ
ました。大学は大きく立派になり、母校の発展を嬉しく感じまし
た。しかし阪神淡路大震災被災後の市街地整備で、下宿し
ていた須磨区の板宿や、通学路の西代、常盤への上り坂入
口付近など、市街地の様相が38年前とは大きく様変わりして
おり、阪神地域に居住されている同窓生の方も大変なご苦
労をされたであろうと思いました。
　さて、前置きが長くなりましたが、中部支部季節便りとして
福井の冬景色と考えていましたが、現時点で降雪が少なく
北陸の冬景色らしくないので、我が本拠地の越前市白山地
区（豊岡市のコウノトリの里公園付近と気候、地形などの共
通点が多い）に兵庫県豊岡市コウノトリの里公園から、国の
特別天然記念物「コウノトリ」のつがいがやってきて、コウノトリ

の自然復帰を目指す取り組みを行っていることを紹介したい
と思います。（野生種は既に絶滅している）ここでつがいが繁
殖を成功させ、幼鳥が無事巣立てば、豊岡に次いで国内で
2番目の自然復帰が実現することになります。この自然再生の
取り組みは40年前にさかのぼります。旧武生市白山地区に、
下くちばしの先端が折れたコウノトリ（コウちゃんと命名）が飛
来し約半年滞在した時、地区の小学生、住民や行政が力を
合わせ保護活動を行ないましたが、満足に餌のとれないコウ
ちゃんは徐々にやせ衰え、これを見かねた地区民や行政がコ
ウちゃんを助けるために捕獲して、先進地である豊岡の飼育
施設に移送し、大切に飼育されて子孫を多く誕生させた事も
今回の取り組みに深くかかわっています。コウノトリは生物多
様性の頂点に位置する鳥で肉食です、成鳥を養う餌を自然
界で確保するには、40年～50年前の農村に近い自然環境
が必要で、それはとりもなおさず無農薬、無化学肥料、での
農業と、生き物（メダカ、フナ、ドジョウ、カエル、ヘビなど）が自
由に行き来できる水田（耕地整理により乾田化された水田に
生物はほとんど住めない）が最も適しています。福井県の里
山で、本業臨床検査技師、休日は地域活動・農林業など、年
中無休状態の日々です。中部支部は同窓会の活動実績は
有りませんが、今後事務局の助言を得ながら「ときわびと」に
紹介できるような取り組みを進めたいと思います。

北海道
東北・関東
中部
近畿
中国
四国
九州

宮田 修 （　M科　６期生　）
岡崎 紀子 （　M科　２期生　）
重屋 志啓盛 （　M科　５期生　）
吉本 茂 （　M科　７期生　）
酒井 啓子 （　M科　２期生　）
舩本 康申 （　M科　２期生　）
末吉 ひろ子 （　M科　２期生　）

支部長

※紙面の都合上、中国支部など他の支部はホームページをご参照ください。

支部組織および役員の紹介

支部活動

平成23年度定例総会で
中部支部が承認され7支部になりました

中部支部　支部長　重屋 志啓盛

四国支部　支部長　舩本 康申

北海道支部　前支部長　竹内 道雄

九州支部　支部長　末吉 ひろ子
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平成23年度 神戸常盤大学 同窓会 収支報告書
1.一般会計

平成24年3月31日
1.一般会計

平成23年3月31日 ■ 収入の部

前年度繰越金
会費収入

雑収入
収入合計

10,222,784 
7,300,000 
10,000 

0 
17,532,784 

10,222,784 
 7,149,280 

8,327 
 80,000  

17,460,391 

0 
 -150,720 
-1673 
 80,000 
 -72,393 

 
2万円×354名+通信生7名同窓会会費

受取利息

平成23年度予算 平成23年度決算 差引額 備　考

一般会計

一般会計合計
特別会計

特別会計合計
資産合計

一般会計

預貯金

水田亘基金
記念事業積立
備品購入積立

現金
普通預金
振替口座（通信生用）

￥121,963
¥9,833,371
￥267,450

￥12,536,000
￥22,758,784
￥682,300
￥200,000
￥109,804
￥992,111

￥23,750,895

平成22年度財産目録
一般会計

一般会計合計
特別会計

特別会計合計
資産合計

一般会計

預貯金

水田亘基金
記念事業積立
備品購入積立

現金
普通預金
振替口座（通信生用）

¥209,465 
¥7,382,583
¥336,230 

¥17,536,000
¥25,464,278 
¥498,083
¥300,056
¥171,990
¥970,129

¥26,434,407 

平成23年度財産目録

■ 支出の部

本部費

支部運営費

補助事業

積立費

支出合計

4,900,000 
300,000 
1,000,000 
500,000 
400,000 
50,000 
100,000 
700,000 
500,000 
100,000 
100,000 
800,000 
100,000 
50,000 
20,000 
180,000 
500,000 
20,000 
400,000 
60,000 
20,000 

1,700,000 
500,000 
500,000 
500,000 
200,000 
200,000 
100,000 
100,000 

 5,000,000  
12,300,000 

 2,520,768 
193,523 
545,571 
 326,910 
 132,903 

0 
 66,247 
 553,000 
419,500 
 20,541 
 50,400 

0 
4,200 

0 
7,973 

200,000 
111,345 
1,815 

106,280 
3,250 

0 
 1,700,000 
 500,000 
 500,000 
 500,000 
200,000 
 200,000 
 100,000 
 100,000 
 5,000,000 
 9,532,113 

 2,379,232 
 106,477 
454,429 
 173,090 
 267,097 
 50,000 
 33,753 
 147,000 
 80,500 
 79,459 
 49,600 
 800,000 
 95,800 
 50,000 
 12,027 
 -20,000 
 388,655 
 18,185 
 293,720 
 56,750 
 20,000 

0   
0   
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 2,767,887 

御弁当等

交通費
役員通信経費含む 

事務用品、トナー代等

事務局員給与等 
オープンキャンパス・大学祭等 

クラス会助成、ときわびと発行費
弔電等

お茶等
会費返金等

神戸常盤大学へ（￥500,000）
神戸常盤大学へ 
5名

特別会計へ積立 
特別会計へ積立 
三井住友銀行

会議費
総会費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
事務消耗品費
交際費
諸謝金
地域福祉活動費
情報通信網構築費
名簿整備費
福利慶弔費
備品修繕費
雑費
予備費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
雑費

国際交流事業費
地域交流事業費
育英資金奨励金
大学祭補助金

記念事業積立
備品購入積立

平成23年度予算 平成23年度決算 差引額 備　考

小　計

小　計

小　計

小　計

定期預金

17,460,391-9,532,113＝7,928,278
平成24年度へ繰越金　￥7,928,278

■ 収入の部

前年度繰越金
会費収入

雑収入
収入合計

8,947,339
7,300,000
10,000

0
16,257,339

8,947,339
7,358,760

6,713
7,980

16,320,792

0
58,760
‒3,287
7,980
63,453

2万円×362名＋通信生12名同窓会会費
受取利息

平成22年度予算 平成22年度決算 差引額 備　考

■ 支出の部

本部費

支部運営費

補助事業

積立費

支出合計

4,700,000
500,000

0
500,000
500,000
150,000
200,000
700,000
500,000
100,000
300,000
800,000
300,000
50,000
20,000
80,000

0
0
0
0
0

2,200,000
1,000,000
500,000
500,000
200,000
400,000
200,000
200,000
790,406
8,090,406

2,805,134
164,458

0
433,680
382,321

0
46,542
462,980
489,500
25,521
60,585
697,800
6,867
8,715
6,165
20,000

0
0
0
0
0

2,102,468
902,468
500,000
500,000
200,000
400,000
200,000
200,000
790,406
6,098,008

1,894,866
335,542

0
66,320
117,679
150,000
153,458
237,020
10,500
74,479
239,415
102,200
293,133
41,285
13,835
60,000

0
0
0
0
0

97,532
97,532

0
0
0
0
0
0
0

1,992,398

御弁当等

交通費
役員通信経費含む

事務用品、トナー代等

事務局員給与等
オープンキャンパス・大学祭等

クラス会助成、ときわびと発行費
弔電等

お茶等
会費返金等

神戸常盤大学へ（￥500,000）
神戸常盤大学へ
5名

特別会計へ積立
特別会計へ積立
特別会計へ繰出

会議費
総会費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
事務消耗品費
交際費
諸謝金
地域福祉活動費
情報通信網構築費
名簿整備費
福利慶弔費
備品修繕費
雑費
予備費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
雑費

国際交流事業費
地域交流事業費
育英資金奨励金
大学祭補助金

記念事業積立
備品購入積立

平成22年度予算 平成22年度決算 差引額 備　考

小　計

小　計

小　計

小　計

水田亘基金

16,320,792-6,098,008＝10,222,784
平成23年度へ繰越金　￥10,222,784

平成22年度 神戸常盤大学 同窓会 収支報告書

　先日、母校の卒業式に出席させていただきましたが、医療検査
学科、看護学科、幼児教育学科、口腔保健学科および看護学科
通信制課程の5学科、合わせて500名を超える卒業生が体育館
に並ぶ姿は壮観でした。さらに本年度からはこども教育学科が新
設されるなど母校の着実な発展を目の当たりにして、卒業生として
はこの上ない喜びでした。
　さて卒業生が増えるという事は当然同窓会組織も大きくなって
いく訳ですが、それに伴う同窓会の財政面での課題は避けて通
ることはできません。事務局としましては経費をできるだけ抑えて運
営しておりますが、近い将来、事業費や機関紙「ときわびと」の発

行に影響が出てくることは明らかです。また同窓会には母校の発
展に寄与するという目的もありますが、財政面では必ずしも十分な
協力ができていないのが現状です。他の同窓会組織でも同様の
問題を抱えており、同窓生からの寄付を募ったり大学関係者限定
のクレジットカードを作成したりして対応している大学もあります。母
校および同窓会の継続と発展は卒業生として大変喜ばしいこと
であり、校格の向上のために我々に何ができるのかを考えて行き
たいと考えております。時間がありましたら同窓会のホームページ
をご覧いただき、ご意見を書き込んでいただけたら幸いです。

事務局長　西田 光輝

　会員の皆様におかれましては日々名簿管理にご協力ありがと
うございます。事務局より名簿管理の現状とお願いについてご報
告申し上げます。
　現在卒業生は短期大学時代から合わせると12,000人以上
になりますが、現住所が把握できている卒業生は約7,000人程
です。
　卒業時に大学側からお預かりする情報に加え、随時大学側
にご協力いただいて得られた情報に、会員の皆様からいただく
情報により修正を加えながら管理を行っておりますが、管理して
いる情報と皆様からいただく情報とを結びつけるカギになる情報
が不確実なため名簿管理が困難なものになっています。
　そこで、皆様にお願いがあります。ご住所の変更等のご連絡
をいただく場合には、可能な限り皆様の情報を特定できる内容を
添えていただけないでしょうか。学籍番号が一番確実ですが、あ
いまいな番号を記載されますとかえって間違った登録がされてし

まいます。卒業された年月(卒業年度と卒業年の違いを明確に)、
学生時代の姓名、学科、何期生か等を正確にご提示いただけ
ると正しい登録が可能です。同窓会でも生涯変わらぬ情報とし
て学籍番号を確認し再登録しています。
　また、会ではホームページ(http://tokiwabito.com/)からの
変更や電子メール(dousou@kobe-tokiwa.ac.jp)またはファクシ
ミリ(078-643-4361)により変更のご連絡をお待ちしております。多
くの情報を正確に管理するためには皆様からいただく情報だけ
が頼りです。お送りいただいた情報は外部業者に委託すること
なく、同窓会事務局内部でのみ管理しております。
　さらに、いただいた情報は「個人情報保護の方針」に沿って
管理し、例え他の会員からのご依頼でも直接情報を開示する事
はありませんのでご安心ください。変更がある際には変更内容を
速やかにお送り下さいますようよろしくお願い申し上げます。

副会長／情報担当　本上 浩伸

平成24年度神戸常盤大学同窓会総会のご案内
　平成24年度の同窓会総会を下記の通り開催致します。会員の皆様にはご多
忙のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、多数ご出席賜りますようご案内申
し上げます。
　日　時 ： 平成24年6月24日（日） 午前11時～
　場　所 ： 神戸常盤大学ハローホール

アンケートにご協力ありがとうございました。
 【まとめ】 名簿管理の必要性については、9割以上の方が必要と
回答されました。管理する情報については、基本情報に加えて、
携帯やパソコンのメールアドレスだけではなく、住所や電話等の
従来からの連絡方法が多く、変更届の方法や個人情報の範囲に
ついてもその傾向が反映されていました。従って、情報伝達方法
に考慮が必要と考えられます。情報提供の方法については、機関
誌と回答された方が４割で、ホームページと回答された方と両方
と回答された方を合わせると５割以上となりますので、新しいメ
ディアでの情報提供を受け取る環境をお持ちの会員が増加して
いることと、それらのメディアによる情報提供のメリットについて
ご理解いただける会員が増加していると考えられます。
　これらの結果は、今後の会運営の指針として活用させていた
だきますので、会員の皆様には引き続きご理解とご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

ネパール国際交流派遣研修生の
募集について

　本年も１２月下旬にネパールへ訪問の予定です。募
集人数は若干名、訪問期間は約２週間です。詳細につ
きましては、夏にホームページにてお知らせします。
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平成２３年度　事業計画
１．同窓会名簿の整備と機関誌の発行
２．ホームページの管理

３．支部活動について
４．大学との協働体制の構築

５．大学の支援事業の継続
６．その他 

平成24年度予算案他、詳細につきましてはホームページをご参照ください

事務局だより

平成22年度 神戸常盤大学同窓会 アンケート調査結果

＊ ＊

名簿管理の要否 管理する情報 変更届の方法

個人情報の範囲 情報の提供方法

ときわびと　　2012.3.31　No.276 No.27　2012.3.31 　　ときわびと 7

2012ときわびとNo27.indd   8 12/04/16   10:36



平成23年度 神戸常盤大学 同窓会 収支報告書
1.一般会計

平成24年3月31日
1.一般会計

平成23年3月31日 ■ 収入の部

前年度繰越金
会費収入

雑収入
収入合計

10,222,784 
7,300,000 
10,000 

0 
17,532,784 

10,222,784 
 7,149,280 

8,327 
 80,000  

17,460,391 

0 
 -150,720 
-1673 
 80,000 
 -72,393 

 
2万円×354名+通信生7名同窓会会費

受取利息

平成23年度予算 平成23年度決算 差引額 備　考

一般会計

一般会計合計
特別会計

特別会計合計
資産合計

一般会計

預貯金

水田亘基金
記念事業積立
備品購入積立

現金
普通預金
振替口座（通信生用）

￥121,963
¥9,833,371
￥267,450

￥12,536,000
￥22,758,784
￥682,300
￥200,000
￥109,804
￥992,111

￥23,750,895

平成22年度財産目録
一般会計

一般会計合計
特別会計

特別会計合計
資産合計

一般会計

預貯金

水田亘基金
記念事業積立
備品購入積立

現金
普通預金
振替口座（通信生用）

¥209,465 
¥7,382,583
¥336,230 

¥17,536,000
¥25,464,278 
¥498,083
¥300,056
¥171,990
¥970,129

¥26,434,407 

平成23年度財産目録

■ 支出の部

本部費

支部運営費

補助事業

積立費

支出合計

4,900,000 
300,000 
1,000,000 
500,000 
400,000 
50,000 
100,000 
700,000 
500,000 
100,000 
100,000 
800,000 
100,000 
50,000 
20,000 
180,000 
500,000 
20,000 
400,000 
60,000 
20,000 

1,700,000 
500,000 
500,000 
500,000 
200,000 
200,000 
100,000 
100,000 

 5,000,000  
12,300,000 

 2,520,768 
193,523 
545,571 
 326,910 
 132,903 

0 
 66,247 
 553,000 
419,500 
 20,541 
 50,400 

0 
4,200 

0 
7,973 

200,000 
111,345 
1,815 

106,280 
3,250 

0 
 1,700,000 
 500,000 
 500,000 
 500,000 
200,000 
 200,000 
 100,000 
 100,000 
 5,000,000 
 9,532,113 

 2,379,232 
 106,477 
454,429 
 173,090 
 267,097 
 50,000 
 33,753 
 147,000 
 80,500 
 79,459 
 49,600 
 800,000 
 95,800 
 50,000 
 12,027 
 -20,000 
 388,655 
 18,185 
 293,720 
 56,750 
 20,000 

0   
0   
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 2,767,887 

御弁当等

交通費
役員通信経費含む 

事務用品、トナー代等

事務局員給与等 
オープンキャンパス・大学祭等 

クラス会助成、ときわびと発行費
弔電等

お茶等
会費返金等

神戸常盤大学へ（￥500,000）
神戸常盤大学へ 
5名

特別会計へ積立 
特別会計へ積立 
三井住友銀行

会議費
総会費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
事務消耗品費
交際費
諸謝金
地域福祉活動費
情報通信網構築費
名簿整備費
福利慶弔費
備品修繕費
雑費
予備費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
雑費

国際交流事業費
地域交流事業費
育英資金奨励金
大学祭補助金

記念事業積立
備品購入積立

平成23年度予算 平成23年度決算 差引額 備　考

小　計

小　計

小　計

小　計

定期預金

17,460,391-9,532,113＝7,928,278
平成24年度へ繰越金　￥7,928,278

■ 収入の部

前年度繰越金
会費収入

雑収入
収入合計

8,947,339
7,300,000
10,000

0
16,257,339

8,947,339
7,358,760

6,713
7,980

16,320,792

0
58,760
‒3,287
7,980
63,453

2万円×362名＋通信生12名同窓会会費
受取利息

平成22年度予算 平成22年度決算 差引額 備　考

■ 支出の部

本部費

支部運営費

補助事業

積立費

支出合計

4,700,000
500,000

0
500,000
500,000
150,000
200,000
700,000
500,000
100,000
300,000
800,000
300,000
50,000
20,000
80,000

0
0
0
0
0

2,200,000
1,000,000
500,000
500,000
200,000
400,000
200,000
200,000
790,406
8,090,406

2,805,134
164,458

0
433,680
382,321

0
46,542
462,980
489,500
25,521
60,585
697,800
6,867
8,715
6,165
20,000

0
0
0
0
0

2,102,468
902,468
500,000
500,000
200,000
400,000
200,000
200,000
790,406
6,098,008

1,894,866
335,542

0
66,320
117,679
150,000
153,458
237,020
10,500
74,479
239,415
102,200
293,133
41,285
13,835
60,000

0
0
0
0
0

97,532
97,532

0
0
0
0
0
0
0

1,992,398

御弁当等

交通費
役員通信経費含む

事務用品、トナー代等

事務局員給与等
オープンキャンパス・大学祭等

クラス会助成、ときわびと発行費
弔電等

お茶等
会費返金等

神戸常盤大学へ（￥500,000）
神戸常盤大学へ
5名

特別会計へ積立
特別会計へ積立
特別会計へ繰出

会議費
総会費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
事務消耗品費
交際費
諸謝金
地域福祉活動費
情報通信網構築費
名簿整備費
福利慶弔費
備品修繕費
雑費
予備費

会議費
旅費交通費
通信運搬費
雑費

国際交流事業費
地域交流事業費
育英資金奨励金
大学祭補助金

記念事業積立
備品購入積立

平成22年度予算 平成22年度決算 差引額 備　考

小　計

小　計

小　計

小　計

水田亘基金

16,320,792-6,098,008＝10,222,784
平成23年度へ繰越金　￥10,222,784

平成22年度 神戸常盤大学 同窓会 収支報告書

　先日、母校の卒業式に出席させていただきましたが、医療検査
学科、看護学科、幼児教育学科、口腔保健学科および看護学科
通信制課程の5学科、合わせて500名を超える卒業生が体育館
に並ぶ姿は壮観でした。さらに本年度からはこども教育学科が新
設されるなど母校の着実な発展を目の当たりにして、卒業生として
はこの上ない喜びでした。
　さて卒業生が増えるという事は当然同窓会組織も大きくなって
いく訳ですが、それに伴う同窓会の財政面での課題は避けて通
ることはできません。事務局としましては経費をできるだけ抑えて運
営しておりますが、近い将来、事業費や機関紙「ときわびと」の発

行に影響が出てくることは明らかです。また同窓会には母校の発
展に寄与するという目的もありますが、財政面では必ずしも十分な
協力ができていないのが現状です。他の同窓会組織でも同様の
問題を抱えており、同窓生からの寄付を募ったり大学関係者限定
のクレジットカードを作成したりして対応している大学もあります。母
校および同窓会の継続と発展は卒業生として大変喜ばしいこと
であり、校格の向上のために我々に何ができるのかを考えて行き
たいと考えております。時間がありましたら同窓会のホームページ
をご覧いただき、ご意見を書き込んでいただけたら幸いです。

事務局長　西田 光輝

　会員の皆様におかれましては日々名簿管理にご協力ありがと
うございます。事務局より名簿管理の現状とお願いについてご報
告申し上げます。
　現在卒業生は短期大学時代から合わせると12,000人以上
になりますが、現住所が把握できている卒業生は約7,000人程
です。
　卒業時に大学側からお預かりする情報に加え、随時大学側
にご協力いただいて得られた情報に、会員の皆様からいただく
情報により修正を加えながら管理を行っておりますが、管理して
いる情報と皆様からいただく情報とを結びつけるカギになる情報
が不確実なため名簿管理が困難なものになっています。
　そこで、皆様にお願いがあります。ご住所の変更等のご連絡
をいただく場合には、可能な限り皆様の情報を特定できる内容を
添えていただけないでしょうか。学籍番号が一番確実ですが、あ
いまいな番号を記載されますとかえって間違った登録がされてし

まいます。卒業された年月(卒業年度と卒業年の違いを明確に)、
学生時代の姓名、学科、何期生か等を正確にご提示いただけ
ると正しい登録が可能です。同窓会でも生涯変わらぬ情報とし
て学籍番号を確認し再登録しています。
　また、会ではホームページ(http://tokiwabito.com/)からの
変更や電子メール(dousou@kobe-tokiwa.ac.jp)またはファクシ
ミリ(078-643-4361)により変更のご連絡をお待ちしております。多
くの情報を正確に管理するためには皆様からいただく情報だけ
が頼りです。お送りいただいた情報は外部業者に委託すること
なく、同窓会事務局内部でのみ管理しております。
　さらに、いただいた情報は「個人情報保護の方針」に沿って
管理し、例え他の会員からのご依頼でも直接情報を開示する事
はありませんのでご安心ください。変更がある際には変更内容を
速やかにお送り下さいますようよろしくお願い申し上げます。

副会長／情報担当　本上 浩伸

平成24年度神戸常盤大学同窓会総会のご案内
　平成24年度の同窓会総会を下記の通り開催致します。会員の皆様にはご多
忙のことと存じますが、万障お繰り合わせの上、多数ご出席賜りますようご案内申
し上げます。
　日　時 ： 平成24年6月24日（日） 午前11時～
　場　所 ： 神戸常盤大学ハローホール

アンケートにご協力ありがとうございました。
 【まとめ】 名簿管理の必要性については、9割以上の方が必要と
回答されました。管理する情報については、基本情報に加えて、
携帯やパソコンのメールアドレスだけではなく、住所や電話等の
従来からの連絡方法が多く、変更届の方法や個人情報の範囲に
ついてもその傾向が反映されていました。従って、情報伝達方法
に考慮が必要と考えられます。情報提供の方法については、機関
誌と回答された方が４割で、ホームページと回答された方と両方
と回答された方を合わせると５割以上となりますので、新しいメ
ディアでの情報提供を受け取る環境をお持ちの会員が増加して
いることと、それらのメディアによる情報提供のメリットについて
ご理解いただける会員が増加していると考えられます。
　これらの結果は、今後の会運営の指針として活用させていた
だきますので、会員の皆様には引き続きご理解とご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

ネパール国際交流派遣研修生の
募集について

　本年も１２月下旬にネパールへ訪問の予定です。募
集人数は若干名、訪問期間は約２週間です。詳細につ
きましては、夏にホームページにてお知らせします。
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２．ホームページの管理

３．支部活動について
４．大学との協働体制の構築

５．大学の支援事業の継続
６．その他 
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学長　上田 國寛

　平成20年に玉田学園創立100周年、神戸常盤短期大学
開学40周年を記念して短期大学を改組し、開設された神戸
常盤大学は今春保健科学部から初めての卒業生を送り出
し、完成を迎えました。陸上競技に例えるなら、第1コーナーを
曲がったといえるでしょう。
　この4年間のスタートダッシュは、なかなか見事だったと自負
しています。まず、巷間知られた少子化の時代にあって、保健
科学部の2学科（医療検査、看護）と短期大学部の2学科
（幼児教育、口腔保健）が入試において、（認可の関係で募
集開始の遅れた初年度1学科を除き）いずれも定員を悠々充
足してきたこと、また、近年言われる就職の氷河期にあって、
卒業生のほとんどが希望する就職先に就職できたことは、私
たち教職員の心配を超えるものでした。昨秋、新設大学の完
成を前に文部科学省による査察がありましたが、「こんなに問
題のない順調な大学は初めてだ」という高い評価を受けまし
た。最近発表された今年の3つの国家試験の成績も、合格率
で見て、臨床検査技師92.3％、看護師92.0％、歯科衛生士
100％の好成績でした。

　この大学のユニークな点は、この好調さに安住することな
く、さらに挑戦をつづけていることです。すなわち、この4月か
ら、かねがね準備を進めて来た短期大学部幼児教育学科（2
年制）の改組を行い、4年制の教育学部こども教育学科を発
足させました。この変更により、卒業生は全員保育士、幼稚園
教諭（二種改め）一種免許状に加え、小学校教諭一種免許
状を得ることが可能となりました。認可待ちの募集遅れで心配
された入試も、例年以上にたくさんの優秀な受験生を集め、定
員を十分充たすことができました。

　新学科のこうした入試展開や就職支援において担当者が
つくづく感じたのは、先輩たち（ときわびと）が残してくれた「神
戸常盤」ブランドへの世間からの厚い信頼です。この声価を
損なうことなく、さらに高めて次の世代へ引き継げるよう、教職
員と学生一同心を合わせ、力を合わせて努力している現況
です。

短期大学初期の卒業生が次々と定年を迎え始める
なか、医療検査学科と看護学科の４年制の１期生が
卒業を迎えました。教育学部こども教育学科が新設
され、幼児教育も４年制になります。本年1月に医療
検査学科が大学で全国で初めて文部科学省より「指
定校」に認定されるなど、何かと話題の多い編集とな
りました。パソコン普及によりHPから大学、同窓会の
情報が得やすくなっていますが、ローカルな印刷物
なりの内容をめざしました。 （M.N記）

編集後記 〒653-0838 神戸市長田区大谷町2-6-2
神戸常盤大学内
TEL/FAX （078） 642-0625
E-Mail : dousou@kobe-tokiwa.ac.jp

同窓会ホームページアドレス
http://www.tokiwabito.com/

神戸常盤大学ホームページアドレス
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/JR新長田駅でまってます

神戸常盤大学の現況について

■ 平成23年度 就職状況（H24.4.10現在）

医療検査学科
看護学科
口腔保健学科
幼児教育学科

65
75
54
96

64
74
54
89

64
74
53
89

100％
100％
98.1％
100％

卒業数 就職希望者 内定者数 内定率

※

※※

※就職73名、進学1名　　※※1名病気療養中

■ 平成23年度 国家試験合格率

臨床検査技師
看護師
看護師 通信課程
歯科衛生士

65
75
214
54

60
69
184
54

92.3％
92.0％
85.9％
100％

75.4％
90.1％
90.1％
95.8％

受験者数 合格者数 合格率 全国平均

お知らせ

　この度、医療検査学科が臨床検査技師養成を目的とする大学
として、大学で初めて文部科学省より「指定校」に認められた。
　「すでに四年制大学で検査技師養成しているではないか？」と
の疑問もあるかも知れないが、実は他の医療職では当たり前の
目的養成「指定校」である大学が無かったのである。短期大
学・専門学校は指定校であるが、大学に「指定校」がない故に
「検査技師には大学教育が無い」という解釈をされ、社会的地位
に微妙な影響を与えていたのも事実である。また過去いくつかの
大学が「指定校」を希望したが叶わなかったという歴史がある。
　今回本学は、難関と云われた「指定校」をクリアして、2012年4
月より日本で最初の臨床検査技師養成大学「指定校」として、短

期大学開学以来の臨床検査技師養成の伝統を引き継ぎ、更な
る発展を遂げることになる。
　大学指定校での養成教育は臨床検査技師の社会的地位
向上に貢献できるものと確信する。

参考：文部科学省HP
医療関係技術者養成制度解説
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/de
tail/__icsFiles/afieldfile/2011/12/14/1266191_2.pdf

医療検査学科 文部科学省「大学・指定校」に認可される 医療検査学科　酒井 健雄

　2010年度にキャリア支援委員会が発足し本学のキャリアガイ
ドシステムの構築を行い、卒業生を中心としたキャリアサポートシ
ステムが始まりました。2011年度は本学のキャリア教育方針を策
定し、教育課程におけるキャリア教育の検討と課程外における
キャリア教育事業を推進してきました。その成果の一つとして,学
科横断の学生グループが地域社会活動を起こすセルフモチ
ベーションプログラム(SMP)が誕生しました。
　そして2012年度からは、教育課程において全学科共通の

キャリア教育カリキュラムが一年生を対象として授業科目として
実施されます。
　この2年間の取り組みを礎としてキャリア教育委員会は発展
的に解消し、学生のキャリアに関る学内委員会を総括する新た
な組織が誕生して本学のキャリア教育が推進されます。今後とも
キャリアサポーターとして同窓生の本学キャリア教育への参画を
お願い致します。

本学のキャリア教育の取り組み

　TECが発足して10年を経過しましたが、生涯学習と地域交
流および国際交流の三つの活動フイールドは不変で、同窓生の
参画を得て多くの事業が推進されています。
　事業の詳細は本学ホームページ(HP)あるいは前期と後期に
刊行されるセミナーガイドでお知らせしています。
　20 1 0年から始まったTECが主宰する地域交流事業
「TOKIWA健康フエア」は、学園が発信する貢献事業として、地
域に定着して多くの住民の参加を得ています。本年は10月28日（日）

に行われます。
　ネパールへの交換研修生隔年派遣事業は、本年も12月下旬
にネパールへ研修生を派遣します。詳細は夏に募集要領でお
知らせしますが、同窓生の募集については同窓会HPで案内さ
れます。
　生涯学習におけるリカレント講座や地域交流および国際交流
事業への同窓生の参画をお願い致します。 

本学エクステンションセンター(TEC)からのお知らせ センター長　小野 一男
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