
コロナ禍も３年目を迎え、ようやく出口が見え始
めたかと思った矢先、再び第７波ともいわれる感染
拡大が起こり皆さまご心配の事と思います。本学に
おいては、キャンパス入構時の健康管理等の感染
症対策もあってか、今日まで教室内でのクラスター
は発生していません。海外渡航も次第に規制緩和
されてきたこともあり、秋学期以降は相手国の情勢
や入国条件などを確認し、引き続き、感染症対策
に留意しながら、順次グローバルリサーチ、グロー
バルスタディ等の海外渡航プログラム、学生の経
験学習プログラムを再び開始しようとしています。

さて、今年の話題としては、関西国際大学の卒
業生であり、2022年度読売ジャイアンツにドラフト
１位入団した大勢（翁田大勢）選手についてでは
ないでしょうか。新人とは思えない堂々とした活躍
をするたびに、本学の名前が出てくるのをご覧に
なっておられる方も少なくないと思います。私自身
も彼の事をよく聞かれます。怪我なくシーズンを終
え、新人王を取ってくれるのが楽しみです。

また、今春、私自身が企画して始めた新入生の
ための “神戸ウォーカー” というディープな神戸の
街発見ウォーキングツアーも３年ぶりに実施するこ
とができ、JICA関西、人と防災未来センター、駐
神戸大韓民国総領事館、神戸ムスリムモスクのご
協力も頂き、学生と共に久しぶりの神戸の街歩きを
満喫しました。今年はグループごとに神戸らしさを

写真に収める企画やスタンプラリーなども実施しま
した。実施にあたり学生ボランティアスタッフの上
級生たちに大いに助けられました。

神戸山手キャンパスが３年目を迎え、神戸市との
連携協力事業もいくつか順調に進みつつあり、神
戸市、株式会社ＮＴＴドコモ、本学の３者の協力
した観光開発事業に向け準備中で、次回のこの場
では詳しい報告ができるものと思います。こうし
た神戸山手での本学定着に向けて、卒業生、保護
者会、地域住民の皆さまに楽しんで頂ける文化イ
ベント「神戸山手落語会」を、来る９月16日（金）
の18時30分開始予定で準備しています。改装し
て綺麗になった神戸山手キャンパス３号館地下の

「Yamateria」というカフェテリアで、食事と落語
の夕べを開催しようと、学生スタッフと共に準備を
進めています。出演は、上方落語協会会長の笑福
亭仁智師匠、桂福丸さん（灘高・京大出身）、そし
て本学卒業生の桂あおばさん（桂ざこば師匠の弟
子）が出演予定で夕食付きで５千円程度となる見
込みです。本イベントは、学生たちが企画・運営
段階から積極的に参加しています。定員は80名と
なりますが、是非皆さまのご参加をお待ちしていま
す。詳しくは本学WEBサイトをご確認ください。

まだまだ暑い日が続きますが、無理のない節電
対策、感染症対策をして乗り切っていきましょう。

以愛為縁同窓会 
関西国際大学
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関西国際大学同窓会
（以愛為縁同窓会）

会長  德永 　茜

関西国際大学
学長  濱名 　篤

2022年から本格的に再始動します

関西女学院短期大学同窓生の皆さま、関西国際
大学同窓生の皆さまにおかれましては、約３年に
わたり続くコロナ禍にあり、行動制限は多少緩和
傾向ではありますが、未だ感染防止に努める日々
にご苦労も多い事と拝察致しております。日常生
活に様々な影響を受けておられる皆さまに、心よ
りお見舞いを申し上げます。

このような状況の中、日頃より以愛為縁同窓会
の活動にご理解・ご協力を賜りまして、厚くお礼
を申し上げます。

2020年以降続いておりますコロナ禍の影響に
伴い、本会としての事業活動につきましても、本
来の計画通りの実施が出来なくなるなど、一部事
業内容の見直しが必要となりました。そんな中で
はありますが、既存の事業「小規模同窓会開催へ
の補助」に加え、「卒業支援奨学金」など、新た
に創設した事業もスタートしています。

また一方で、未だコロナ禍ではありますが、感
染防止に努めながら少しずつにはなりますが、よ
り活発な活動も再開させていきたいと考えていま
すので、何卒ご理解いただけると幸いです。

最後になりますが、関西国際大学は、三木・尼
崎・神戸山手の３つのキャンパスになり、学部に
おきましては、国際コミュニケーション・社会・
心理・教育・経営・保健医療の６学部となり、本
会の会員数も12,500名以上を超える規模となりま
した。

昨今の大きな自然災害やコロナ禍にある今、経
営・福祉・心理・教育・看護、その他、様々な分
野で数多くの同窓生が活躍されており、多くの
人々の心の支えとなっています。今後の関西国際
大学と本会の更なる発展には、同窓生の活躍はも
ちろんのこと、変わらぬご理解とご支援が必要で
す。皆さまからの生の声を届けていただき、これ
まで繋げてきた多くのご縁を大切に、これからの
未来にも多くのご縁が繋がるよう、愛を以て邁進
して参りますので、皆さまのお力添えを宜しくお
願い致します。

まだまだ先を見通しづらい状況ではあります
が、１日でも早く終息へ向かいます事と、皆さま
のご健康をお祈り申し上げます。



笑福亭 仁智

吹奏楽部へ楽器を寄贈

KUISs神戸山手落語会の開催について
■本公演
日　時：９月 16日（金）18：00開場　18：30開演
場　所：関西国際大学　神戸山手キャンパス
	 ３号館地下カフェテリア『Yamateria』
出　演：笑福亭仁智（上方落語協会会長）　桂福丸　桂あおば
料　金：5,000 円（食事つき）
	 ※同窓会員は 4,000 円となります。
	 　QRコードより大学ホームページにて
	 お申込み下さい。
定　員：80	名 桂 あおば桂 福丸

大学指定強化クラブとして、2021年度より吹奏楽部が活動ス
タートし、現在部員21名で日々練習に勤しんでおります。定期演
奏会など自主公演、地域文化に貢献する演奏会、吹奏楽コンクー
ル、アンサンブルコンテストへの出場を予定しています。大学よ
り同窓会に対し一部楽器寄贈の要望がありました。

役員会で慎重に検討、審議した結果、『ユーフォニアム』、『ソ
プラノサクソフォン』、『シロフォン』の各１台の寄贈を決定し８月
に寄贈しました。詳しくは、第７回定期総会で報告させていただ
きます。
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本年３月に経営学科を卒業し、ドラフト１位指名で読売ジャ
イアンツに入団をした翁
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選手は、兵庫県多可町の出身
で、小学校１年の頃から野球を始め、中学校までは地元野球
チームでプレーをしてきていました。その後、進学した兵庫県
立西脇工業高等学校では１年生の春からベンチ入りし、２年生
秋から速球投手としてエースとなりましたが、最高成績は３年
夏の兵庫大会ベスト16で甲子園出場を逃しています。それで
も速球投手としての評判が高かったこともあって高校３年時に
プロ行きを希望しましたが結果的にドラフト指名から漏れてい
ます。そして、高等学校時代の監督の勧めもあり2018年４月
に本学経営学科へ進学してきました。その頃、本学硬式野球部
の鈴木監督が「将来プロ野球で活躍できるレベルの選手が入部
してきます」と言っていたことを今でも思い出します。

本学入学後、２年春から阪神大学野球連盟１部リーグ戦に出
場しており、リーグ戦の通算成績は４勝３敗をあげています。
2020年３月、阪神タイガース二軍との練習試合で４回を３安
打２失点５奪三振に抑え、プロ野球球団のスカウトからも注目
を集めました。

しかし、その後、新型コロナウイルスの流行により、公式戦
はもとより練習自体も十分にできない時期が続いた上に、限ら
れた練習時期に無理をして右肘を故障したこともあったと聞い
ています。

高等学校時代のドラフト漏れ、新型コロナウイルスの影響、
右肘の故障と、さまざまな苦難を彼自身の力で克服して、2021
年10月11日に行われたプロ野球ドラフト会議において、読売
ジャイアンツから１位指名を受けることとなります。さらに、
阪神大学野球連盟からも秋季リーグの個人表彰選手特別賞を受
賞しました。 

読売ジャイアンツ入団後、2022年６月４日の千葉ロッテマ
リーンズ戦で12球団最速の20セーブ目を記録し、球団最速記
録ならびにNPB新人最速記録更新となりました。しかし、本
学硬式野球部の野村コーチからは「プロはそんなに甘くないの
でこれからが勝負」という話も聞いています。

記録の更新は喜ばしいことではあり、ケガをせずにこれから
も長く頑張って欲しいものです。翁田選手以外にもこれまで
本学からプロ野球に進んで活躍している選手もいます。（千葉
ロッテマリーンズの益田選手、他）

同窓会の皆様におかれましても、後輩・先輩達の今後のさら
なる活躍に向けての温かい応援をお願いします。

関西国際大学 副学長 硬式野球部部長　山下　泰生

左より鈴木監督、翁田選手、山下部長



第７回定期総会のお知らせ

銀祝・銅祝表彰式のご案内

下記のとおり定期総会を開催いたします。
新型コロナウイルス感染症を考慮して、昨年同様対面とオン
ラインを併用しての開催とさせていただきます。

一昨年、昨年と延期しておりました表彰式を開催いたします。
該当する年度に卒業されたみなさまには、案内書を同封して
おりますので、必ずご確認の上ご返信ください。

記
日　時：2022年11月26日（土）午後１時～１時30分
会　場：関西国際大学　尼崎キャンパス　10階会議室
内　容：2021年度事業報告・決算報告
	 2022年度事業計画（案）・予算（案）役員改選・その他
※当日欠席される方は、必ず同封の委任状を提出してください。
★変更・中止の場合はBikitaでご案内します。

日　時：2022年11月13日（日）午後１時
会　場：関西国際大学
	 神戸山手キャンパス
内　容：銀祝・銅祝表彰式
※銀祝対象：1995年３月・1996年３月・
	 1997年３月短大卒業
※銅祝対象：2005年３月・2006年３月・
	 2007年３月四大卒業
★変更・中止の場合はBikitaでご案内します。

第６期（2021年度）事業報告　2021年９月１日～2022年８月31日＆今後の予定
第６期事業年度報告　2021年９月１日～2022年８月31日
①	卒業記念品の贈呈
②	課外活動表彰者副賞贈呈
③	スポーツ振興資金寄付
④	新規会員への会員専用HP（Bikita）のパスワードの発行
⑤	会報vol.6発行
⑥	小規模同窓会開催への補助
⑦	会員子息・子女入学お祝金
⑧		あじあん祭・諏訪山祭共同開催、HEARTフェスタでの
卒業生が出演する際の謝礼

⑨	共催講座開催

⑩	卒業支援奨学金（給付実施）
⑪	吹奏楽部（強化クラブ）への楽器の寄贈

今後の予定
①	あじあん祭	 10月15日（土）・16日（日）　於：三木キャンパス	
②	諏訪山祭	 11月12日（土）・13日（日）　於：神戸山手キャンパス
③	HEARTフェスタ　11月19日（土）・20日（日）　於：尼崎キャンパス
④	第７回定期総会	 11月26日（土）　於：尼崎キャンパス	
⑤	銀祝、銅祝表彰式	 11月13日（日）　於：神戸山手キャンパス
※	①～⑤については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況により時
間の短縮あるいは中止となる場合があります。

卒業支援奨学金
同窓会が昨年（2021年12月）に創設しました『卒業支援奨学金』に応募し、
採用された現代社会学部観光学科の留学生は、無事卒業して現在神戸市兵庫区の
企業に勤務しています。
この奨学金はコロナ禍等の影響で、生活に困窮している学生で修業年限４年、
翌年３月卒業見込みで、就職先が内定している４年生を対象として、第Ⅱ期授業
料を限度に給付を受ける事が出来る奨学金です。書類審査のうえ、同窓会役員、
大学の学生センター長、学生部長との面談を経て決定されます。

神戸市ふるさと納税へのご寄附を賜りました皆様に厚く御礼
申し上げます。昨年度70件の篤志を賜り経済的困窮学生への給
付金、消毒液等の感染症予防品の購入に合計90万円を活用させ
ていただきました。
本制度は本学の学生支援に資することはもちろん、神戸市に
おける本学のプレゼンス向上にも寄与すること、神戸市外在住
の方には返礼品があることから本年度も引き続きご協力をお願
いいたしたく存じます。

神戸市ふるさと納税
「大学等応援助成制度」へのご協力のお願い

◎「未来の神戸づくりに向けた　大学等応援助成」
　ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」の神戸市頁から関
西国際大学を指定ください。

◎2022年度活用予定例
	 ・ウクライナ学生等、外国人留学生獲得と定着に向けた支援
	 ・学生のアントレプレナーシップ（起業家精神）育成事業
	 ・リカレント教育など社会人の学び支援事業　　　　　他



同窓会会員専用サイトBikitaをご活用ください!
以愛為縁同窓会員専用のホームページ「Bikita」のIDとパス
ワードを同封にてお送りしています。
Bikitaでは同窓会に関する規約や活動報告はもちろん、小規
模同窓会の補助申請や住所変更、大学からのお知らせなどにご
利用いただけます。
また、卒業生を限定したコミュニティも作れます。
同窓生の交流の場として、是非ご活用ください。

　 会員専用サイトBikita▶

https://www.bikita.jp

WEBで
同窓会を
楽しもう！

同窓会報第６号はいかがでしたか？	コロナ禍の中でも工夫して
様々なイベントを行う事ができています。お待たせしておりました銀
祝・銅祝の表彰式も、ようやく開催できそうです。皆さまお誘い合わ
せの上、奮ってご参加ください。また、実施して欲しい企画や開催し
て欲しい講座などがございましたら、同窓会会員専用サイトBikitaの
メニューの『事務局へのお問い合わせ』画面からご連絡頂くか、同窓
会事務局	 student@kuins.ac.jpまで、お気軽にご意見ご希望をお
寄せください。

編 集 後 記

関西国際大学 以愛為縁同窓会 お問い合わせ … ☎ 06-6496-4114（直通）

関西国際大学で開講される公開講座が、卒業生は無料（教材
費は必要）で受講できます!!	講座の多くはオンラインでも開講
されており、どこででも受講することが可能です。
是非、母校で学び、スキルアップしてみませんか!!
★	各種公開講座・研修会のご案内を優先的にメールでお届けさ
せていただく「会員登録制度」が便利です。この機会にQRコー
ドから公開講座会員登録をお願いします。（登録の際は、「一
般／在学生・卒業生」等の選択欄のご登録をお願いします。）

【お問合せ】関西国際大学 社会連携課
e-mail：kouza@kuins.ac.jp(終日送信可)

★		詳細・お申し込みは関西国際大学	公開講座の
ホームページにて、ご確認ください。

関西国際大学　公開講座

関西国際大学　公開講座関
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公開講座のご案内

▶公開講座開催予定
講座名 講師 時期

夜間講座「みんなの特別支援教育」教育学部	教授		中尾	繁樹 10月頃・1月頃
夜間講座「就学前の特別支援教育」教育学部	准教授		松本恵美子 10月頃・2月頃
ZOOM大学院相談会
（看護学研究科　修士・博士） 看護学研究科 10月12日（水）

19:00～20:00

シンポジウム
教育DXミライの教室を創る
「個別最適な学び」と「協働的な
学び」のマネジメント

経済産業省産業資金課長
浅野	大介

神戸山手中高	校長
平井	正朗

教育学部	教授		百瀬	和夫

11月19日（土）
13:00～16:00

入学祝金

スポーツ振興資金寄付金を贈呈
去る2022年３月18日（金）
以愛為縁同窓会より関西国際
大学スポーツ振興資金寄付金
として、金五拾萬円を贈呈致
しました。
当日は会長の德永氏が所用

のため理事の楠田氏より濱名
学長へ目録が手渡されました。
当該振興資金は、2016年の硬式野球部の阪神大学野球連盟春
季リーグ優勝、全国大学野球選手権大会出場を契機に、本学のス
ポーツクラブの諸活動への支援を目的として創設されました。
本学学生や本学出身選手のスポーツでの活躍は、本学の名を高

からしめ、在学生・卒業生・教職員の大学への帰属意識の高揚に
資することはもとより、保護者や地域の皆様をはじめ本学とご縁の
ある方々に喜んでいただけるものでもあります。

以愛為縁同窓会　事務局

小規模同窓会開催

開 催 日：2021年12月25日（土）
開催場所：北野坂　桜（神戸市中央区中山手通）　参加人数：５名

開 催 日：2022年７月31日（日）　　参加人数：10名
開催場所：叙々苑ミント神戸店（神戸市中央区雲井通）

1995年卒業生ゼミ同窓会 2016年度生同窓会

学生４名とクラス担当
教員１名の５名で会食し
た。コロナ対策というこ
とで、少人数での開催で
ある。短大卒業後、25
周年を無事迎えることが
できた。それぞれの近況
など共有し、旧交を楽し
む時間となった。

ご入学おめでとうございます。以愛
為縁同窓会会員の関西国際大学大学
院入学（編入学を含める）	及び、会員
の子息子女の関西国際大学入学に際し
て、同窓会より祝金30,000円をご用意しておりますので申請して
ください（今期実績５名）。詳細はビキタの専用ページをご覧いた
だき、申請書、振込依頼書を事務局にご提出ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を最初に受けた学年で、卒業
パーティーも行えませんでした。少し影響も落ち着いてきたこの時
期に、卒業パー
ティーの代わりに
集まることになり
互いの近況報告
をしました。楽し
いあの頃に戻っ
た一時でした。


