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　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、未曾有の災
禍の中にあって先の見えない毎日に不安を抱いて
おられ、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年春以後続いておりますコロナ禍の影響に
より、世界中が先の見えない様々な自粛生活を余
儀なくされ、教育現場においては、授業は遠隔にな
り、実習や学内外の行事も軒並み延期や中止になっ
ております。それに伴い、本会としての事業活動に
つきましても、計画通りの実施ができなくなり、例
年ではホームカミングデーの開催に合わせて行って
いた定期総会（2020年度）をZoomでの開催に変更
するなど、一部見直しが必要となっています。
　新役員を迎え新しい年が始まりまもなく１年が経
ちますが、昨年に引き続き本年度の定期総会もオン
ラインでの開催になる事や、その他の事業に関して
も、計画通りの実施ができない場合は延期・変更・
中止など、柔軟な対応になる事をご理解いただける

と幸いです。
　最後になりましたが、関西国際大学は神戸山手
大学との法人合併により、三木・尼崎に加え、新
たに神戸山手の３つのキャンパスに、学部において
は、国際コミュニケーション・教育・経営・人間科
学・保健医療に加え、本年度からは現代社会も加
わり６学部体制となり、本会の会員数も12,000名を
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
野で多くの同窓生が活躍されており、多くの人の心
の支えとなっています。そして今後も、関西国際大
学と本会の更なる発展には、同窓生の皆さまの変わ
らぬご理解とご支援が必要です。
　関西女学院短期大学と関西国際大学、神戸山手
大学の建学の精神を土台に置き、同窓生の皆さま
の声をいただきながら、これまでの多くのご縁を大
切に、これからの未来に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。
　先を見通しづらい状況ではありますが、１日でも
早く終息へ向います事と、皆さまのご健康をお祈り
申し上げます。

　コロナ禍もすでに２年目を迎えました。兵庫県は
６月20日で３回目の緊急事態宣言、７月11日までま
ん延防止等重点措置がそれぞれ解除されましたが、
依然として行動制限が続いています。皆さんご自身、
あるいは、ご家族やご友人に感染者がおられる方、
お仕事や生活への影響が出ておられる方々に対し、
心よりお見舞い申し上げます。
　現在の本学での授業は、６月７日より対面方式と
遠隔方式のいずれかを選択して受講するハイフレッ
クス型になっています。学生の２割未満が対面で受
講をしており、大多数は自宅からZoomを使用して受
講しています。
　新型コロナウイルス感染症の状況と対策について
は、徐々に様々なことが明らかになってきましたが、
ネット上では不確実な情報や、根拠がはっきりしな
い噂が飛び交っています。大学からは、学生として
科学的根拠に基づくConsideration（考察）をしっか
りとしたうえで判断し決定していくように呼びかけて
いますが、不安というのは主観的な感情であり、個
人差が大きいところが難しい点です。
　大学としては、秋学期からは対面授業を全面的に
再開できる体制を整備したいと考えています。安心
して対面で受講してもらうためには、ワクチン接種を
受けてもらうことが最大の対策になります。そのた
め、接種券を受け取っていない人でもワクチンを接種
できる職域接種の体制を整え、希望する人が安心し
て接種できる機会を確保したいと思っています。幸

いなことに本学には保健医療学部があり、看護師資
格を持つ看護学科の教員の協力を得ることができま
す。協力していただく医師の確保をはじめ、様々な
準備が必要となりますが、１回目を８月中、２回目を
９月中の２日間ずつ、いずれも尼崎キャンパスで実施
する予定です。海外渡航については、外国での感染・
発症、または外国での感染後の帰国による変異株の
拡散を予防するため、秋学期以降の留学やグローバ
ルスタディでの出入国の場合、原則としてワクチン接
種済みであることを求めたいと思っています。
　大学としての課題には、「学生間の交流が十分持
てない」「成績の善し悪しに関わらず知識やスキルを
修得したという実感を学生が持ちにくい」ということ
等があります。これらについては教職員のケアによっ
て改善しようと努力しています。
　他方、経済的に困っている学生をどう支援するか
は深刻な問題です。今年度は国からの直接支援が
乏しいこともあり、アンケートで「授業料が払えない」
と答える学生が7.5％（207人）もいるのです。「アル
バイトの減少による収入減」との回答も26.3％（726
人）に達しています。
　こうした状況にある後輩たち、特に留学生に対す
る経済的支援を皆さんに是非とも検討していただき
たいと思います。奨学資金として大学に寄附していた
だく方法や、神戸市が行っているふるさと納税サイト
「ふるさとチョイス」から本学を指定して学生支援の
ために寄附を行っていただくなどの方法があります。
以愛為園の精神で、後輩のためにご協力を頂ければ
幸いです。

コロナ禍２年目への対応



新役員より一言

役　職 名　前 卒業年 卒業学部・学科
会　長 德永　　茜 2005 関西国際大学 人間学部（新任）
副会長 福永　雄悟 2012 関西国際大学 教育学部（新任）
副会長 梶田幸三郎 2013 関西国際大学 教育学部（新任）
会　計 杉野　洋子 1997 関西女学院短期大学 経営学科（再任）
会　計 楠田　奈母 2010 関西国際大学 人間学部（新任）
理　事 横内　寛子 1992 関西女学院短期大学 経営学科（再任）
理　事 シュレスタ・ビブシャン 2002 関西国際大学 経営学部（再任）
理　事 安東　大起 2005 関西国際大学 人間学部（新任）

役　職 名　前 卒業年 卒業学部・学科
理　事 山田　啓典 2004 関西国際大学 経営学部（再任）
理　事 田中　聡祐 2009 関西国際大学 経営学部（再任）
理　事 井上　　梓 2012 関西国際大学 教育学部（再任）
理　事 中島規久彦 2012 関西国際大学 教育学部（再任）
理　事 山本　　誠 2012 関西国際大学 教育学部（新任）
理　事 川上　草平 2014 関西国際大学 人間科学部（再任）
監　事 浮田　　泉 関西国際大学 経営学部教授
監　事 山口　千弥 2004 関西国際大学 経営学部

新役員紹介

神戸山手へ移られて一言

このたび、以愛為縁同窓会の理事を務めさせていただくことになりまし
た2010年３月卒業生の楠田奈母と申します。私は現在、関西国際大学の
職員として勤務しております。微力ではございますが、大学と同窓会の橋渡
し役になれるよう誠心誠意努力して参りたいと考えております。
2020年４月には、学校法人濱名学院と学校法人神戸山手学園が法人合

併を行い、学校法人濱名山手学院が誕生しました。神戸山手キャンパスが
増えて３キャンパス体制となり、学びの場がさらに広がりました。コロナ禍
により社会が大きく変化し、また本学院も大きな変化のなかにありますが、
日々の学生たちの姿を通して、今後ますます発展していくものと確信してお
ります。同窓生の皆さまからも、より一層ご支援いただけますと幸いです。
今後も同窓生が交流を深められるよう、精一杯努めたいと思っております

ので、ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。また、一日も早い新型コロ
ナウイルス感染症の終息と、皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

理事  楠田 奈母

新役員になりました、2012年卒業の山本誠です。よろしくお願いいたします。
僕が入学したときはちょうど尼崎キャンパスができかけている頃で、１年

目は三木キャンパスで、そして２年目からはピカピカの尼崎キャンパスで過
ごしました。今は神戸山手キャンパスもあるということで、母校の成長を嬉
しく感じます。
卒業して10年ほどになります。10年ひと昔と言いますが、学生時代のこ

とは昨日のように感じつつ、懐かしくも思っています。戻れるものなら戻り
たい。そしてもうちょっと頑張って色々資格とか取っとけばもっと楽だったの
になあってみなさんも思いませんか？（笑）
大学生活は今思うと長～い夏休みだったように思えます。勉強するもよ

し、バイトするもよし、ダラダラするもよし。何もかも自由でした。先生方
や仲間たちと過ごした日々、サイゼリヤで安いドリアを食べたり、夜通しボ
ウリングをしたり…。
同窓会の活動を通して、みなさんとそんな昔懐かしい感覚に思いを馳せ

たり、現役の学生さんの手助けをできたりしたらいいなと思います。

理事  山本 　誠

このたび、以愛為縁同窓会の理事を仰せつかりました安東大起でござい
ます。縁があり、学校法人濱名山手学院で評議員としても務めさせていた
だいております。
また私自身は大学・大学院と６年間も大学にお世話になりました。多く

の先生方に、お世話にしかならない学生生活で、恥ずかしい限りではあり
ますが...。輝しい時を、あれほど一緒に過ごした学友も、卒業して10年も
経つと、今でも仕事上での付き合いがある学友は時々連絡を取りますが、
交流が薄れてしまっている学友がほとんどです。
皆さまも、「あいつ、元気にしてんのかな？」「あの子、どうしてんのかな？」

と時々、ふとした時に思うことがあるのではないでしょうか。
学生時代に紡いできたひとり一人との縁。それが永続的に発展するような

繋がりになるよう、理事として同窓会に貢献させていただきたいと存じます。

理事  安東 大起

このたび、以愛為縁同窓会の監事を務めさせていただくことになりまし
た2004年卒業生の山口千弥と申します。私は、前期まで以愛為縁同窓会
の会計に就任しておりましたが、今期より監事に就任することとなりました。
現在は、兵庫県明石市にて税理士事務所を開業しています。税理士とし

て、会計人として、微力ではございますが、以愛為縁同窓会の運営が円滑
に行えるようにお役に立てればと思っております。
私が2004年に卒業してから16年、大学も大きく変わったことに驚いており

ますが、2020年４月の学校法人濱名学院と学校法人神戸山手学園の法人合
併によりさらに学びの場が広がったことは喜ばしいことだと思っております。
昨年からの新型コロナウイルス感染症拡大により、人々の交流に大きく

変化をもたらしておりますが、一日も早く新型コロナウイルス感染症が終息
し、以愛為縁同窓会を通じて、同窓生との交流を深めることが出来る日を
願っています。

監事  山口 千弥

心理学部教授  山本 昌宏 先生
以愛為縁同窓会の皆さまには、ますますご健勝の

こととお喜び申し上げます。今春、国際コミュニケー
ション学部と心理学部が神戸山手キャンパスに移転
しⅡ号館のリニューアル工事も５月末で完了したこ
とで名実ともに神戸の街に新キャンパスがスタート
しました。私の所属する心理学科は、歴史と金物の

街三木から、異国情緒あふれる神戸へと移転しましたが、私自身の通勤方法
も車通勤から電車通勤へと様変わりし、前職の県警本部が近接地にあるなど
種々感慨深いものがあります。さて、神戸山手キャンパスは高さ180ｍの諏
訪山の麓に位置しますが、諏訪山は戦前には動物園や温泉もあったレジャー
スポットで、現在も諏訪山公園や見晴らし抜群のヴィーナステラスなどがあ
り、Ⅰ号館近くには源義経公が一ノ谷の合戦前に武運を祈ったと伝えられる
諏訪神社があります。コロナ禍の真只中ですが智略に富み大志を抱いて時代
を駆け抜けた義経公にあやかり、本学の若者達が逆境においてなお奮い立ち
学びを重ね、社会という名の大海原でたくましく活躍されんことを願ってや
みません。皆さまの益々のご健康とご多幸をお祈り致します。

国際コミュニケーション学部教授  越山 泰子 先生
国際コミュニケーション学部英語コミュニケー

ション学科は、本年度2021年の４月、たくさんの
思い出を胸に尼崎キャンパスから山手キャンパスに
移転いたしました。新しいキャンパスは、諸外国の
文化の香りの漂う国際都市神戸にあり、まさに「国
際コミュニケーション」を学ぶ学生さんにとっては

抜群の環境だと言えるでしょう。昨年度は新型コロナ感染症の問題も起こり、
当初計画していた様々な学修プログラムやイベントも変更せざるを得なく
なったケースもありますが、何よりも学生さんの学びを第一に、方針の見直
しや軌道修正などをしながらも常に最善の方法を模索しております。国際コ
ミュニケーション学部になってからまだ２年しか経ておらず、その目紛しい
変化の中で、学生さんの学修や環境への適応を支援するべく日々全身全霊で
教育活動や研究に取り組んでいます。元町からキャンパスへつながる上り坂
の如く色んな意味でチャレンジ多きスタートとなりましたが、心には「微笑
み」を絶やさず頑張っていく所存です。



第６回定期総会の開催&ホームカミングデー延期のお知らせ

　初秋の候、同窓会会員の皆さまにおかれましては、コロナ禍
にあってご苦労も多いかと拝察いたしております。
　定期総会については昨年同様、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。
　また、ホームカミングデーにつきましては、役員で慎重に検
討いたしました結果、感染拡大の不安を抱えての開催について
は、延期已む無しとの結論に至りました。
　特に銀祝・銅祝の表彰対象の卒業生の皆さまにおかれまして
は、（1995年３月・1996年３月短大卒：銀祝）・（2005年３月・
2006年３月四大卒：銅祝）誠に申し訳ございませんが、何と
ぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

　開催日程が決まりましたら皆さまに改めてご案内申し上げ
ます。

以愛為縁同窓会　会長  德永 　茜 記
日　時： 2021年11月27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  301  KUISホール
内　容： 2020年度事業報告・決算報告
 2021年度事業計画（案）・予算（案）
 その他
★ 当日は対面、オンライン併用で開催いたします。詳しく

は同窓会HP（Bikita）で確認してください。
※ 対面で出席される方については府県を跨いでの参加はご

遠慮ください。

第５期（2020年度）事業計画　2020年９月１日～2021年８月31日＆今後の予定
第５期事業年度計画　2020年９月１日～2021年８月31日
① 会報Vol.4発行
② 新規会員へBikita（会員専用HP）パスワード発行
③ 共催講座開催
④ スポーツ振興資金寄付金
⑤ 卒業記念品の贈呈
⑥ 課外活動表彰者副賞贈呈
⑦ 会員子息・子女入学お祝金

今後の予定
① あじあん祭 10月16日（土）・17日（日）　於：三木キャンパス
② 諏訪山祭 11月13日（土）・14日（日）　於：神戸山手キャンパス
③ HEARTフェスタ 11月20日（土）・21日（日）　於：尼崎キャンパス
④ 第６回定期総会 11月27日（土）　於：尼崎キャンパス
 ★定期総会開催日は例年と異なっておりますのでご注意ください。

※ ①～③の大学祭開催については予定です。今後の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。

卒業見込みの困窮学生を対象とした給付奨学金を構想中!!
　昨年来の新型コロナ感染症の影響
で、学生のみなさんを取り巻く学修
環境はもとより経済的環境も著しく
変化しております。
　学生本人のアルバイトの機会も減

り収入が減少していることは勿論のこと、家計維持者（父、母）
の就業環境の変化が、収入（売上）や給与の減少に直結、生活
困窮で学費の支払いに支障をきたし、学費未納による除籍処分
となる学生が散見されるようになってきました。

　国が設けている各種支援制度もスピード感のあるものとは言
えません。そこで、以愛為縁同窓会では、４年生で、①来春３
月に卒業見込みで、かつ、②就職先が内定している学生（留学
生を含む）を対象として、第Ⅱ期の学費総額を限度として給付
型奨学金を新たに創設することとなりました。
　本件奨学金を希望する学生は、同窓会事務局（各キャンパス
学生課）へお問い合わせください。
　書類審査と面接により給付金額を決定します。

　神戸市へのふるさと納税による学生支援事業に、昨年度は
52件のご寄附を賜り、消毒液や学食のパーテーション等87万
円分を購入しました。
　ご寄附をいただきました皆さまに厚く御礼申し上げます。

神戸市ふるさと納税　「KOBE学生サポート」へのご協力のお願い

◎「ＫＯＢＥ学生サポート　市内大学等応援助成」
 ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」から、
 ・自治体：神戸市　→　使い道：KOBE学生サポート　→　アンケート欄：関西国際大学
 と選択してご寄附いただきますと、本学学生への経済的支援や学内感染防止策等に活用されます。
 ※神戸市外在住の方は返礼品も対象となりました。

◎2021年度活用予定
 ・キャンパス内における新型コロナウイルス感染症まん延防止対策
 ・学生に対するワクチン接種促進支援
 ・経済的な困窮度が高い私費外国人留学生に対する支援

　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。



小規模同窓会補助

　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!!
　特に尼崎キャンパスでは、夜間講座がオンラインでも開講さ
れており、お仕事帰りに受講することも可能です。
　是非、母校で学び、スキルアップして見ませんか!!

★  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。）

　部活・サークル・ゼミ等のメンバー（会員５名以上）で、小規模同窓会を開催された場合の
一部補助（１回につき１人1,000円で年２回まで）については、引き続いて実施します。

詳細は同窓会HP（Bikita）の専用ページをご覧ください。
但し、コロナウイルス感染症が終息するまでは、実施は自粛するようにしてください。

【お問合せ】関西国際大学 社会連携課
尼崎キャンパス：尼崎市潮江１-３-23 ☎06-6496-4103
三木キャンパス：三木市志染町青山１-18 ☎0794-84-3505
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
西
国
際
大
学
　
公
開
講
座

関
西
国
際
大
学
　
公
開
講
座

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▶

入学祝金

公開講座のご案内

　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円を差し上げます
ので申請してください。
　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。

スポーツ振興資金寄付金を贈呈
　去る2021年３月15日（月）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横
内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、保護者や地域の皆さまを
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

　以愛為縁同窓会では、現在年１回同窓会報を発行しております。会報では、ホームカミングデーのご案内、公開
講座の案内、小規模同窓会開催の報告等を掲載してきました。昨年来コロナ禍の影響で多くの行事やイベントの
開催が見送られている状況が続いています。同窓会では、会員の皆さま方から実施して欲しい企画や開催して

欲しい講座、聴きたい著名人の講演会などを募集しています。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、ご意見ご希望をお気軽にお寄せください。

https://www.bikita.jp

WEBで
同窓会を
楽しもう！

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）

▶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

研修講座
「笑育のすすめ」

教育学部
教授  百瀬　和夫

８月27日
３月頃

以愛為縁同窓会共催講座
「喜多川泰講演会」 作家  喜多川　泰 10月頃

世界の有力紙
“Financial Times” で学ぶ
国際政治経済

国際コミュニケーション学部
教授  渡邊　頼純 未定


