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　平素は関西国際大学同窓会に格別のご協力を頂
き、誠に有難うございます。同窓会会員の皆さま
におかれましては、益々のご健勝とご活躍のこと
心よりお慶び申し上げます。
　去る、2017年１月28日第１回定期総会が開催さ
れ、役員選考が行われ、重要な役を仰せつかりま
した。旧同窓会緑風会の会長から引き続き大学並
びに卒業生の皆さまの発展に微力ながら注力して
いく所存ですので改めてご協力のほどお願い申し
上げます。
　私は、在学中恥かしながら学校法人濱名学院の 
建学の精神を深く存じませんでした。「以愛為園」

（愛をもって学園となす）の精神で発展してこられ
た関西国際大学。教育理念にあります、「世界的視
野に立ち、人間愛にあふれ、創造性豊かで行動力
のある人間の育成をめざす、知性あふれる学問の
場である。」ことを常に求め続けている結果、また
グローバルな社会へ順応した結果、今の素晴らし
い大学へと発展されたのだと感じております。
　関西国際大学同窓会も「以愛為園」の精神を生
かし、少しでも多くの卒業生の方々に素晴らしい

出会いの機会をつくり、感動を味わってもらいた
いと思っております。そして大学と共に変化・変
革を恐れず日々成長していきたいと思っておりま
す。その恩恵を一番享受しているのが私ではない
かと思います。皆さまには、出来る限り多くの新
しい出会いと感動を共有できる空間をつくること
をお約束いたします。
　また、この３月25日の卒業式は、自分が経験し
てから十年程振りに出席させていただきました
が、厳かな雰囲気の中にも多くの保護者のご出席
により華やかさもあり、時代と共に式典も様変わ
りしていることに驚かされました。
　本年は関西女学院短期大学開学（1987年4月）
から30年、来年は関西国際大学開学（1998年）か
ら20周年を迎えます。全国から一人でも多くの参
加をしていただき、満足してもらえるよう、実行
委員会でいろいろな企画を考えアイデアを練って
もらっています。
　ぜひ皆さま奮ってご参加いただくことをお願い
いたします。

　関西国際大学とその前身である関西女学院短期
大学の卒業生の皆さま、この度は同窓会組織の再
編による新組織「以愛為縁同窓会」の発足、誠に
おめでとうございます。
　関西国際大学は来春開学20周年を迎え、人間に
例えれば成人式を迎えます。前身である関西女学
院短期大学が1987年に開学したのは今から30年前
ですが、1998年開学の大学も大きく成長してきま
した。8年前に尼崎キャンパスが開設し、学部は
人間科学部、教育学部、保健医療学部となり、今
春保健医療学部（看護学科）の1期生が卒業し医
療現場に巣立っていきました。現在は3学部5学科
入学定員505名、大学院修士課程の人間行動学研
究科、看護学研究科の体制となりました。
　これまでの卒業生数をみると、短大5,816名、
同専攻科10名の計5,826名、大学5,316名、大学院
68名の計5,384名、合計11,210名を数えるところと
なりました（2017年3月末現在）。このうち新しい
同窓会に10,848名が加入しています。
　同窓会の名称を「以愛為縁」とされたのは、大
学と短大に共通する学院の建学の精神「以愛為
園」に由来すると伺っています。1950年に尼崎で
開園した愛の園幼稚園から始まった学院の建学の

精神「以愛為園」は、大学・短大を卒業された会
員の皆さまが受けてこられた教育に共通する理念
であります。他者に対する思いやりや他者を受け
入れる姿勢と実際にその思いを行動に移すことの
重要性は、80年近く前も現在も変わっていませ
ん。人種、民族、宗教による差別や対立が激化し、
それが政治、テロ、戦争として人間の尊厳や生死
を分かつことが目につくようになった昨今の世界
情勢には心が痛みます。自分とは異なるものを排
除し、自分たちのみの利益を優先しようとする排
他主義が強まる社会にあって、皆さまが輪講形式
での「人間学」を必修科目とする同じ精神の教育
を受けてこられたことを「縁」とし、交流し協働
する機会をもたれることは母校として大いに歓迎
いたします。その交流の場として、三木と尼崎の
2つのキャンパスに「帰省」して頂くことを楽し
みにしています。
　来年に向けて、本学は様々な形で20周年記念事
業を企画、展開して参ります。皆さまにとって、
母校や後輩との“絆”を思い出し、再確認して頂
きますようにお願い申しあげます。
　以愛為縁同窓会の今後のご発展と卒業生の皆さ
まのご健勝とご多幸をお祈りしております。

会報



役員理事紹介 同窓会の再出発に期待

役　職 名　前 卒業年度

会　長 吉岡　康訓 2004

副会長 福永　雄悟 2012

副会長 徳永　　茜 2005

会　計 山口　千弥 2004

会　計 山本　　誠 2012

理事（広報・企画） 横内　寛子 1992

理事（広報） 山田　啓典 2004

理事（広報） 松田　一宏 2012

理事（総務） 井上　　梓 2012

理事（総務） 杉野　洋子 1997

理事（総務） 田村健太郎 2015

理事（企画） 藤本　敬史 2012

理事（企画） 中島規久彦 2012

理事（企画） 梶田幸三郎 2013

理事（企画） シュレスタ・ビブシャン 2002

理事（企画） 原口　良太 2009

監　事 浮田　　泉 経営学科教授

監　事 森田　　健 キャリア支援課
アドバイザー

顧　問 有本　　純 学生センター長

顧　問 木本　孝美 学生課長

　緑風会と後発の新同窓会の二団体が合併し、新た

に以愛為縁同窓会が、昨年秋に発足しました。学生

センター長として、約８年をかけて活性化と統一を

働きかけてきましたので、実現できたことへの喜び

もひとしおです。過去には様々な経緯もありました

が、これからは心機一転、同窓生のための組織とし

て、また大学を支える役割としてご尽力戴けるもの

と、大いに期待しています。

　同窓会は母校愛に支えられており、本学を卒業し

て良かったと思って戴ける卒業生を会員として、発

展していく組織です。来年（2018年）は大学創立

20周年の節目に当たる年ですが、同窓会の果たす

役割も存在感も大きくなるよう、組織を固められ、

安定した運営がなされるよう、学生センターとして

もできる限りサポートして参ります。

　今後は、会員の増加により、各地に支部が発足

し、同窓会がますますの発展を遂げられることを期

待し、会報第１号の発刊をお祝い致します。

学生センター長　有本　純

以愛為縁同窓会　設立総会（2016.11.19） 以愛為縁同窓会　設立総会 懇親会（2016.11.19）



　第1期事業年度（2016年11月19日～2017年8月31日）について、同窓会への入会のお祝いとして卒業
記念パーティーへの補助や、会員の小規模同窓会開催に対する補助金支給事業を展開していく。また、将来の
会員となる学生への支援として、課外活動表彰者への副賞の贈呈や、学生が主体となって企画した計画に対し、
補助をする。

第1期事業年度（2016年度）事業計画及び
第2期事業年度（2017年度）事業計画（案）

【第１期事業年度】

【第2期事業年度計画】（案）

2016年11月19日～2017年8月31日

2017年9月1日～2018年8月31日

① 以愛為縁同窓会設立総会後、懇親会の開催（11月）
② 卒業記念パーティーに対して補助（3月）
③ 課外活動表彰者に対する副賞贈呈（3月）
④ スポーツ振興基金への寄付（６月）
⑤ 大学の食堂でＣＳ（スポーツチャンネルの提供）への一部補助（発生時）
⑥ 会報・会員専用HP（Bik ita）のパスワードの発行・会員の名簿調査（8月）
⑦ ゼミ、クラブ・サークル、地域単位など小規模同窓会開催への補助（随時受付）
⑧ 卒業生もしくは、卒業生の子どもの関西国際大学・大学院入学に対する補助（随時受付）
⑨ 会員の慶弔　祝電・弔電等を連絡があった場合に同窓会として送る（4月～随時受付）
⑩ 学生の企画に対して補助

① 卒業記念パーティーに対して補助（3月）
② 課外活動表彰者に対する副賞贈呈（年２回）
③ スポーツ振興基金への寄付（６月）
④ 大学の食堂でＣＳ（スポーツチャンネルの提供）への一部補助（発生時）
⑤ 新規会員への会員専用HP（Bik ita）のパスワードの発行
⑥ ゼミ、クラブ・サークル、地域単位など小規模同窓会開催への補助（随時受付）
⑦ 卒業生もしくは、卒業生の子どもの関西国際大学・大学院入学に対する補助（随時受付）
⑧ あじあん祭・ハートフェスタでの広告協賛（10月・11月）
⑨ あじあん祭・ハートフェスタでの卒業生が出演する際の出演料の補助（発生時）
⑩ 同窓会事務局開設に向けての準備
⑪ その他（同窓会が必要と認めたもの）

スポーツ振興基金贈呈式（2017.6.17）以愛為縁同窓会　第１回定期総会（2017.１.28）



関西国際大学創立20周年・関西女学院短期大学創立30周年記念事業について

小規模同窓会補助 今後の予定

第2回定期総会
　10月28日（土）AM　
　関西国際大学　三木キャンパスにて

ホームカミングデー
　10月28日（土）PM
今回の銀祝対象は、関西女学院短大４期生（1992年卒業）
銅祝対象は、関西国際大学1期生、短期大学部３期生（2002
年卒業）の方です。

ぜひ皆さま予定していただき、ご参加ください。なお、詳細
につきましては、９月に改めてご案内させていただきます。

部活・サークル・ゼミなどのメンバーと久しぶりに会ってみませんか？
積極的に学生時代の友達と会ってみませんか？
簡単な手続きで会員5人以上集まったら、開催費の一部を補助します。

（補助は、１回あたり一人１０００円で年間2回まで）
会員であれば、どんな集まり（勉強会・飲み会・OB会など）でもOK！
手続き方法は、スマホやパソコンなどでbik i taの専用ページから申請
するだけで必要書類を指定された住所まで届けますので、簡単な書類と
領収書と写真を提出ください。代表者の方に補助金を振り込みます！詳
細は同窓会のビキタの専用ページをご覧ください。

関西国際大学を設置している学校法人濱
名学院は、創設者濱名ミサヲが「戦後の復興
は教育、特に幼児教育にあり」との信念のも
と、「以愛為園」即ち「愛をもって学園となす」

を建学の精神として「愛の園幼稚園」 ( 現在の「認定こども園
　難波愛の園幼稚園」)を尼崎市に創立したのを創始としてい
ます。その後、昭和28年に関西保育福祉専門学校を尼崎市
に設置、昭和62年三木市の協力を得て関西女学院短期大学
を同市に設立。平成10年には関西国際大学を同市に設立し、
平成21年には尼崎キャンパスを開設して今日に至っています。
　今年は短期大学創立から数えて30年、来年は大学創立20
周年を迎え、学校法人濱名学院全体として第二次中期計画

（2017年～2021年）を推進するとともに、「関西国際大学創
立20周年・関西女学院短期大学創立30周年記念事業」とし
て、「安全・安心社会をリードする関西国際大学」のキャッチ
フレーズのもと、本学の特色ある教育活動を一層展開すべく、
次の事業を計画・推進中です。

主な記念事業
⃝創業の地である尼崎地域におけるキャンパスの拡充・再編
⃝三木キャンパスの計画的整備
⃝学部学科等の改組・拡充と教育プログラムの改編
⃝奨学事業の推進（留学生支援、ＧＳ／ＣＳほか学生活動支援）
⃝�創立記念式典（2018年9月29日）及び記念連続講演会の

開催（2017年秋から順次）
⃝記念出版

記念事業募金のお願い
　そして、この事業推進に向けて、寄附金の募集を準備中です。
卒業生の皆さま方におかれましても、ご寄附いただいた際に
は、寄附金額から2千円を控除した金額の40％を所得税額
控除として受けることができますので、ぜひ、ご支援賜ります
ようお願い申し上げます。
　なお、ご寄附いただくにあたりましては、あまりお手を煩わ
せずに済むよう、ネットからご寄附いただけるよう準備中です。
　募金は本年9月から開始させていただきます。詳しくは本学
のホームページをご覧ください。

母校・同窓会の情報が満載！

転勤・引っ越し・結婚などで通信先の変更がある場合はセ
キュリティフォームメールからお知らせください。

住所変更

あなたのホームページにリンクします。詳しくは「広告につい
て」からフォームメールを送信してください。

広告募集中

同窓会ホームページを開設しました！
会員登録ができるのは同窓生だけですのでご安心ください。

https://www.bikita.jp

同窓会員の皆様の日常的なコミュニケーションの場となるSNS形式のホームページを導入しました。
懐かしい再会、新しい出会いの場として楽しくご利用ください。

このホームページは小野高速印刷㈱の運営する同窓会コミュニティサイトBikita を利用します。

あなたが登録した内容が表示され
ます。(変更可)友達の名刺を、名刺
一覧から探してみましょう。

友達の名刺からメッセージが簡
単に送れます。受信通知をEメー
ルに転送できます。

会員登録なしで利用される場合

会員登録をして利用される場合

●お知らせ等の閲覧ができます

●仲間同士でコミュニティも作れます
●フォトアルバムで同窓会や、同期会等の写真も閲覧できます
●住所変更届をホームページ上から簡単におくれます
●同期会などの開催案内をご覧になれます
●携帯版ビキタを利用できます

●大学・同窓会についての情報（写真含む）をごらんになれます
●お問い合わせフォームをご利用になれます

同窓会
開催補助

小規模同窓会の補助を始めます。
会員５人以上‼︎簡単な手続きで開催費の一部を補助します。

関西国際大学経理課募金担当
尼崎キャンパス　TEL 06-6496-4304

お問い合わせ先
募金担当事務局


