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　関西女学院短期大学同窓生、関西国際大学同窓
生の皆さまにはますますご清祥のこととお慶び申し
上げます。日頃は、当会の活動に関しましてご指導・
ご協力いただき厚くお礼を申し上げます。 2017年
10月より以愛為縁同窓会会長の大役を仰せつかっ
ております2012年卒業生の福永雄悟でございます。
　本年（2018年）に関西国際大学は、創立20周年
を迎えます。現在は、三木市、尼崎市と二つの地
でますます発展の一途をたどっていることは、皆さ
まご存じの通りでございます。
　以愛為縁同窓会も、関西国際大学の20周年を記
念いたしまして、10月20日（土）に神戸ハーバーラ
ンド発着のコンチェルトの船内におきまして、定期
総会と合わせまして記念パーティーを開催いたしま
す。多くの会員およびご家族にお越しいただきまし
て、非日常の神戸の爽やかな風を感じながら交流
を深めることができたらと計画しました。是非ご参
加くださいますようお願いいたします。
　また、大規模な同窓会には、開催場所や時間な
どで参加しにくい会員の方々に向けて、小規模な

同窓会であっても開催費用を補助する事業を行っ
ております。３面にも掲載しておりますが、少しず
つ利用していただき同窓生同士の絆が深まってい
るようで大変嬉しく思います。さらにこの４月入学
生より、お子さまの関西国際大学への入学の際に
は、入学祝い金を本同窓会が支給するという事業
も始まっております。ぜひ会員の皆さまのお子さま
が関西国際大学に入学する際にはご利用ください。
これから小規模の同窓会を開催してみたいという
会員の方、2018年度入学生の保護者である会員の
方は、以愛為縁同窓会ホームページにアクセスし
ていただき、手続きをいただきますようお願いいた
します。
　最後になりましたが、本同窓会は緑風会と関西
国際大学同窓会が合併し、まだ数年の歴史しかご
ざいません。しかし、総勢11,600名以上の会員の皆
さまがいらっしゃいます。その皆さまの交流の機会
をこれからもしっかりと作っていきたいと思います
ので応援いただきますようお願いいたします。

　1998年４月に本学が開学して満20年が経過しま
した。大学としての成人式である。第１期生の諸
君が卒業して17年がたち、前身の関西女学院短期
大学が開学した1987年から数えれば31年というこ
とになります。
　今年になって、短大の最後、大学の初代学長で
あった村上敦先生と、副学長であった田中禮次郎
先生が相次いで他界されました。本学の教育の基
礎固めをされた両先生とのお別れは大変寂しいこ
とで、20年という時の流れを感じました。
　20周年にあたって、大学としての公式行事は国内
外からのゲストをお招きしての記念式典（９月29日）
をはじめ、以愛為縁同窓会と共催で10月20日に船上
で卒業生の皆さんと歴代教職員との祝賀パーティー
を開くことにしています。また、全５回の記念連続
講演会をすでに１月からスタートしています。
　20年のふりかえりは刊行予定の記念誌の中で詳し
く書かせて頂きたいと思いますが、村上、田中両先
生をはじめ開学前後の本学の建学の理念と教育目標
づくりについて今回はご紹介したいと思います。
　「以愛為園（愛をもって園となす）」は、本学の
設置母体である学校法人濱名学院が難波愛の園幼
稚園を1950年に開園して以来のもので、他者に対
する思いやりや他者を受け容れる姿勢を持った人
間教育の場であることを理想として掲げられ、短
大もこの精神を引き継ぎました。
　しかし、４年制大学に昇格させていく過程で、

大学名に“国際”を掲げ、これからの日本はアジア
太平洋地域との関係が深まる。アジア太平洋地域
のために貢献し活躍できる人間を育成したいという
先生のビジョンと以愛為園の理念を両立させるべ
く、私たちがまとめた教育目標が、“自律性”、“社
会的貢献性”、“多様性理解”をコンセプトにした
本学の教育目標でした。その後2006年にこれらを
基礎に“コミュニケーション力”や“問題発見力”
を加え、発展させ設定したのがKUIS学習ベンチ
マーク（現学修ベンチマーク）です。
　文部科学省への設置認可申請が他大学以上に順
調に進み、補正申請といった構想修正を一切求め
られることがなく、そのゆとりから取り入れたのが、
当時はまだ珍しかった筆記試験だけに頼らないAO
入試、GPA、日本初の学習支援センターの３つの
取組でした。いまや、３つの取組も多くの大学に広
がり、GPAを導入している大学も８割を超え、中
央教育審議会は卒業や進級判定にGPAを活用す
ることを奨励しているほどです。
　インバウンド観光客の増加に表れているように、
アジア諸国との関係の強まりが我が国の経済発展
を支えています。
　当時の構想が社会に定着するのに20年近くの時
間を要しました。課題や修正すべき点もあったと思
いますが、KUISのめざしてきた教育の方向性は“先
進”であり、皆さんの中に間違いなく“種”はまか
れています。皆さんの手で育て、世界や社会で“花”
を咲かせて頂くことを期待しています。この機会に
母校を再訪し、皆さまの“花”をみせてください。

会報

開学20周年に思う



新役員紹介

第2期事業年度

中期的展望に立って実現可能な事業から随時実施予定

2017年9月1日～2018年8月31日
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（3月・9月）
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	名簿調査及び会報の発行
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	あじあん祭・HEARTフェスタでの広告協賛（10月・11月）
⑩	あじあん祭・HEARTフェスタでの卒業生が出演する際の謝礼（発生時）
⑪	同窓会事務局設置準備
⑫	学生の企画に対して補助
⑬	ホームカミングデーの補助または記念品

①	大学祭（あじあん祭・HEARTフェスタ）へのイベント出展
②	地方支部設立の支援
③	関西国際大学大学院の聴講及び公開講座参加に対する補助
④	在学生との交流会（就職座談会の開催）
⑤	著名文化人の講演会開催
⑥	同窓会奨学金の創設

役　職 名　前 卒業年

会　長 福永　雄悟 2012

副会長 井上　　梓 2012

副会長 徳永　　茜 2005

会　計 山口　千弥 2004

会　計 川上　草平 2014

理事（広報・企画） 横内　寛子 1992

理事（広報） 山田　啓典 2004

役　職 名　前 卒業年

理事（広報） 松田　一宏 2012

理事（総務） 北井　智久 2004

理事（総務） 杉野　洋子 1997

理事（総務） 田村健太郎 2015

理事（企画） 山本　　誠 2012

理事（企画） 中島規久彦 2012

理事（企画） 梶田幸三郎 2013

役　職 名　前 卒業年

理事（企画） シュレスタ・ビブシャン 2002

監　事 浮田　　泉

監　事 森田　　健

顧　問 有本　　純

顧　問 上古代英弐

第2期事業年度（2017年度）事業計画

　第２期事業年度（2017年9月1日～2018年8月31日）については、これまで通りの同窓会への入会の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に加え、今年度から卒業生もしくは、卒業生の子どもの関西国
際大学入学に対する祝い金の支給を開始します。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ことを中心に計画します。

　このたび、以愛為縁同窓会新役員に選出されました、人間科学部人間心理学科2014年卒業生の川上草平と申
します。私は現在、関西国際大学の職員として勤務しているため、同窓会役員としての会務を通じて、大学と同
窓会の橋渡し役として相互的な発展に寄与していきたいと考えております。関西女学院短期大学が昨年創立30
周年を迎えました、今年は関西国際大学が創立20周年を迎えます。この機会に、卒業後、同窓会や大学とは疎
遠になっておられる方もこの会報を通じて、ご関心をお持ちいただければ幸いです。
　今後も同窓生相互の交流を深められるよう、役員一同、精一杯会務を努める所存でございますので、ご支援を
賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

（会計　川上　草平）

新役員
あいさつ

第２回定期総会（2017.10.29）

ホームカミングデー（2017.10.29）



第18回（2017年10月28・29日）あじあん祭を開催（三木キャンパス）

開 催 日：2017年9月23日　
開催場所：Borabora	神戸三宮店
参加人数：7名

開 催 日：2017年10月20日
開催場所：たつの市	BBQパーティー
参加人数：5名

開 催 日：2018年2月17日
開催場所：天安閣（神戸）
参加人数：55名

開 催 日：2017年4月30日
開催場所：ふくみみDining
参加人数：10名

関西女学院短期大学7期生の河内山
ゼミの集まり。
毎年実施している。

2005年卒業生の松山ゼミの集まり

神戸市で教員として働く同窓生の有志が田上先生
の呼びかけによって今回の同窓会となった。校種・
年齢を問わず、恩師にも出席いただき、貴重な機
会となった。今後も継続していく予定です。

2005年卒業生の松山ゼミの集まり

ゼミ同窓会

ゼミベースの集まり

神戸市教員の集まり

ゼミベースの集まり 同好会同窓会

小規模同窓会補助

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ビキタの専用ページから申請書と領収書・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。

小規模同窓会の補助を活用してください。
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。

開 催 日：2018年2月25日
開催場所：ROUND１（尼崎駅前店）
参加人数：11名

大学同好会「ハッピースマイルOB・OG会」

　「水のようになれ」をテーマに、本学学生は新たな次のステージへと成長することを目標に計画をして
きました。その結果、地域の方々の多大なるご協力もあり、無事盛況の内に終えることができました。
　台風22号の接近により、両日ともに悪天候に見舞われ、外のイベントは中止となり、また29日は模
擬店も中止となりましたが、三木市など近隣の方々をはじめ、遠方からも多くのご来場を賜り、約900
人の方にお越しいただくことができました。
　また54にものぼる企業、団体様より協賛を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　両日ともに多数の企業、団体様からもご出店をいただき、感謝しております。来年も何卒よろしくお願
い申し上げます。
　卒業生の方々にも数多くお越し頂き、同級生・教職員との再会を喜んで頂けた事も貴重な財産だと思
います。
　さらに本学卒業生からも2組がイベントにご出演くださいました。
◦落語家:桂あおば　　◦ダンス＆ボーカルグループ	T igh -Z

前年度に引き続いてご出演していただきました。卒業生の方々の飛躍を強く感じられた2日間でした。
次年度のお越しも楽しみにしております。今回、実行委員長として本当に貴重な経験をさせていただきました。
今後のあじあん祭をよりよくするために活かしていきたいと思います。
来年の第19回関西国際大学あじあん祭も是非ご期待下さい！		　　　　　　　　　　　（あじあん祭実行委員会委員長　藤澤　優）

小規模同窓会開催



関西国際大学大学院入学（編入学を含める）及び、
以愛為縁同窓会会員の子息子女の関西国際大学入学に
対してお祝い金をいたします。

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活用して下さい 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ビキタを利用します。

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

関西国際大学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

入学祝金！！ 今後の予定

　今年、関西国際大学は創立20周年を迎えます。また、昨年、関西女学院短期大学は創立
30周年を迎えました。
　例年、関西国際大学三木キャンパスにて開催されておりました総会及びホームカミングデー
を今年は関西国際大学20周年記念事業・関西女学院短期大学創立30周年記念事業として、
神戸港（ハーバーランド）の代表的なコンチェルトクルーズにて開催いたします。
　11時より停泊中のコンチェルトにて総会を開催し、12時より同船にてランチを食べながら
神戸港クルーズをします。

　今回は20周年・30周年記念イベントとして、盛大にお祝いい
たしたく、船上での交流という趣向を凝らしました。
　卒業生と大学との絆を深め、大学のさらなる発展に寄与する
ため、同窓会としましては先生方や保護者会の方々も交え、パー
ティーを予定しています。
　同窓会の絆を広げ・深めていただくためにもぜひ多くの方々の
ご参加をお待ちしています。
　詳細につきましては、総会のご案内時にお知らせいたします。

　関西国際大学・関西女学院短期大学	ご卒業のご子息、ご子女
の入学に対し、同窓会より入学のお祝いをさせていただきます。
　また、ご本人様が関西国際大学大学院への入学に対してもお祝
いをさせていただきます。

入学祝金　30,000円
詳細は同窓会のビキタの専用ページをご覧ください。

◦第3回定期総会・ホームカミングデー
　10月20日㈯	11:00～14:00　神戸港コンチェルトクルーズ

◦あじあん祭
　10月27日㈯・28日㈰
　関西国際大学　三木キャンパスにて

◦HEART フェスタ
　11月17日㈯・18日㈰
　関西国際大学　尼崎キャンパスにて

◦沖縄同窓会（沖縄教育懇談会終了後）
　2019年2月23日㈯	18時～（予定）
　開催場所：那覇市内

【以愛為縁同窓会・保護者会・関西国際大学共催】
2018年10月20日㈯　11：00～14：00

神戸船の旅コンチェルト URL  http://www.kobeconcerto.com


