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2020年４月に尼崎キャンパス、三木キャンパスに、神戸山手
キャンパスが加わることで３キャンパス体制となった本学ですが、
2021年春には各々が地域特性を最大限に活かした教育を行ってい
くために学部学科を改編し、６学部７学科19専攻となります。豊
かな国際性と多様な文化が共存するエリアに広がる神戸山手キャ
ンパスでは、安全・観光などをキーワードにしながらリベラルアー

ツ色のある教育を、大都市・大阪を後背地として産業・ビジネス
の今を体感でき、系列の保育所なども展開する尼崎キャンパスで
は、教員養成と経営・マーケティング、ビジネスデザインにまつわ
る教育を、広域防災の拠点である三木総合防災公園、地域の高度
先端医療を担う北播磨総合医療センターに近接する三木キャンパ
スでは、健康・スポーツに焦点をあてた教育を展開していきます。

会報

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
活動に関しましては何かとご指導、ご協力
いただき厚くお礼を申し上げます。2020年
（令和２年）度の今期は、世界的な新型コロ
ナウイルスの流行の影響を受けまして、な

かなか事業を計画通り実施することができず申し訳ありません
でした。
その新型コロナウイルスの影響下の中ですが、関西国際大学
では、うれしい出来事がありました。これまで、関西国際大学
が三木市、尼崎市と二つの地で発展の一途をたどってきたこと
は、皆さまご存じの通りでございます。それに加え、神戸山手
大学との合併を受けまして、本年春に新キャンパス、新学部を

神戸の地に設け、３キャンパス体制として新たなスタートをき
りました。本同窓会としましても、会員増加や大学の規模拡大
など大変うれしく思います。
大学統合に伴い、関西女学院短期大学や関西国際大学の母体
の学校法人濱名学院も４月２日に法人合併をして新しく、学校
法人濱名山手学院となりました。次回総会につきましては、新
型コロナウイルスの流行状況を踏まえ、現在、オンライン会議
システムを利用し開催させていただけるように準備しており
ます。
最後になりましたが、本同窓会は総勢12,250名以上の会員の
皆さまがいらっしゃいます。その皆様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。

関西国際大学同窓会（以愛為縁同窓会）　会長  福永 雄悟

三木キャンパス 尼崎キャンパス 神戸山手キャンパス

学園の合併

2021年春
３キャンパスの地域特性を活かした教育を視野に学部学科を改編



濱名山手学院教育ミッション

建学の精神

KUIS 学修ベンチマーク
（can do 型）

自学自習、情操陶冶

認定こども園
難波愛の園
幼稚園

関西保育福祉
専門学校 関西国際大学

神戸山手女子
中学校
高等学校

「他者を尊重しつつ、主体的・能動的に自らの人生を切り拓く」
ことができる人間を世界に送り出すこと

Communication（対話、伝達）、Consideration（熟慮、考察、思いやり）、Commitment（参画、貢献）
この “3つのC” を実行できる人間の育成

以愛為園（愛を以って園と為す）

関西国際大学
大学院

　同窓会の皆さまには新型コロナ感染症禍に
おいて、ご家族ご友人等に感染された方がお
られたり、お仕事や家計に様々な悪影響が及

ぼされたりする方がおられたりするものと拝察し、心よりお見舞
い申し上げます。
　本学は４月１日に神戸山手大学（現代社会学部）を統合し、４
月２日より法人合併により新生「学校法人濱名山手学院」の設置
する大学となりました。三木、尼崎に加え神戸山手の３キャンパ
ス６学部体制と大きく変化しました。５月９日には法人合併式典
を開催する予定でしたが、この状況では開催は難しいと判断し、
式典等は2021年春以降に延期することにしました。
　コロナ禍が発生して以来、大学としては、以下の方針を取りま
した。
１）学生の安全を最優先とし、不要不急の外出を控え、リスクを
回避するよう指導する。

２）教育機関としての責任を果たし、遠隔手法の活用などにより
学生の学習への影響や支障を最小限にとどめる。

３）アドバイザー（教員）や学生課等の担当部署により、学生一
人一人の状況を確実に把握し、早期に的確な情報提供と親身
な相談により学生の安心確保に努める。

４）学習や生活に特に困難を抱えた学生に最優先で緊急支援を行
い、学習の継続を保障することに努める。

５）（全学生に対する一律現金給付などは行わず）図書の貸し出
し・送付サービス、PCやWif iルーターの無償貸与、当面
の資金緊急貸付、国やJASSOの制度適用から外れた学生に
対するセーフティネット奨学金を新設する等、必要な学生に
必要な支援、ニーズベースの支援を行う。

　授業自体、４月７日の緊急事態宣言発出の直後から原則すべて
の科目（実技・実習などを除く）で遠隔方式による授業提供準備
に入り、４月23日からZoomを活用した双方向型の遠隔教育を
開始しました。
　６月１日からは、７月31日までの残りの春学期期間を遠隔方式
で受講するか、キャンパスに来て受講するかを学生自身に選択登
録させるシステム（ハイブリッド方式）に変更しました。各キャ
ンパスでは、入口にサーモグラフィーを配置し、厚生労働省が導
入を推奨する接触確認アプリ「COCOA」をインストールして
いることを確認の上で、入構できるように管理していました。
　８月以降の夏学期に再度の感染拡大の影響を鑑み対面を要しな
い授業は遠隔受講としました。そして、９月下旬からの秋学期は原
則として対面授業での教育提供としていくことにいたしました。
　さて、コロナ禍で後回しになっているのが、法人合併、大学統
合ということです。神戸山手学園は「情操陶冶」、「自学自習」を
建学の精神として女子教育を中心に中学校、高等学校、短大、大
学の順に教育を展開してきました。1924年の学園発足以来、96年
間変わることなく来た学園の「建学の精神」を、法人合併に伴い
変更します、とは安易に言えることではありません。
　濱名学院においても、創設当初からの建学の精神である「以愛
為園」は関西女学院短期大学から関西国際大学へと移りゆく際も
その精神を継承しつつ、新たな教育目標をつくり、現在のKUIS
学修ベンチマークへと発展させてきました。
　今回の法人合併では、両法人の建学の精神を尊重し包含するも
のとして、幼稚園、中学校高等学校、専門学校、大学、大学院共
通の新たな学園としての「教育ミッション」を４月２日付で定め
ました。
　それは以下のものです。

『With コロナの年に』
関西国際大学　学長  濱名 　篤



募金のお願い
神戸市へのふるさと納税を活用した「KOBE学生サポート」への参画について

　神戸市では、新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けた学生を支援するために、神戸市へのふるさと納税の仕組みを活用
した「ＫＯＢＥ学生サポート 市内大学等応援助成」制度が創設されることになりました。関西国際大学もこの制度に参画することと
なりましたのでご案内いたします。

本制度の詳細は神戸市のホームページ「ＫＯＢＥ学生サポート 市内大学等応援助成」にてご確認ください。
https://www.city .kobe.lg . jp/a05822/daigakurenkei/kobegakuseisupport .html

  「KOBE学生サポート 市内大学など応援助成」の流れ

寄附者 神戸市 市内大学等 学生

ふるさと納税による寄附
（寄附する学校を指定）

コロナの影響による
学生支援制度に充当指定された学校へ助成

令和２年７月29日（水曜）から令和２年12月31日（木曜）
１ 寄附募集期間

1）　オンライン授業受講に伴うＰＣ・Wi-Ｆｉルーターの貸与による学習支援
ＰＣを持っていない学生やWi-F iルーターのない学生に貸与し、学修を支援します。

2）　図書の無料配送サービスによる学習支援
登学禁止期間中の支援として、卒論やレポート作成に必要な資料を自宅へ無料配送するサービスを提供します。

3）　新たな奨学金制度の創設による経済支援
従来の本学独自の奨学金制度に加え、国や日本学生支援機構等の多彩な奨学金制度の適用を希望しながら、適用から漏れた
学生を対象とする新たな「奨学金制度」を創設し、経済的に支援します。

３ 寄附の使い道

①インターネットでのお申込みの場合
https://www.city.kobe.lg.jp/a05822/daigakurenkei/furusatonoze.html

（「ふるさとチョイス」を利用してのお申込みになります）

②郵送でのお申込みの場合
同封の寄附申し込み用紙を利用の上、以下住所までお送りください。
送り先：〒653-0042　神戸市長田区二葉町５-１-32　神戸市行財政局税務部税制企画課 

２ 寄附の受付方法

　このような教育ミッションを定め、新たな学園として、旧神戸
山手学園の教職員、学生、生徒たちと新たな“園（コミュニティ）”
をつくり、旧関西女学院短大と関西国際大学の関係よりも離れた
関係からの統合を実現していかなければなりません。
　決して容易なことではないかもしれませんが、同窓会会員の皆
さまのご理解ご支援もいただきながら、この新たな学園が学生、
生徒、園児、卒業生にとっても“わが学園”と思っていただける
ように、大学としても私個人としても粉骨砕身努力していきたい
と思っています。皆さまのご理解とお力添えをお願い申し上げま
す。

　末筆ながら、現在、神戸市がふるさと納税サイトを使用して神
戸市内にある（本学は神戸山手キャンパスが市内）大学を指名す
る形式の「ふるさと納税」を公募しています。皆さまの納税の選
択の自由度を活用して、こちらのサイトから本学の学生（とりわ
け生活困窮学生や留学生）支援のため、ご寄付いただければ幸い
です。重ねてお願い申し上げます。



以愛為縁同窓会第５回定期総会のご案内

　初秋の候、以愛為縁同窓会会員のみなさまにおかれましては、
ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　平素は本会の運営に関しまして、ご理解・ご協力を賜りあり
がとうございます。
　右記のとおり第５回定期総会（2020年度）を開催いたします。
　会員のみなさま方におかれましては、ご多用とは存じますが、
万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようお願いいたし
ます。

以愛為縁同窓会　会長  福永　雄悟 記
日時：2020年10月31日㈯　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
議題：①2019年度事業報告及び決算報告

②役員人事
③2020年度事業計画及び予算（案）
④その他

★当日はオンラインでもご参加いただけます。
　参加方法は同窓会HP（Bik i ta）をご覧ください。
※  準備の都合上、10月26日㈪必着で出欠確認票（委任状）のご

返信をお願いいたします。

ホームカミングデー

　2019年10月20日（日）あじあん祭に合わせて、
三木キャンパス水棹館２階においてホームカミン
グデーが開催され、関西女学院短期大学・関西国
際大学の各々卒業生とそのご家族、並びに本学か
ら濱名学長はじめ教職員併せて約70名が参加しま
した。
　まず初めに、濱名学長より銀祝（関西女学院短
期大学卒業後25年の方）、銅祝（関西国際大学卒
業後15年の方）表彰があり、その後学長挨拶、受
賞者の答礼挨拶と続きました。
　その後のパーティーでは、参加者一人一人の近
況報告などで盛り上がり、終了予定時刻を超えて
の盛会となりました。
　なお、ホームカミングデーに先立ち、『以愛為縁
同窓会』の第４回定期総会が行われました。
　今後もより多くの卒業生が参加できるホーム
カミングデーを企画していく所存ですので、ぜひ
ご期待ください。

第４期（2019年度）事業計画　2019年9月1日～2020年8月31日＆今後の予定

第４期事業年度計画　2019年９月１日～2020年８月31日
① 卒業パーティー補助
② 課外活動表彰者副賞贈呈
③ スポーツ振興基金寄付
④ 新規会員へ会員専用HP（Bik i ta）パスワード発行
⑤ 会報発行、名簿調査
⑥ 小規模同窓会開催補助、入学祝金贈呈
⑦ あじあん祭・ハートフェスタ広告協賛、卒業生出演謝礼
⑧ 学生企画補助
⑨ ホームカミングデー補助・記念品贈呈

今後の予定
① あじあん祭 10月17日（土）・18日（日）　三木キャンパス
 中止　※別企画を検討中
②  同窓会定期総会　10月31日（土）　尼崎キャンパス
③ ホームカミングデー（銀祝・銅祝表彰）
 延期　※表彰は2021年に実施予定です。
④ HEARTフェスタ　11月21日（土）・22日（日）　尼崎キャンパス
 中止　※別企画を検討中



役員の皆さんの近況報告

①自粛期間中は、在宅勤務と出勤が半々だったので、家事
をがんばりました。休みの日には、海外ドラマにハマっ
て観てました。
②自粛期間中には、普段はあまりしない、料理に挑戦し、
ケーキ作りなどもできるようになりました。
③本格的に解除されたら、温泉に行ったり、ハワイにゆっ
くりと行ったりして楽しみたいです。

①外出せず、パン作りやお菓子作りをしてました。
仕事は、出勤しなければならず、感染しないように、気
を使うのに疲れました。自粛しなければ、という気持ち
が強く、気持ちが落ち込んでました。
あと、掃除‼️
②発酵時間のかかるパンに挑戦してみたり、色々アレンジ
したパンやお菓子を作ってみました。
③外食‼️
　外出‼️

①浮き立つことなく、変わらない日
常を維持するように努めました。
②特にはないですが自粛期間中だっ
たからこそ、さらに仕事に集中で
きました。
③海外旅行

①娘が産まれたばかりでしたが、休暇やテレ
ワークも重なり、いつも以上に育児に時間
をかけられたのはよかったです。
②近所の店のテイクアウトを色々試しまし
た。当たりもあれば、うーん…という店も
あり…。元々テイクアウトを提供している
店はハズレなしですね。
③家族で気兼ねなくいろんな所へ旅行に行き
たい！

①自粛中は、ほぼ毎日学校で仕事を
していました。
②指導案をたくさん作ること
③旅行と宴会がしたいです。

①家事全般や趣味の時間など、好きなアーティストの
LIVEDVDやCDをつけながら過ごしていました。好
きな物を楽しみながら気分転換ができ、また集中したい
時の源にもなりました。
②撮りためていた子どもの写真の整理をしました。データ
の整理から眠っていたお気に入りのアルバムにはさむま
で、なかなか出来なかった事にやっとチャレンジ。懐か
しい時間になりました。
③家族旅行や友だちとのBBQ、同窓生との飲み会も。

①はりきって在宅ワークの環境整えたのに、在宅２日だけ
で、あとは普通に出勤してました。。。
②ミシンを久々に引っ張り出して、マスク作りしました。
20個くらい作ったかも。
③みんなでご飯食べに行ったり、カラオケしたりしたい
な。

会長　福永　雄悟

理事（会計）　杉野　洋子

理事（広報）　山田　啓典 理事（総務）　川上　草平 理事（企画）　梶田　幸三郎

副会長　德永　茜

理事（広報・企画）　横内　寛子

教育学部　教育福祉学科　2011年度卒

関西女学院短期大学　経営学科経営実務専攻　1997年度卒

経営学部　経営学科　2004年度卒 人間科学部　人間心理学科　2014年度卒 教育学部　教育福祉学科　2012年度卒

人間学部　人間行動学科　2005年度卒

関西女学院短期大学　経営学科秘書専攻　1992年度卒

①  コロナ禍自粛期間中どんな風に過ごしてま
したか？

②  自粛期間中にチャレンジしたこと
③   終息後一番したいことは？



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1,000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。
※開催にあたっては、「三密」を避け、十分な感染予防対策を講じてください。

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：2019年12月14日　　開催場所：THE  ROOFTOP CAFÉ （神戸市中央区栄町通１-２-１　MRSXビル３Ｆ）
参加人数：８名

1995年卒業生学年同窓会

短大を卒業してから、年に１度、関西女学院短期大学　経営
学科　経営実務専攻　Ｂクラスのクラス会をしています。今年
で24回目でした。

担任の河内山先生は、その日のご都合が悪く、お顔を拝見す
ることが出来ませんでしたが、今年は８名の同級生が予定を合
わせ、集まることが出来ました。

美味しい食事を食べながら、子供のことや仕事のこと、今は

まっている趣味など、近況報告をし、最近では健康の話なども
出てくるようになりました（笑）

普段はなかなか集まることができませんが、年１度、鳥取に
いる私が神戸に出る機会に集まり、たくさんおしゃべりし、み
んなから元気を貰っています。

来年は、卒業25周年になるので、みんなでホームカミング
デーに出席しようって話をしていました。楽しみにしています。

▲

小規模同窓会開催

入学祝金 同窓会会員専用サイトBikita!をご活用ください!

会員専用サイトBikita▶ https://www.bikita.jp

ホームページの異動・変更届けよりスマホ、
PC、携帯から簡単に手続きが出来ます。ログイ
ン後異動・変更届けをクリック！入力フォーム
に沿って入力していただき、その後ホームペー
ジの運営者にて管理しております
会員名簿情報を修正いたします。

「以愛為縁同窓会HP」を活用しよう！同窓会員限定コミュニティサイト

変更住所登録の ができる！

　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。

以愛為縁同窓会・関西国際大学共催講座　開催報告

　９月24日（木）の夜、喜多川泰　講演会『一冊の本が人生を変えることがある～今、先生方に望むこと～』
を以愛為縁同窓会と大学の共催講座として開催いたしました。
　喜多川泰さんは、国内累計85万部を超えるベストセラー作家でもあり、講演家としても活動されています。
　感染症予防対策の中、対面とオンラインの両方で開催され、全体では50名ほどの参加があり、うち卒業
生５名・在学生６名の参加がありました。
　『一冊の本が人生を変えることがある』というテーマについて、喜多川さんは、本を読んで劇的に人生が
変わることはないけれど、価値観や心のベクトルが変わることで、振り返ってみて、人生が変わったのはあの
時かなと思えることがある。読書は、日々の心の汚れを落とすお風呂のようなもの。毎日15分、お風呂に入
るように読書を習慣にできると毎日をリセットし、楽に生きていける。とお話しされました。
　本当にあっという間の90分でしたが、とてもわかりやすく、前向きになれるお話で、終わった後、皆さんが明るく優しい表情になっていたのがとても
印象的でした。
　今回の講演会では、テーマ本として喜多川さんの著書『ソバニイルヨ』（幻冬舎）が取り上げられています。思春期の子どもに関わる大人に是非読
んでもらいたい本であり、読んだ後、すごく優しい気持ちになれる本です。今回、ご参加いただけなかった方も機会があれば読んでいただきたいと思
います。

　関西国際大学の公開講座は、卒業生は無料で受講できます。オンラインでの講座も増えていますので、遠くにいても懐かしい
先生のお話を聞くこともできます。QRコードから公開講座会員登録して公開講座に参加してみましょう。


